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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１キャリア基板上に配置された第１半導体チップが搭載された第１半導体パッケージ
と、
　前記第１半導体チップ上に端部が配置されるようにして、前記第１キャリア基板の前記
第１半導体チップの搭載面と同一面上に支持された第２半導体パッケージとを備えること
を特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第１半導体チップ上に端部が配置されるようにして、前記第１キャリア基板の前記
第１半導体チップの搭載面と同一面上に支持された第３半導体パッケージをさらに備える
ことを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２半導体パッケージと前記第３半導体パッケージとは離間していることを特徴と
する請求項２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第２半導体パッケージと前記第３半導体パッケージとは、サイズ、厚みまたは材質
の少なくともいずれか１つが異なることを特徴とする請求項２または３記載の半導体装置
。
【請求項５】
　前記第２半導体パッケージと前記第３半導体パッケージとの間の隙間、第１半導体パッ
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ケージと前記第２半導体パッケージとの間の隙間、または第１半導体パッケージと前記第
３半導体パッケージとの間の隙間の少なくともいずれか１つの隙間には樹脂が充填されて
いることを特徴とする請求項３または４記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１半導体パッケージは、
　前記第１半導体チップがフリップチップ実装された第１キャリア基板を備え、
　前記第２半導体パッケージは、
　第２半導体チップと、
　前記第２半導体チップが実装された第２キャリア基板と、
　前記第１キャリア基板上に接合され、前記第１半導体チップ上に前記第２キャリア基板
を保持する突出電極と、
　前記第２半導体チップを封止する封止材とを備えることを特徴とする請求項１～５のい
ずれか１項記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１半導体パッケージは、前記第１キャリア基板上に前記第１半導体チップがフリ
ップチップ実装されたボールグリッドアレイ、前記第２半導体パッケージは、前記第２キ
ャリア基板上に搭載された前記第２半導体チップがモールド封止されたボールグリッドア
レイまたはチップサイズパッケージであることを特徴とする請求項６記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記突出電極は、前記第１半導体チップの搭載領域を避けるようにして、前記第２キャ
リア基板の少なくとも４隅に配置されていることを特徴とする請求項６または７記載の半
導体装置。
【請求項９】
　前記第１半導体チップは論理演算素子、前記第２半導体チップは記憶素子であることを
特徴とする請求項６～８のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項１０】
　第１キャリア基板上に配置された第１半導体チップが搭載された第１半導体パッケージ
と、
　前記第１半導体チップ上に端部が配置されるようにして、前記第１キャリア基板の前記
第１半導体チップの搭載面と同一面上に支持された第２半導体チップとを備えることを特
徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　前記第２半導体チップは３次元実装構造を含むことを特徴とする請求項６～１０のいず
れか１項記載の半導体装置。
【請求項１２】
　第１キャリア基板上に配置された電子部品が搭載された第１パッケージと、
　前記電子部品上に端部が配置されるようにして、前記第１キャリア基板の前記電子部品
の搭載面と同一面上に支持された第２パッケージとを備えることを特徴とする電子デバイ
ス。
【請求項１３】
　第１キャリア基板上に配置された半導体チップが搭載された第１半導体パッケージと、
　前記半導体チップ上に端部が配置されるようにして、前記第１キャリア基板の前記半導
体チップの搭載面と同一面上に支持された第２半導体パッケージと、
　前記第１半導体パッケージが実装されたマザー基板とを備えることを特徴とする電子機
器。
【請求項１４】
　第１キャリア基板上に第１半導体チップを実装する工程と、
　第２キャリア基板上に第２半導体チップを実装する工程と、
　前記第２キャリア基板に第１突出電極を形成する工程と、
　前記第１半導体チップ上に前記第２キャリア基板の端部が配置されるようにして、前記
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第１突出電極を第１キャリア基板上に接合する工程とを備えることを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項１５】
　第３キャリア基板上に第３半導体チップを実装する工程と、
　前記第３キャリア基板に第２突出電極を形成する工程と、
　前記第１半導体チップ上に第３キャリア基板の端部が配置されるようにして、前記第２
突出電極を第１キャリア基板上に接合する工程とをさらに備えることを特徴とする請求項
１４記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記第２キャリア基板と前記第３キャリア基板との間の隙間、前記第１キャリア基板と
前記第２キャリア基板との間の隙間、または前記第１キャリア基板と前記第３キャリア基
板との間の隙間の少なくとも１つの隙間から樹脂を注入する工程をさらに備えることを特
徴とする請求項１５記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記第２半導体チップが実装された第２キャリア基板を第１封止材で封止する工程と、
　前記第３半導体チップが実装された第３キャリア基板を第２封止材で封止する工程と、
　前記第１封止材と前記第２封止材とを離間させた状態で、前記第１封止材の表面と前記
第２封止材の表面を平坦面上に接触させる工程と、
　前記第１突出電極および前記第２突出電極の形成面側から樹脂を注入することにより、
前記第１封止材と前記第２封止材との間の隙間に樹脂を充填する工程とをさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１５記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　第１キャリア基板上に第１電子部品を実装する工程と、
　第２キャリア基板上に第２電子部品を実装する工程と、
　前記第２キャリア基板に突出電極を形成する工程と、
　前記第１電子部品上に前記第２キャリア基板の端部が配置されるようにして、前記突出
電極を第１キャリア基板上に接合する工程とを備えることを特徴とする電子デバイスの製
造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体装置、電子デバイス、電子機器、半導体装置の製造方法および電子デバイ
スの製造方法に関し、特に、半導体パッケージなどの積層構造に適用して好適なものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来の半導体装置では、半導体チップ実装時の省スペース化を図るため、例えば、特許文
献１に開示されているように、同種のキャリア基板を介在させながら半導体チップを３次
元実装する方法がある。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１０－２８４６８３号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、同種のキャリア基板を介在させながら半導体チップを３次元実装する方法
では、異種パッケージの積層が困難となり、異種チップの積層が困難となることから、省
スペース化の実効性が上がらないという問題があった。
そこで、本発明の目的は、異種パッケージの３次元実装構造を実現することが可能な半導
体装置、電子デバイス、電子機器、半導体装置の製造方法および電子デバイスの製造方法
を提供することである。
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【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、第１キャ
リア基板上に配置された第１半導体チップが搭載された第１半導体パッケージと、前記第
１半導体チップ上に端部が配置されるようにして、前記第１キャリア基板の前記第１半導
体チップの搭載面と同一面上に支持された第２半導体パッケージとを備えることを特徴と
する。
【０００６】
これにより、第１半導体パッケージのサイズと第２半導体パッケージのサイズが異なる場
合においても、第１半導体チップが搭載された第１半導体パッケージ上に第２半導体パッ
ケージを積層させることが可能となる。このため、第１半導体パッケージと第２半導体パ
ッケージの種類が異なる場合においても、３次元実装構造を実現することが可能となり、
異種チップの積層を図ることが可能となることから、省スペース化の実効性を向上させる
ことが可能となる。
【０００７】
　また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第１半導体チップ上に端部が配
置されるようにして、前記第１キャリア基板の前記第１半導体チップの搭載面と同一面上
に支持された第３半導体パッケージをさらに備えることを特徴とする。
　これにより、第２半導体パッケージおよび第３半導体パッケージを第１半導体チップ上
に配置することが可能となり、同一の第１半導体チップ上に複数の半導体パッケージを配
置することが可能となることから、実装面積をより一層縮小することが可能となる。
【０００８】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第２半導体パッケージと前記第３
半導体パッケージとは離間していることを特徴とする。
これにより、第２半導体パッケージおよび第３半導体パッケージを第１半導体チップ上に
配置した場合においても、第１半導体チップから発生する熱を第２半導体パッケージと第
３半導体パッケージとの間の隙間から逃がすことが可能となり、第１半導体チップから発
生する熱の放散性を向上させることが可能となる。このため、第１半導体チップの信頼性
の劣化を抑制しつつ、同一の第１半導体チップ上に複数の半導体パッケージを配置するこ
とが可能となり、動作不良を抑止しつつ、実装面積を縮小することが可能となる。
【０００９】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第２半導体パッケージと前記第３
半導体パッケージとは、サイズ、厚みまたは材質の少なくともいずれか１つが異なること
を特徴とする。
これにより、同一半導体チップ上に複数の異種パッケージを配置することが可能となり、
実装面積をより一層縮小することが可能となるとともに、パッケージ間で生じる反りを相
殺させることが可能となり、パッケージ間の接続信頼性を向上させることが可能となる。
【００１０】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第２半導体パッケージと前記第３
半導体パッケージとの間の隙間、第１半導体パッケージと前記第２半導体パッケージとの
間の隙間、または第１半導体パッケージと前記第３半導体パッケージとの間の隙間の少な
くともいずれか１つの隙間には樹脂が充填されていることを特徴とする。
【００１１】
これにより、半導体パッケージ間の隙間に充填された樹脂により、半導体パッケージに発
生する応力を緩和することが可能となる。このため、半導体パッケージの耐衝撃性を向上
させることが可能となり、複数の半導体パッケージを積層した場合においても、半導体パ
ッケージの信頼性を確保することが可能となる。
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第１半導体パッケージは、前記第
１半導体チップがフリップチップ実装された第１キャリア基板を備え、前記第２半導体パ
ッケージは、第２半導体チップと、前記第２半導体チップが実装された第２キャリア基板
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と、前記第１キャリア基板上に接合され、前記第１半導体チップ上に前記第２キャリア基
板を保持する突出電極と、前記第２半導体チップを封止する封止材とを備えることを特徴
とする。
【００１２】
これにより、第１キャリア基板上に突出電極を接合することで、高さの増大を抑制しつつ
、異種パッケージを積層させることが可能となり、実装面積を縮小することが可能となる
。
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第１半導体パッケージは、前記第
１キャリア基板上に前記第１半導体チップがフリップチップ実装されたボールグリッドア
レイ、前記第２半導体パッケージは、前記第２キャリア基板上に搭載された前記第２半導
体チップがモールド封止されたボールグリッドアレイまたはチップサイズパッケージであ
ることを特徴とする。
【００１３】
これにより、汎用パッケージを用いた場合においても、異種パッケージを積層することが
可能となり、生産効率の劣化を抑制しつつ、実装面積を縮小することが可能となる。
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記突出電極は、前記第１半導体チッ
プの搭載領域を避けるようにして、前記第２キャリア基板の少なくとも４隅に配置されて
いることを特徴とする。
【００１４】
これにより、第１半導体チップ上に第２半導体パッケージの端部が配置された場合におい
ても、突出電極の配置位置を調整することで、第２半導体パッケージを第１半導体パッケ
ージ上で安定して保持することが可能となり、積層構造の複雑化を抑制しつつ、実装面積
を縮小することが可能となる。
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第１半導体チップは論理演算素子
、前記第２半導体チップは記憶素子であることを特徴とする。
【００１５】
　これにより、実装面積の増大を抑制しつつ、様々の機能を実現することが可能となると
ともに、記憶素子のスタック構造を容易に実現することが可能となり、記憶容量を容易に
増加させることが可能となる。
　また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、第１キャリア基板上に配置された第
１半導体チップが搭載された第１半導体パッケージと、前記第１半導体チップ上に端部が
配置されるようにして、前記第１キャリア基板の前記第１半導体チップの搭載面と同一面
上に支持された第２半導体チップとを備えることを特徴とする。
【００１６】
これにより、半導体チップの種類またはサイズが異なる場合においても、第１半導体チッ
プと第２半導体チップとの間にキャリア基板を介在させることなく、第１半導体チップ上
に第２半導体チップが配置されるようにして、第２半導体チップを第１半導体パッケージ
上にフリップチップ実装することが可能となる。このため、半導体チップ積層時の高さの
増大を抑制しつつ、実装面積を縮小することが可能となり、省スペース化の実効性を向上
させることが可能となる。
【００１７】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第２半導体チップは３次元実装構
造を含むことを特徴とする。
これにより、種類またはサイズが異なる第２半導体チップを第１半導体チップ上に複数積
層することが可能となり、様々の機能を持たせることを可能としつつ、半導体チップ実装
時の省スペース化を図ることが可能となる。
【００１８】
　また、本発明の一態様に係る半導体デバイスによれば、第１キャリア基板上に配置され
た電子部品が搭載された第１パッケージと、前記電子部品上に端部が配置されるようにし
て、前記第１キャリア基板の前記電子部品の搭載面と同一面上に支持された第２パッケー
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ジとを備えることを特徴とする。
　これにより、第１パッケージと第２パッケージの種類が異なる場合においても、３次元
実装構造を実現することが可能となり、異種部品の積層を図ることが可能となるから、省
スペース化の実効性を向上させることが可能となる。
【００１９】
　また、本発明の一態様に係る電子機器によれば、第１キャリア基板上に配置された半導
体チップが搭載された第１半導体パッケージと、前記半導体チップ上に端部が配置される
ようにして、前記第１キャリア基板の前記半導体チップの搭載面と同一面上に支持された
第２半導体パッケージと、前記第１半導体パッケージが実装されたマザー基板とを備える
ことを特徴とする。
　これにより、半導体チップが搭載された異種パッケージの３次元実装構造を実現するこ
とが可能となり、電子機器の機能性の向上を可能としつつ、電子機器の小型・軽量化を図
ることが可能となる。
【００２０】
また、本発明の一態様に係る半導体装置の製造方法によれば、第１キャリア基板上に第１
半導体チップを実装する工程と、第２キャリア基板上に第２半導体チップを実装する工程
と、前記第２キャリア基板に第１突出電極を形成する工程と、前記第１半導体チップ上に
前記第２キャリア基板の端部が配置されるようにして、前記第１突出電極を第１キャリア
基板上に接合する工程とを備えることを特徴とする。
【００２１】
これにより、第１キャリア基板のサイズと第２キャリア基板のサイズが異なる場合におい
ても、第１突出電極を第１キャリア基板に接合することで、第１半導体チップが実装され
た第１キャリア基板上に第２キャリア基を積層させることが可能となる。このため、第１
突出電極の配置位置を調整することで、異種チップの積層を図ることが可能となり、製造
工程の煩雑化を抑制しつつ、省スペース化の実効性を向上させることが可能となる。
【００２２】
また、本発明の一態様に係る半導体装置の製造方法によれば、第３キャリア基板上に第３
半導体チップを実装する工程と、前記第３キャリア基板に第２突出電極を形成する工程と
、前記第１半導体チップ上に第３キャリア基板の端部が配置されるようにして、前記第２
突出電極を第１キャリア基板上に接合する工程とをさらに備えることを特徴とする。
【００２３】
これにより、第１突出電極および第２突出電極の配置位置を調整することで、同一半導体
チップ上に複数の半導体パッケージを配置することが可能となり、製造工程の煩雑化を抑
制しつつ、実装面積をより一層縮小することが可能となる。
また、本発明の一態様に係る半導体装置の製造方法によれば、前記第２キャリア基板と前
記第３キャリア基板との間の隙間、前記第１キャリア基板と前記第２キャリア基板との間
の隙間、または前記第１キャリア基板と前記第３キャリア基板との間の隙間の少なくとも
１つの隙間から樹脂を注入する工程をさらに備えることを特徴とする。
【００２４】
これにより、半導体パッケージ間の隙間に樹脂を効率よく充填することが可能となり、半
導体パッケージ間の隙間を狭くすることが可能となる。このため、半導体パッケージの耐
衝撃性を向上させることを可能としつつ、半導体パッケージの実装密度を向上させること
が可能となり、半導体パッケージの信頼性を確保しつつ、実装面積を縮小することが可能
となる。
【００２５】
また、本発明の一態様に係る半導体装置の製造方法によれば、前記第２半導体チップが実
装された第２キャリア基板を第１封止材で封止する工程と、前記第３半導体チップが実装
された第３キャリア基板を第２封止材で封止する工程と、前記第１封止材と前記第２封止
材とを離間させた状態で、前記第１封止材の表面と前記第２封止材の表面を平坦面上に接
触させる工程と、前記第１突出電極および前記第２突出電極の形成面側から樹脂を注入す
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ることにより、前記第１封止材と前記第２封止材との間の隙間に樹脂を充填する工程とを
さらに備えることを特徴とする。
【００２６】
これにより、第１キャリア基板上に実装された第２キャリア基板と第３キャリア基板とが
離間している場合においても、上段に配置される半導体パッケージの上面を平坦化させる
ことが可能となる。このため、吸着パットによる半導体パッケージのピックアップを安定
して行うことが可能となり、半導体パッケージをマザー基板上に精度よく実装することが
可能となる。
【００２７】
また、本発明の一態様に係る電子デバイスの製造方法によれば、第１キャリア基板上に第
１電子部品を実装する工程と、第２キャリア基板上に第２電子部品を実装する工程と、前
記第２キャリア基板に突出電極を形成する工程と、前記第１電子部品上に前記第２キャリ
ア基板の端部が配置されるようにして、前記突出電極を第１キャリア基板上に接合する工
程とを備えることを特徴とする。
【００２８】
これにより、突出電極の配置位置を調整することで、第１電子部品上に第２電子部品を配
置することが可能となり、製造工程の煩雑化を抑制しつつ、実装面積を縮小することが可
能となる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態に係る半導体装置、電子デバイスおよびそれら製造方法について
図面を参照しながら説明する。
図１は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図、図２は、本発明の
第１実施形態に係る半導体装置の概略構成を示す平面図である。なお、この第１実施形態
は、半導体チップ（または半導体ダイ）１３がＡＣＦ接合により実装された半導体パッケ
ージＰＫ１１上に、スタックド構造の半導体チップ（または半導体ダイ）２３ａ～２３ｃ
がワイヤボンド接続された半導体パッケージＰＫ１２およびスタックド構造の半導体チッ
プ（または半導体ダイ）３３ａ～３２ｃがワイヤボンド接続された半導体パッケージＰＫ
１３をそれぞれ積層したものである。
【００３０】
図１において、半導体パッケージＰＫ１１にはキャリア基板１１が設けられ、キャリア基
板１１の両面にはランド１２ａ、１２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリア基板１
１内には内部配線１２ｂが形成されている。そして、キャリア基板１１上には半導体チッ
プ１３がフリップチップ実装され、半導体チップ１３には、フリップチップ実装するため
の突出電極１４が設けられている。そして、半導体チップ１３に設けられた突出電極１４
は、異方性導電シート１５を介してランド１２ｃ上にＡＣＦ（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　
Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）接合されている。また、キャリア基板１１の裏面に設
けられたランド１２ａ上には、キャリア基板１１をマザー基板上に実装するための突出電
極１６が設けられている。
【００３１】
ここで、ＡＣＦ接合により半導体チップ１３をキャリア基板１１上に実装することにより
、ワイヤボンドやモールド封止するためのスペースが不要となり、３次元実装時の省スペ
ース化を図ることが可能となるとともに、半導体チップ１３をキャリア基板１１上に接合
する際の低温化を図ることが可能となり、実際の使用時のキャリア基板１１の反りを低減
することが可能となる。
【００３２】
一方、半導体パッケージＰＫ１２、ＰＫ１３にはキャリア基板２１、３１がそれぞれ設け
られている。そして、キャリア基板２１、３１の裏面にはランド２２ａ、２２ａ´、３２
ａ、３２ａ´がそれぞれ形成されるとともに、キャリア基板２１、３１の表面にはランド
２２ｃ、３２ｃがそれぞれ形成され、キャリア基板２１、３１内には内部配線２２ｂ、３
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２ｂがそれぞれ形成されている。ここで、ランド２２ａ、３２ａ上には突出電極２６、３
６をそれぞれ配置し、ランド２２ａ´、３２ａ´は、突出電極２６、３６が配置されない
まま残しておくことができる。
【００３３】
そして、キャリア基板２１、３１上には、接着層２４ａ、３４ａをそれぞれ介し半導体チ
ップ２３ａ、３３ａがそれぞれフェースアップ実装され、半導体チップ２３ａ、３３ａは
、導電性ワイヤ２５ａ、３５ａをそれぞれ介してランド２２ｃ、３２ｃにそれぞれワイヤ
ボンド接続されている。さらに、半導体チップ２３ａ、３３ａ上には、導電性ワイヤ２５
ａ、３５ａを避けるようにして、半導体チップ２３ｂ、３３ｂがそれぞれフェースアップ
実装され、半導体チップ２３ｂ、３３ｂは、接着層２４ｂ、３４ｂをそれぞれ介して半導
体チップ２３ａ、３３ａ上にそれぞれ固定されるとともに、導電性ワイヤ２５ｂ、３５ｂ
をそれぞれ介してランド２２ｃ、３２ｃにそれぞれワイヤボンド接続されている。さらに
、半導体チップ２３ｂ、３３ｂ上には、導電性ワイヤ２５ｂ、３５ｂを避けるようにして
、半導体チップ２３ｃ、３３ｃがそれぞれフェースアップ実装され、半導体チップ２３ｃ
、３３ｃは、接着層２４ｃ、３４ｃをそれぞれ介して半導体チップ２３ｂ、３３ｂ上にそ
れぞれ固定されるとともに、導電性ワイヤ２５ｃ、３５ｃをそれぞれ介してランド２２ｃ
、３２ｃにそれぞれワイヤボンド接続されている。
【００３４】
また、キャリア基板２１、３１の裏面にそれぞれ設けられたランド２２ａ、３２ａ上には
、キャリア基板２１、３１が半導体チップ１３上にそれぞれ保持されるようにして、キャ
リア基板２１、３１をキャリア基板１１上にそれぞれ実装するための突出電極２６、３６
がそれぞれ設けられている。ここで、突出電極２６、３６は、キャリア基板２１、３１の
少なくとも四隅に存在することが好ましい。例えば、図２に示すように、突出電極２６、
３６をコ字状に配列することができる。
【００３５】
これにより、キャリア基板２１、３１の端部が半導体チップ１３上にそれぞれ配置される
ようにして、キャリア基板２１、３１をキャリア基板１１上にそれぞれ実装した場合にお
いても、キャリア基板２１、３１をキャリア基板１１上で安定して保持することが可能と
なる。
また、突出電極２６、３６が未配置のまま残されたランド２２ａ´、３２ａ´をキャリア
基板２１、３１にそれぞれ設けることにより、突出電極２６、３６の配置位置を調整する
ことが可能となる。このため、キャリア基板１１上に実装される半導体チップ１３の種類
やサイズが変更された場合においても、キャリア基板２１、３１の構成を変更することな
く、突出電極２６、３６を配置し直すことが可能となり、キャリア基板２１、３１の汎用
化を図ることが可能となる。
【００３６】
そして、キャリア基板１１上に設けられたランド１２ｃに突出電極２６、３６をそれぞれ
接合させることにより、キャリア基板２１、３１の端部がそれぞれ半導体チップ１３上に
配置されるようにして、キャリア基板２１、３１をキャリア基板１１上にそれぞれ実装す
ることができる。これにより、同一の半導体チップ１３上に複数の半導体パッケージＰＫ
１２、ＰＫ１３を配置することが可能となり、実装面積の縮小を可能としつつ、異種の半
導体チップ１３、２３ａ～２３ｃ、３３ａ～３３ｃの３次元実装を図ることが可能となる
。
【００３７】
ここで、半導体チップ１３としては、例えば、ＣＰＵなどの論理演算素子、半導体チップ
２３ａ～２３ｃ、３３ａ～３３ｃとしては、例えば、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ
、フラッシュメモリなどの記憶素子を用いることができる。これにより、実装面積の増大
を抑制しつつ、様々の機能を実現することが可能となるとともに、記憶素子のスタック構
造を容易に実現することが可能となり、記憶容量を容易に増加させることが可能となる。
【００３８】
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なお、キャリア基板２１、３１をキャリア基板１１上にそれぞれ実装する場合、キャリア
基板２１、３１の裏面は半導体チップ１３上に密着していてもよいし、キャリア基板２１
、３１の裏面は半導体チップ１３から離れていてもよい。
また、キャリア基板２１とキャリア基板３１とは、側壁が密着していてもよいし、側壁が
離れていてもよい。ここで、キャリア基板２１とキャリア基板３１の側壁を密着させるこ
とにより、半導体パッケージＰＫ１１上に実装される半導体パッケージＰＫ１２、ＰＫ１
３の実装密度を向上させることが可能となり、省スペース化を図ることが可能となる。一
方、キャリア基板２１とキャリア基板３１の側壁を離間させることにより、半導体チップ
１３から発生する熱を半導体パッケージＰＫ１２、ＰＫ１３間の隙間から逃がすことが可
能となり、半導体チップ１３から発生する熱の放散性を向上させることが可能となる。
【００３９】
また、半導体チップ２３ａ～２３ｃ、３３ａ～３３ｃの実装面側のキャリア基板２１、３
１の一面全体に封止樹脂２７、３７がそれぞれ設けられ、この封止樹脂２７、３７により
半導体チップ２３ａ～２３ｃ、３３ａ～３３ｃがそれぞれ封止されている。なお、封止樹
脂２７、３７で半導体チップ２３ａ～２３ｃ、３３ａ～３３ｃをそれぞれ封止する場合、
例えば、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂を用いたモールド成形などにより行うことがで
きる。
【００４０】
なお、キャリア基板１１、２１、３１としては、例えば、両面基板、多層配線基板、ビル
ドアップ基板、テープ基板またはフィルム基板などを用いることができ、キャリア基板１
１、２１、３１の材質としては、例えば、ポリイミド樹脂、ガラスエポキシ樹脂、ＢＴレ
ジン、アラミドとエポキシのコンポジットまたはセラミックなどを用いることができる。
また、突出電極１６、２６、３６としては、例えば、Ａｕバンプ、半田材などで被覆され
たＣｕバンプやＮｉバンプ、あるいは半田ボールなどを用いることができ、導電性ワイヤ
２５ａ～２５ｃ、３５ａ～３５ｃとしては、例えば、ＡｕワイヤやＡｌワイヤなどを用い
ることができる。また、上述した実施形態では、キャリア基板２１、３１をキャリア基板
１１上にそれぞれ実装するために、突出電極２６、３６をキャリア基板２６、３６のラン
ド２２ａ、３２ａ上にそれぞれ設ける方法について説明したが、突出電極２６、３６をキ
ャリア基板１１のランド１２ｃ上に設けるようにしてもよい。
【００４１】
また、上述した実施形態では、ＡＣＦ接合により半導体チップ１３をキャリア基板１１上
に実装する方法について説明したが、例えば、ＮＣＦ（Ｎｏｎｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆ
ｉｌｍ）接合などのその他の接着剤接合を用いるようにしてもよく、半田接合や合金接合
などの金属接合を用いるようにしてもよい。また、半導体チップ２３ａ～２３ｃ、３３ａ
～３３ｃをキャリア基板２１、３１上にそれぞれ実装する場合、ワイヤボンド接続を用い
る方法について説明したが、キャリア基板２１、３１上に半導体チップ２３ａ～２３ｃ、
３３ａ～３３ｃをフリップチップ実装するようにしてもよい。さらに、上述した実施形態
では、キャリア基板１１上に半導体チップ１３を１個だけ実装する方法を例にとって説明
したが、キャリア基板１１上に複数の半導体チップを実装するようにしてもよい。
【００４２】
図３は、本発明の第２実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。なお、
この第２実施形態は、半導体チップ４３上に端部がかかるようにして半導体パッケージＰ
Ｋ２１上に実装された半導体パッケージＰＫ２２、ＰＫ２３間の隙間、半導体パッケージ
ＰＫ２１、ＰＫ２２間の隙間および半導体パッケージＰＫ２１、ＰＫ２３間の隙間に樹脂
６５を注入するようにしたものである。
【００４３】
図３（ａ）において、半導体パッケージＰＫ２１にはキャリア基板４１が設けられ、キャ
リア基板４１の両面にはランド４２ａ、４２ｂがそれぞれ形成されている。そして、キャ
リア基板４１上には半導体チップ４３がフリップチップ実装され、半導体チップ４３には
、フリップチップ実装するための突出電極４４が設けられている。そして、半導体チップ
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４３に設けられた突出電極４４は、異方性導電シート４５を介してランド４２ｂ上にＡＣ
Ｆ接合されている。
【００４４】
一方、半導体パッケージＰＫ２２、ＰＫ２３にはキャリア基板５１、６１がそれぞれ設け
られ、キャリア基板５１、６１の裏面にはランド５２、６２がそれぞれ形成され、ランド
５２、６２上には半田ボールなどの突出電極５３、６３がそれぞれ設けられている。また
、キャリア基板５１、６１上には半導体チップがそれぞれ実装され、半導体チップが実装
されたキャリア基板５１、６１の一面全体は、封止樹脂５４、６４でそれぞれ封止されて
いる。なお、キャリア基板５１、６１上には、ワイヤボンド接続された半導体チップを実
装するようにしてもよいし、半導体チップをフリップチップ実装するようにしてもよく、
半導体チップの積層構造を実装するようにしてもよい。
【００４５】
そして、半導体パッケージＰＫ２１上に半導体パッケージＰＫ２２、ＰＫ２３をそれぞれ
積層する場合、キャリア基板４１のランド４２ｂ上にフラックスまたは半田ペーストを供
給する。
次に、図３（ｂ）に示すように、半導体パッケージＰＫ２１上に半導体パッケージＰＫ２
２、ＰＫ２３を互いに離間させてマウントし、リフロー処理を行うことにより、突出電極
５３、６３をランド４２ｂ上にそれぞれ接合させる。
【００４６】
これにより、キャリア基板５１、６１に配置される突出電極５３、６３の配置位置を調整
することで、同一半導体チップ４３上に複数の半導体パッケージＰＫ２２、ＰＫ２３を配
置することが可能となり、製造工程の煩雑化を抑制しつつ、実装面積を縮小することが可
能となる。また、半導体パッケージＰＫ２１上に半導体パッケージＰＫ２２、ＰＫ２３を
それぞれ積層することで、検査済みの良品の半導体パッケージＰＫ２１、ＰＫ２２、ＰＫ
２３のみを選別してマウントすることが可能となり、製造歩留りを向上させることが可能
となる。
【００４７】
次に、図３（ｃ）に示すように、半導体パッケージＰＫ２１、ＰＫ２２、ＰＫ２３間の隙
間から樹脂６５を注入することにより、半導体パッケージＰＫ２１、ＰＫ２２、ＰＫ２３
間の隙間に樹脂６５を充填する。ここで、半導体パッケージＰＫ２１、ＰＫ２２、ＰＫ２
３間の隙間に樹脂６５を充填する場合、半導体パッケージＰＫ２１と半導体パッケージＰ
Ｋ２２との間の隙間、半導体パッケージＰＫ２１と半導体パッケージＰＫ２３との間の隙
間、または半導体パッケージＰＫ２２と半導体パッケージＰＫ２３との間の隙間のいずれ
の方向から樹脂６５を注入してもよい。
【００４８】
これにより、半導体パッケージＰＫ２１、ＰＫ２２、ＰＫ２３間の隙間に樹脂６５を効率
よく充填することが可能となり、半導体パッケージＰＫ２１、ＰＫ２２、ＰＫ２３の耐衝
撃性を向上させることが可能となる。このため、突出電極５３、６３の根元に残留応力が
集中した場合においても、突出電極５３、６３にクラックが誘発されることを防止するこ
とが可能となり、半導体パッケージＰＫ２１、ＰＫ２２、ＰＫ２３の信頼性を向上させる
ことが可能となる。
【００４９】
次に、図３（ｄ）に示すように、キャリア基板４１の裏面に設けられたランド４２ａ上に
、キャリア基板４１をマザー基板上に実装するための突出電極４６を形成する。
図４は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。なお、
この第３実施形態は、突出電極８３、９３が設けられた半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ
３３を、底が平坦な容器８５内に逆さまに離間させて配置し、突出電極８３、９３の形成
面側から半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３間の隙間に樹脂９５を注入するようにした
ものである。
【００５０】
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図４において、半導体パッケージＰＫ３１にはキャリア基板７１が設けられ、キャリア基
板７１の両面にはランド７２ａ、７２ｂがそれぞれ形成されている。そして、キャリア基
板７１上には半導体チップ７３がフリップチップ実装され、半導体チップ７３には、フリ
ップチップ実装するための突出電極７４が設けられている。そして、半導体チップ７３に
設けられた突出電極７４は、異方性導電シート７５を介してランド７２ｂ上にＡＣＦ接合
されている。
【００５１】
一方、半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３にはキャリア基板８１、９１がそれぞれ設け
られ、キャリア基板８１、９１の裏面にはランド８２、９２がそれぞれ形成され、ランド
８２、９２上には半田ボールなどの突出電極８３、９３がそれぞれ設けられている。また
、キャリア基板８１、９１上には半導体チップがそれぞれ実装され、半導体チップが実装
されたキャリア基板８１、９１の一面全体は、封止樹脂８４、９４でそれぞれ封止されて
いる。
【００５２】
そして、図４（ａ）に示すように、突出電極８３、９３が設けられた半導体パッケージＰ
Ｋ３２、ＰＫ３３を、底が平坦な容器８５内に逆さまに離間させて配置する。そして、突
出電極８３、９３の形成面側から半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３間の隙間に樹脂９
５を注入し、樹脂９５を硬化させる。なお、容器８５の代わりに、底が平坦な型などを用
いるようにしてもよい。
【００５３】
次に、図４（ｂ）、図４（ｃ）に示すように、半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３間の
隙間に樹脂９５が充填されると、樹脂９５が充填された半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ
３３を容器８５から取り出す。そして、樹脂９５が充填された半導体パッケージＰＫ３２
、ＰＫ３３を半導体パッケージＰＫ３１上にマウントし、リフロー処理を行うことにより
、突出電極８３、９３をランド７２ｂ上にそれぞれ接合させる。そして、半導体パッケー
ジＰＫ３１、ＰＫ３２、ＰＫ３３間の隙間を介し樹脂９６を側方から注入することにより
、半導体パッケージＰＫ３１、ＰＫ３２、ＰＫ３３間の隙間に樹脂９６を充填する。
【００５４】
次に、図４（ｄ）に示すように、キャリア基板７１の裏面に設けられたランド７２ａ上に
、キャリア基板７１をマザー基板上に実装するための突出電極７６を形成する。
これにより、半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３が互いに離間されて半導体パッケージ
ＰＫ３１上に実装された場合においても、半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３の上面を
平坦化させることが可能となる。このため、吸着パットによる半導体パッケージＰＫ３１
、ＰＫ３２、ＰＫ３３の実装構造のピックアップを安定して行うことが可能となり、半導
体パッケージＰＫ３１、ＰＫ３２、ＰＫ３３の実装構造をマザー基板上に精度よく実装す
ることが可能となる。
【００５５】
なお、図４の実施形態では、半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３に突出電極８３、９３
をそれぞれ形成してから、半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３間の隙間に樹脂９５を充
填する方法について説明したが、半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３間の隙間に樹脂９
５を充填してから、半導体パッケージＰＫ３２、ＰＫ３３に突出電極８３、９３をそれぞ
れ形成してもよい。
【００５６】
図５は、本発明の第４実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。なお、
この第４実施形態は、サイズが互いに異なる複数の半導体パッケージＰＫ４２、ＰＫ４３
を、半導体パッケージＰＫ４１上に実装するようにしたものである。
図５において、半導体パッケージＰＫ４１にはキャリア基板１１１が設けられ、キャリア
基板１１１の両面にはランド１１２ａ、１１２ｂがそれぞれ形成されている。そして、キ
ャリア基板１１１上には半導体チップ１１３がフリップチップ実装され、半導体チップ１
１３には、フリップチップ実装するための突出電極１１４が設けられている。そして、半
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導体チップ１１３に設けられた突出電極１１４は、異方性導電シート１１５を介してラン
ド１１２ｂ上にＡＣＦ接合されている。
【００５７】
一方、半導体パッケージＰＫ４２、ＰＫ４３には、サイズが互いに異なるキャリア基板１
２１、１３１がそれぞれ設けられ、キャリア基板１２１、１３１の裏面にはランド１２２
、１３２がそれぞれ形成され、ランド１２２、１３２上には半田ボールなどの突出電極１
２３、１３３がそれぞれ設けられている。また、キャリア基板１２１、１３１上には半導
体チップがそれぞれ実装され、半導体チップが実装されたキャリア基板１２１、１３１の
一面全体は、封止樹脂１２４、１３４でそれぞれ封止されている。
【００５８】
そして、キャリア基板１１１上に設けられたランド１１２ｂに突出電極１２３、１３３を
それぞれ接合させることにより、キャリア基板１２１、１３１の端部がそれぞれ半導体チ
ップ１１３上に配置されるようにして、サイズが互いに異なる複数の半導体パッケージＰ
Ｋ４２、ＰＫ４３が半導体パッケージＰＫ４１上に実装されている。
【００５９】
これにより、異種チップが搭載された半導体パッケージＰＫ４２、ＰＫ４３を同一半導体
チップ１１３上に配置することが可能となり、実装面積を縮小することが可能となるとと
もに、半導体パッケージＰＫ４１、ＰＫ４２、ＰＫ４３間で生じる反りを相殺させること
が可能となり、半導体パッケージＰＫ４１、ＰＫ４２、ＰＫ４３間の接続信頼性を向上さ
せることが可能となる。
【００６０】
なお、図５の実施形態では、サイズが互いに異なる複数の半導体パッケージＰＫ４２、Ｐ
Ｋ４３を、半導体パッケージＰＫ４１上に実装する方法について説明したが、厚み、材質
または形状が互いに異なる半導体パッケージを半導体パッケージＰＫ４１上に実装するよ
うにしてもよい。また、半導体パッケージＰＫ４１上に実装される半導体パッケージＰＫ
４２、ＰＫ４３ごとに、突出電極の配置位置、配置間隔、配列数または配置方法（例えば
、格子配列または千鳥配列）などを変えるようにしてもよい。
【００６１】
図６は、本発明の第５実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。なお、この
第５実施形態は、半導体チップ２１３上に端部がかかるようにして半導体パッケージＰＫ
５１上に実装された半導体パッケージＰＫ５２、ＰＫ５３間の隙間に、樹脂２４１を注入
するようにしたものである。
図６において、半導体パッケージＰＫ５１にはキャリア基板２１１が設けられ、キャリア
基板２１１の両面にはランド２１２ａ、２１２ｂがそれぞれ形成されている。そして、キ
ャリア基板２１１上には半導体チップ２１３がフリップチップ実装され、半導体チップ２
１３には、フリップチップ実装するための突出電極２１４が設けられている。そして、半
導体チップ２１３に設けられた突出電極２１４は、異方性導電シート２１５を介してラン
ド２１２ｂ上にＡＣＦ接合されている。
【００６２】
一方、半導体パッケージＰＫ５２、ＰＫ５３にはキャリア基板２２１、２３１がそれぞれ
設けられ、キャリア基板２２１、２３１の裏面にはランド２２２、２３２がそれぞれ形成
され、ランド２２２、２３２上には半田ボールなどの突出電極２２３、２３３がそれぞれ
設けられている。また、キャリア基板２２１、２３１上には半導体チップがそれぞれ実装
され、半導体チップが実装されたキャリア基板２２１、２３１の一面全体は、封止樹脂２
２４、２３４でそれぞれ封止されている。
【００６３】
そして、キャリア基板２１１上に設けられたランド２１２ｂに突出電極２２３、２３３を
それぞれ接合させることにより、キャリア基板２２１、２３１の端部がそれぞれ半導体チ
ップ２１３上に配置されるようにして、複数の半導体パッケージＰＫ５２、ＰＫ５３が半
導体パッケージＰＫ５１上に実装されている。
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また、半導体パッケージＰＫ５１上に実装された半導体パッケージＰＫ５２、ＰＫ５３間
の隙間には、樹脂２４１が充填されている。これにより、半導体パッケージＰＫ５２、Ｐ
Ｋ５３にかかる応力を樹脂２４１で吸収することが可能となり、半導体パッケージＰＫ５
２、ＰＫ５３の信頼性を向上させることが可能となる。
【００６４】
なお、半導体パッケージＰＫ５２、ＰＫ５３間の隙間に樹脂２４１を充填する場合、半導
体パッケージＰＫ５２、ＰＫ５３と半導体チップ２１３との間の隙間に樹脂２４１がはみ
出すようにしてもよい。これにより、半導体パッケージＰＫ５２、ＰＫ５３の一端のみに
突出電極２２３、２３３がそれぞれ配置されている場合においても、樹脂２４１を介して
半導体パッケージＰＫ５２、ＰＫ５３の他端をそれぞれ支えることが可能となり、半導体
パッケージＰＫ５２、ＰＫ５３を半導体パッケージＰＫ５１上に安定して実装することが
可能となる。
【００６５】
図７は、本発明の第６実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。なお、この
第６実施形態は、半導体パッケージＰＫ６３が実装される下段の半導体パッケージＰＫ６
１、ＰＫ６２を分割するようにしたものである。
図７において、半導体パッケージＰＫ６１、ＰＫ６２にはキャリア基板３１１、３２１が
それぞれ設けられ、キャリア基板３１１、３２１の裏面にはランド３１２ａ、３２２ａが
それぞれ形成されるととともに、キャリア基板３１１、３２１の面面にはランド３１２ｂ
、３２２ｂがそれぞれ形成されている。そして、キャリア基板３１１、３２１上には半導
体チップ３１４、３２４がそれぞれフリップチップ実装され、半導体チップ３１４、３２
４には、フリップチップ実装するための突出電極３１４、３２４がそれぞれ設けられてい
る。そして、半導体チップ３１４、３２４にそれぞれ設けられた突出電極３１４、３２４
は、異方性導電シート３１５、３２５をそれぞれ介してランド３１２ｂ、３２２ｂ上にそ
れぞれＡＣＦ接合されている。
【００６６】
一方、半導体パッケージＰＫ６３にはキャリア基板３３１が設けられ、キャリア基板３３
１の裏面にはランド３３２ａ、３３２ｂが形成され、ランド３３２ａ、３３２ｂ上には半
田ボールなどの突出電極３３３ａ、３３３ｂがそれぞれ設けられている。また、キャリア
基板３３１上には半導体チップが実装され、半導体チップが実装されたキャリア基板３３
１の一面全体は、封止樹脂３３４で封止されている。
【００６７】
そして、キャリア基板３１１、３２１上に設けられたランド３１２ｂ、３２２ｂに突出電
極３３３ａ、３３３ｂをそれぞれ接合させることにより、キャリア基板３３１が半導体チ
ップ３１３、３２３上に配置されるようにして、半導体パッケージＰＫ６３が半導体パッ
ケージＰＫ６１、ＰＫ６２上に実装されている。
これにより、複数の半導体パッケージＰＫ６１、ＰＫ６２上に同一の半導体パッケージＰ
Ｋ６３を配置することが可能となり、実装面積の縮小を可能としつつ、異種チップの３次
元実装を図ることが可能となる。
【００６８】
図８は、本発明の第７実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。なお、この
第７実施形態は、半導体チップ４２１、４３１の端部が半導体チップ４１３上にそれぞれ
配置されるようにして、半導体チップ４１３、４２１、４３１をキャリア基板４１１上に
それぞれフリップチップ実装するようにしたものである。
【００６９】
図８において、キャリア基板４１１の両面にはランド４１２ａ、４１２ｃがそれぞれ形成
されるとともに、キャリア基板４１１内には内部配線４１２ｂが形成されている。そして
、キャリア基板４１１上には半導体チップ４１３がフリップチップ実装され、半導体チッ
プ４１３には、フリップチップ実装するための突出電極４１４が設けられている。そして
、半導体チップ４１３に設けられた突出電極４１４は、異方性導電シート４１５を介して
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ランド４１２ｃ上にＡＣＦ接合されている。なお、半導体チップ４１３をキャリア基板４
１１上に実装する場合、ＡＣＦ接合を用いる方法以外にも、例えば、ＮＣＦ接合などのそ
の他の接着剤接合を用いるようにしてもよく、半田接合や合金接合などの金属接合を用い
るようにしてもよい。また、キャリア基板４１１の裏面に設けられたランド４１２ａ上に
は、キャリア基板４１１をマザー基板上に実装するための突出電極４１６が設けられてい
る。
【００７０】
一方、半導体チップ４２１、４３１には、電極パッド４２２、４３２がそれぞれ設けられ
るとともに、電極パッド４２２、４３２がそれぞれ露出するようにして、絶縁膜４２３、
４３３がそれぞれ設けられている。そして、電極パッド４２２、４３３上には、半導体チ
ップ４２１、４３１の端部が半導体チップ４１３上にそれぞれ保持されるようにして、半
導体チップ４２１、４３１をそれぞれフリップチップ実装するための突出電極４２４、４
３４がそれぞれ設けられている。
【００７１】
ここで、突出電極４２４、４３４は、半導体チップ４１３の搭載領域を避けるようにそれ
ぞれ配置することができ、例えば、突出電極４２４、４３４をコ字状にそれぞれ配列する
ことができる。そして、キャリア基板４１１上に設けられたランド４１２ｃ上に突出電極
４２４、４３４がそれぞれ接合され、半導体チップ４２１、４３１の端部が半導体チップ
４１３上にそれぞれ配置されるようにして、半導体チップ４２１、４３１がキャリア基板
４１１上にそれぞれフリップチップ実装されている。
【００７２】
これにより、半導体チップ４１３、４２１、４３１の種類またはサイズが異なる場合にお
いても、半導体チップ４１３、４２１、４３１間にキャリア基板を介在させることなく、
半導体チップ４１３上に半導体チップ４２１、４３１をフリップチップ実装することが可
能となる。このため、半導体チップ４１３、４２１、４３１積層時の高さの増大を抑制し
つつ、実装面積を縮小することが可能となり、省スペース化の実効性を向上させることが
可能となる。
【００７３】
なお、半導体チップ４２１、４３１をキャリア基板４１１上に実装する場合、半導体チッ
プ４２１、４３１は半導体チップ４１３上に密着していてもよいし、キャリア基板４２１
、４３１は半導体チップ４１３から離れていてもよい。また、半導体チップ４２１、４３
１をキャリア基板４１１上に実装する場合、例えば、ＡＣＦ接合やＮＣＦ接合などの接着
剤接合を用いるようにしてもよく、半田接合や合金接合などの金属接合を用いるようにし
てもよい。また、突出電極４１４、４１６、４２４、４３４としては、例えば、Ａｕバン
プ、半田材などで被覆されたＣｕバンプやＮｉバンプ、あるいは半田ボールなどを用いる
ことができる。また、半導体チップ４２１、４３１とキャリア基板４１１との間の隙間に
は、封止樹脂を充填するようにしてもよい。
【００７４】
図９は、本発明の第８実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。なお、この
第８実施形態は、スタックド構造の半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１
ｃの端部が半導体チップ５１３上にそれぞれ配置されるようにして、スタックド構造の半
導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃをキャリア基板５１１上にフリップ
チップ実装するようにしたものである。
【００７５】
図９において、キャリア基板５１１の両面にはランド５１２ａ、５１２ｃがそれぞれ形成
されるとともに、キャリア基板５１１内には内部配線５１２ｂが形成されている。そして
、キャリア基板５１１上には半導体チップ５１３がフリップチップ実装され、半導体チッ
プ５１３には、フリップチップ実装するための突出電極５１４が設けられている。そして
、半導体チップ５１３に設けられた突出電極５１４は、異方性導電シート５１５を介して
ランド５１２ｃ上にＡＣＦ接合されている。なお、半導体チップ５１３をキャリア基板５
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１１上に実装する場合、ＡＣＦ接合を用いる方法以外にも、例えば、ＮＣＦ接合などのそ
の他の接着剤接合を用いるようにしてもよく、半田接合や合金接合などの金属接合を用い
るようにしてもよい。また、キャリア基板５１１の裏面に設けられたランド５１２ａ上に
は、キャリア基板５１１をマザー基板上に実装するための突出電極５１６が設けられてい
る。
【００７６】
一方、半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃには、電極パッド５２２ａ
～５２２ｃ、５３２ａ～５３２ｃがそれぞれ設けられるとともに、各電極パッド５２２ａ
～５２２ｃ、５３２ａ～５３２ｃがそれぞれ露出するようにして、絶縁膜５２３ａ～５２
３ｃ、５３３ａ～５３３ｃがそれぞれ設けられている。そして、半導体チップ５２１ａ～
５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃには、例えば、各電極パッド５２２ａ～５２２ｃ、５３２
ａ～５３２ｃの位置に対応して、貫通孔５２４ａ～５２４ｃ、５３４ａ～５３４ｃがそれ
ぞれ形成され、各貫通孔５２４ａ～５２４ｃ、５３４ａ～５３４ｃ内には、絶縁膜５２５
ａ～５２５ｃ、５３５ａ～５３５ｃおよび導電膜５２６ａ～５２６ｃ、５３６ａ～５３６
ｃをそれぞれ介して、貫通電極５２７ａ～５２７ｃ、５３７ａ～５３７ｃがそれぞれ形成
されている。そして、貫通電極５２７ａ～５２７ｃ、５３７ａ～５３７ｃがそれぞれ形成
された半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃは、貫通電極５２７ａ～５
２７ｃ、５３７ａ～５３７ｃをそれぞれ介して積層され、半導体チップ５２１ａ～５２１
ｃ、５３１ａ～５３１ｃ間の隙間には樹脂５２８ａ、５２８ｂ、５３８ａ、５３８ｂがそ
れぞれ注入されている。
【００７７】
そして、半導体チップ５２１ａ、５３１ａにそれぞれ形成された各貫通電極５２７ａ、５
３７ａ上には、半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃの積層構造の端部
が半導体チップ５１３上にそれぞれ保持されるようにして、半導体チップ５２１ａ～５２
１ｃ、５３１ａ～５３１ｃの積層構造をそれぞれフリップチップ実装するための突出電極
５２９、５３９がそれぞれ設けられている。
【００７８】
ここで、突出電極５２９、５３９は、半導体チップ５１３の搭載領域を避けるようにして
配置することができ、例えば、突出電極５２９、５３９をコ字状にそれぞれ配列すること
ができる。そして、キャリア基板５１１上に設けられたランド５１２ｃ上に突出電極５２
９、５３９がそれぞれ接合され、タックド構造の半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３
１ａ～５３１ｃの端部が半導体チップ５１３上にそれぞれ配置されるようにして、スタッ
クド構造の半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃがキャリア基板５１１
上にそれぞれフリップチップ実装されている。
【００７９】
これにより、半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃの積層構造と半導体
チップ５１３との間にキャリア基板を介在させることなく、半導体チップ５１３上に半導
体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃの積層構造をそれぞれフリップチップ
実装することが可能となり、積層時の高さの増大を抑制しつつ、半導体チップ５１３と異
なる種類の半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃを複数積層することが
可能となる。
【００８０】
なお、半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃの積層構造をキャリア基板
５１１上に実装する場合、例えば、ＡＣＦ接合やＮＣＦ接合などの接着剤接合を用いるよ
うにしてもよく、半田接合や合金接合などの金属接合を用いるようにしてもよい。また、
突出電極５１４、５１６、５２９，５２９としては、例えば、Ａｕバンプ、半田材などで
被覆されたＣｕバンプやＮｉバンプ、あるいは半田ボールなどを用いることができる。ま
た、上述した実施形態では、半導体チップ５２１ａ～５２１ｃ、５３１ａ～５３１ｃの３
層構造をキャリア基板５１１上にそれぞれ実装する方法について説明したが、キャリア基
板５１１上に実装される半導体チップの積層構造は、２層または４層以上であってもよい
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。また、半導体チップ５２１ａ、５３１ａとキャリア基板５１１との間の隙間には、封止
樹脂を充填するようにしてもよい。
【００８１】
図１０は、本発明の第９実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。なお、こ
の第９実施形態は、複数のＷ－ＣＳＰ（ウエハレベル－チップサイズパッケージ）の端部
が半導体チップ６１３上にそれぞれ配置されるようにして、Ｗ－ＣＳＰをキャリア基板６
１１上に実装するようにしたものである。
図１０において、半導体パッケージＰＫ７１にはキャリア基板６１１が設けられ、キャリ
ア基板６１１の両面にはランド６１２ａ、６１２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャ
リア基板６１１内には内部配線６１２ｂが形成されている。そして、キャリア基板６１１
上には半導体チップ６１３がフリップチップ実装され、半導体チップ６１３には、フリッ
プチップ実装するための突出電極６１４が設けられている。そして、半導体チップ６１３
に設けられた突出電極６１４は、異方性導電シート６１５を介してランド６１２ｃ上にＡ
ＣＦ接合されている。また、キャリア基板６１１の裏面に設けられたランド６１２ａ上に
は、キャリア基板６１１をマザー基板上に実装するための突出電極６１６が設けられてい
る。
【００８２】
一方、半導体パッケージＰＫ７２、ＰＫ７３には半導体チップ６２１、６３１がそれぞれ
設けられ、各半導体チップ６２１、６３１には、電極パッド６２２、６３２がそれぞれ設
けられるとともに、各電極パッド６２２、６３２がそれぞれ露出するようにして、絶縁膜
６２３、６３３がそれぞれ設けられている。そして、各半導体チップ６２１、６３１上に
は、各電極パッド６２２、６３２がそれぞれ露出するようにして応力緩和層６２４、６３
５がそれぞれ形成され、各電極パッド６２２、６３２上には、応力緩和層６２４、６３５
上にそれぞれ延伸された再配置配線６２５、６３５がそれぞれ形成されている。そして、
各再配置配線６２５、６３５上にはソルダレジスト膜６２６、６３６がそれぞれ形成され
、各ソルダレジスト膜６２６、６３６には、各応力緩和層６２４、６３５上において再配
置配線６２５、６３５をそれぞれ露出させる開口部６２７、６３７がそれぞれ形成されて
いる。そして、各開口部６２７、６３７を介してそれぞれ露出された再配置配線６２５、
６３５上には、半導体チップ６２１、６３１の端部が半導体チップ６１３上にそれぞれ保
持されるようにして、各半導体チップ６２１、６３１をキャリア基板６１１上にそれぞれ
フェースダウン実装するための突出電極６２８、６３８がそれぞれ設けられている。
【００８３】
ここで、突出電極６２８、６３８は、半導体チップ６１３の搭載領域を避けるようにして
配置することができ、例えば、突出電極６２８、６３８をコ字状にそれぞれ配列すること
ができる。そして、キャリア基板６１１上に設けられたランド６１２ｃ上に突出電極６２
８、６３８がそれぞれ接合され、半導体チップ６２１１、６３１の端部が半導体チップ６
１３上にそれぞれ配置されるようにして、半導体パッケージＰＫ７２、ＰＫ７３がキャリ
ア基板６１１上にそれぞれ実装されている。
【００８４】
これにより、半導体チップ６１３がフリップチップ実装されたキャリア基板６１１上にＷ
－ＣＳＰを積層することができ、半導体チップ６１３、６２１、６３１の種類またはサイ
ズが異なる場合においても、半導体チップ６１３、６２１、６３１間にキャリア基板を介
在させることなく、半導体チップ６１３上に半導体チップ６２１、６３１を３次元実装す
ることが可能となる。このため、半導体チップ６１３、６２１、６３１積層時の高さの増
大を抑制しつつ、実装面積を縮小することが可能となり、省スペース化の実効性を向上さ
せることが可能となる。
【００８５】
なお、半導体パッケージＰＫ７２、ＰＫ７３をキャリア基板６１１上に実装する場合、半
導体パッケージＰＫ７２、ＰＫ７３は半導体チップ６１３上に密着していてもよいし、半
導体パッケージＰＫ７２、ＰＫ７３は半導体チップ６１３から離れていてもよい。また、



(17) JP 4110992 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

半導体パッケージＰＫ７２、ＰＫ７３をキャリア基板６１１上に実装する場合、例えば、
ＡＣＦ接合やＮＣＦ接合などの接着剤接合を用いるようにしてもよく、半田接合や合金接
合などの金属接合を用いるようにしてもよい。また、突出電極６１４、６１６、６２８、
６３８としては、例えば、Ａｕバンプ、半田材などで被覆されたＣｕバンプやＮｉバンプ
、あるいは半田ボールなどを用いることができる。
【００８６】
なお、上述した半導体装置および電子デバイスは、例えば、液晶表示装置、携帯電話、携
帯情報端末、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ＭＤ（Ｍｉｎｉ　Ｄｉｓｃ）プレーヤなど
の電子機器に適用することができ、電子機器の機能性の向上を可能としつつ、電子機器の
小型・軽量化を図ることが可能となる。
また、上述した実施形態では、半導体チップまたは半導体パッケージを実装する方法を例
にとって説明したが、本発明は、必ずしも半導体チップまたは半導体パッケージを実装す
る方法に限定されることなく、例えば、弾性表面波（ＳＡＷ）素子などのセラミック素子
、光変調器や光スイッチなどの光学素子、磁気センサやバイオセンサなどの各種センサ類
などを実装するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【図２】　第１実施形態に係る半導体装置の構成を示す平面図。
【図３】　第２実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図４】　第３実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図５】　第４実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【図６】　第５実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【図７】　第６実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【図８】　第７実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【図９】　第８実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【図１０】　第９実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【符号の説明】
１１、２１、３１、４１、５１、６１、７１、８１、９１、１１１、１２１、１３１、２
１１、２２１、２３１、３１１、３２１、３３１、４１１、５１１、６１１　キャリア基
板、１２ａ、１２ｃ、２２ａ、２２ａ´、２２ｃ、３２ａ、３２ａ´、３２ｃ、４２ａ、
４２ｂ、５２、６２、７２ａ、７２ｂ、８２、９２、１１２ａ、１１２ｂ、１２２、２１
２ａ、２１２ｂ、２２２、２３２、３１２ａ、３１２ｂ、３２２ａ、３２２ｂ、３２２ａ
、３２２ｂ、４１２ａ、４１２ｃ、５１２ａ、５１２ｃ、６１２ａ、６１２ｃ　ランド、
１２ｂ、２２ｂ、３２ｂ、４２ｂ、５２ｂ、４１２ｂ、５１２ｂ、６１２ｂ　内部配線、
１３、２３ａ～２３ｃ、３３ａ～３３ｃ、４３、７３、１１３、２１３、３１３、３２３
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