
JP 4610616 B2 2011.1.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　上面及び底面を有する基板と、
　前記基板の前記上面上に取り付けられる１組の複数のダイであって、前記上面の上方に
第１の距離まで延在する、複数のダイと、
　前記基板の前記上面上に形成される１つ又は複数の相互接続子であって、前記上面の上
方に第２の距離まで延在する、１つ又は複数の相互接続子と、
　前記基板の前記上面上に配置され、前記上面の上方に第３の距離まで延在する熱硬化性
材料の封入材料であって、前記第３の距離は前記第１の距離よりも長く、且つ前記第２の
距離よりも短く、それにより前記複数のダイが封入され、前記１つ又は複数の相互接続子
の一部が露出する、封入材料と、
　上面及び底面を有する第２の基板と
を備え、
　前記１つ又は複数の相互接続子は、それぞれはんだボールであり、
　前記第２の基板は、前記第２の基板の前記上面に取り付けられる第２の１組の１つ又は
複数のダイと、前記第２の基板の前記底面上に形成される１つ又は複数の導電性エリアと
を有し、
　前記１つ又は複数の導電性エリアはそれぞれ、前記１つ又は複数のはんだボールをリフ
ローすることにより、前記基板の前記上面上に形成される前記１つ又は複数のはんだボー
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ルのうちの対応するはんだボールと電気的に接続され、
　前記複数のダイはダイスタック型構成になるように互いに取り付けられ、最も上にある
ダイの最も上にある部分が、前記上面の上方に前記第１の距離まで延在する、
装置。
【請求項２】
　前記複数のダイは、関連付けられるワイヤを有し、前記関連付けられるワイヤは前記上
面の上方に第４の距離まで延在し、前記第４の距離は前記第３の距離よりも短く、それに
より前記関連付けられるワイヤが封入される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記複数のダイのうちの１つ又は複数のダイの前記関連付けられる前記ワイヤは、ワイ
ヤボンドを含む、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記複数のダイのうちの１つ又は複数のダイは、論理プロセッサデバイスを有する、請
求項１から３のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
　システムであって、
　第１のサブパッケージと、
　第２のサブパッケージと
を備え、
　前記第２のサブパッケージは前記第１のサブパッケージの上に積層され、且つ電気的に
接続され、
　前記第１のサブパッケージ及び前記第２のサブパッケージはそれぞれ、
　基板であって、前記基板の上面に取り付けられる複数のダイと、前記基板の前記上面上
に形成される１つ又は複数のはんだボールである相互接続子とを有する、基板と、
　前記複数のダイが封入され、前記１つ又は複数のはんだボールのそれぞれの上側部分が
露出するように、前記基板の前記上面上に配置される熱硬化性材料の封入材料と
を含み、
　前記複数のダイは、前記上面の上方に第１の距離まで延在し、
　前記相互接続子は、前記上面の上方に第２の距離まで延在し、
　前記封入材料は、前記上面の上方に第３の距離まで延在し、
　前記第３の距離は前記第１の距離よりも長く、且つ前記第２の距離よりも短く、
　前記第１のサブパッケージは、前記１つ又は複数のはんだボールをリフローすることに
より、前記第２のサブパッケージと電気的に接続され、
　前記第２のサブパッケージの前記基板は、底面上に形成される１つ又は複数の導電性エ
リアを有し、前記１つ又は複数の導電性エリアはそれぞれ、前記第１のサブパッケージの
前記基板の前記上面上に形成される前記１つ又は複数のはんだボールのうちの対応するは
んだボールに電気的に接続され、
　前記複数のダイはダイスタック型構成になるように互いに取り付けられ、最も上にある
ダイの最も上にある部分が、前記上面の上方に前記第１の距離まで延在する、
システム。
【請求項６】
　前記第２のサブパッケージの上に順に積層される１つ又は複数の付加的なサブパッケー
ジをさらに備え、
　前記１つ又は複数の付加的なサブパッケージはそれぞれ、
　基板であって、該基板の上面に取り付けられる１つ又は複数のダイと、該基板の該上面
上に形成される１つ又は複数の相互接続子とを有する、基板と、
　前記１つ又は複数のダイが封入され、前記１つ又は複数の相互接続子のそれぞれの上側
部分が露出するように、前記基板の前記上面上に配置される封入材料と
を含み、
　前記１つ又は複数の付加的なサブパッケージがそれぞれ有する前記基板は、底面上に形
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成される１つ又は複数の導電性エリアを有し、前記１つ又は複数の導電性エリアはそれぞ
れ、直ぐ下にあるサブパッケージの前記基板の前記上面上に形成される前記１つ又は複数
の相互接続子のうちの対応する相互接続子に電気的に接続される、
請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記複数のダイは関連付けられるワイヤを有し、前記関連付けられるワイヤは前記封入
材料によって完全に封入される、請求項５または６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記複数のダイのうちの１つ又は複数のダイの前記関連付けられる前記ワイヤはワイヤ
ボンドを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記熱硬化性材料はエポキシである、請求項５から８のいずれかに記載のシステム。
【請求項１０】
　前記複数のダイのうちの１つ又は複数のダイは、論理プロセッサデバイスを実装する、
請求項５から９のいずれかに記載のシステム。
【請求項１１】
　方法であって、
　基板の上面上に１つ又は複数のはんだボールである相互接続子を形成する段階であって
、前記基板の前記上面上に第１の距離まで延在する前記１つ又は複数のハンダボールを形
成する段階と、
　前記基板の前記上面に１組の１つ又は複数のダイを取り付ける段階であって、前記上面
の上方に第２の距離まで延在する前記１つ又は複数のダイを取り付ける段階と、
　前記基板上にステンシルを配置する段階と、
　前記基板の前記上面上に熱硬化性材料の封入材料を塗布し、前記封入材料が前記上面の
上方に前記第１の距離よりも短く前記第２の距離よりも長い第３の距離まで延在するよう
にする段階と、
　上面及び前記基板の上の底面を有する第２の基板を積層する段階と、
　前記基板の前記上面上に形成される前記１つ又は複数のはんだボールに対してリフロー
工程を実施する段階と
を備え、
　前記ステンシルは、前記基板の上面上に形成される前記１つ又は複数の相互接続子に対
応するパターンを有し、それにより、前記ステンシルは、前記基板の前記上面の上方に前
記第２の距離よりも長い距離まで延在する前記１つ又は複数の相互接続子のいずれかの上
に形成される封入材料の量を減らし、
　前記第２の基板を積層する段階は、前記第２の基板の前記上面に取り付けられる第２の
１組の１つ又は複数のダイと、前記第２の基板の前記底面上に形成される１つ又は複数の
導電性エリアとを有する前記第２の基板を積層し、
　前記１つ又は複数の導電性エリアはそれぞれ、前記基板の前記上面上に形成される前記
１つ又は複数のはんだボールのうちの或るはんだボールに対応しており、
　前記リフロー工程を実施する段階は、前記基板の前記上面上に形成される各はんだボー
ルと、前記第２の基板の前記底面上に形成される対応する各導電性エリアとの間に電気的
接続が形成されるように、前記１つ又は複数のはんだボールに対してリフロー工程を実施
する
方法。
【請求項１２】
　前記熱硬化性材料はエポキシである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　方法であって、
　基板の上面上に１つ又は複数のはんだボールである相互接続子を形成する段階であって
、前記基板の前記上面上に第１の距離まで延在する前記１つ又は複数のハンダボールを形
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成する段階と、
　前記基板の前記上面に１組の１つ又は複数のダイを取り付ける段階であって、前記上面
の上方に第２の距離まで延在する前記１つ又は複数のダイを取り付ける段階と、
　前記基板の前記上面上に熱硬化性材料の封入材料を塗布し、前記封入材料が前記上面の
上方に前記第１の距離よりも短く前記第２の距離よりも長い第３の距離まで延在するよう
にする段階と、
　上面及び前記基板の上の底面を有する第２の基板を積層する段階と、
　前記基板の前記上面上に形成される前記１つ又は複数のはんだボールに対してリフロー
工程を実施する段階と
を備え、
　前記第２の基板を積層する段階は、前記第２の基板の前記上面に取り付けられる第２の
１組の１つ又は複数のダイと、前記第２の基板の前記底面上に形成される１つ又は複数の
導電性エリアとを有する前記第２の基板を積層し、
　前記１つ又は複数の導電性エリアはそれぞれ、前記基板の前記上面上に形成される前記
１つ又は複数のはんだボールのうちの或るはんだボールに対応しており、
　前記リフロー工程を実施する段階は、前記基板の前記上面上に形成される各はんだボー
ルと、前記第２の基板の前記底面上に形成される対応する各導電性エリアとの間に電気的
接続が形成されるように、前記１つ又は複数のはんだボールに対してリフロー工程を実施
し、
　前記熱硬化性材料はエポキシであり、
　前記方法は、
　前記基板の前記上面に前記エポキシを塗布する前に、前記エポキシの粘度を低減する段
階
をさらに備える方法。
【請求項１４】
　前記封入材料を塗布する前に前記基板上にステンシルを配置する段階
をさらに備え、
　前記ステンシルは、前記基板の上面上に形成される前記１つ又は複数の相互接続子に対
応するパターンを有し、それにより、前記ステンシルは、前記基板の前記上面の上方に前
記第２の距離よりも長い距離まで延在する前記１つ又は複数の相互接続子のいずれかの上
に形成される封入材料の量を減らす、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記エポキシの粘度を低減する段階は、前記エポキシに溶媒を加える段階を含む、請求
項１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記封入材料上にスクィージを当てて、前記基板の前記上面の上方に前記第２の距離よ
りも長い距離まで延在する前記１つ又は複数の相互接続子のいずれかの上に形成される封
入材料の量を減らす段階をさらに備える、請求項１１から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　方法であって、
　基板の上面上に１つ又は複数のはんだボールである相互接続子を形成する段階であって
、前記基板の前記上面上に第１の距離まで延在する前記１つ又は複数のハンダボールを形
成する段階と、
　前記基板の前記上面に１組の１つ又は複数のダイを取り付ける段階であって、前記上面
の上方に第２の距離まで延在する前記１つ又は複数のダイを取り付ける段階と、
　前記基板の前記上面上に熱硬化性材料の封入材料を塗布し、前記封入材料が前記上面の
上方に前記第１の距離よりも短く前記第２の距離よりも長い第３の距離まで延在するよう
にする段階と、
　前記封入材料上にスクィージを当てて、前記基板の前記上面の上方に前記第２の距離よ
りも長い距離まで延在する前記１つ又は複数の相互接続子のいずれかの上に形成される封
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入材料の量を減らす段階と、
　上面及び前記基板の上の底面を有する第２の基板を積層する段階と、
　前記基板の前記上面上に形成される前記１つ又は複数のはんだボールに対してリフロー
工程を実施する段階と
を備え、
　前記第２の基板を積層する段階は、前記第２の基板の前記上面に取り付けられる第２の
１組の１つ又は複数のダイと、前記第２の基板の前記底面上に形成される１つ又は複数の
導電性エリアとを有する前記第２の基板を積層し、
　前記１つ又は複数の導電性エリアはそれぞれ、前記基板の前記上面上に形成される前記
１つ又は複数のはんだボールのうちの或るはんだボールに対応しており、
　前記リフロー工程を実施する段階は、前記基板の前記上面上に形成される各はんだボー
ルと、前記第２の基板の前記底面上に形成される対応する各導電性エリアとの間に電気的
接続が形成されるように、前記１つ又は複数のはんだボールに対してリフロー工程を実施
する
方法。
【請求項１８】
　前記熱硬化性材料はエポキシである、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記１つ又は複数のダイは関連付けられるワイヤを有し、該関連付けられるワイヤは前
記封入材料によって完全に封入される、請求項１１から１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　前記１つ又は複数のダイのうちの１つ又は複数のダイの前記関連付けられるワイヤはワ
イヤボンドを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記１つ又は複数のダイのうちの１つ又は複数のダイは、論理プロセッサデバイスを実
装する、請求項１１から２０のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、包括的には集積回路デバイスの分野に関し、より具体的にはダイ
を積層してダイスタック型デバイスを形成するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコン回路基板の表面上にチップをさらに高密度にパッケージングできるなら、モジ
ュールの寸法及びコストを削減することができ、システム性能を改善することができる。
パッケージング密度を最大にする１つの実現可能な方法は、互いの上にチップを配置して
、チップスタック型デバイス又はダイスタック型デバイスと呼ばれる３次元スタックを形
成することを含む。過去数年にわたって、可能であればチップを積層するということに、
或る程度関心が持たれてきた。そのようなチップ積層方式は、ワイヤボンディングを容易
にするためにサイズが徐々に小さくなっていく複数のチップを積層すること、或いはスペ
ーサを用いて、又はべべリング技法を利用して、又は上側ダイのために「Ｔカット」ダイ
を用いて、複数の同じサイズのチップを積層することを含む。その動向は、より多くのダ
イを積層すること、すなわち、典型的な今日のデバイスにおける２～４個のダイを積層す
ることから、近い将来には６～８個、そしてさらに多くのダイを積層することへと向かっ
ているので、問題が生じる。
【０００３】
　たとえば、サイズが徐々に小さくなるダイ方式の場合に、最終的には１つの点に達し、
上側ダイのサイズが実効的ではなくなる。べべリング加工又はＴカットダイ方式の場合、
スタック内の下側ダイと上側ダイとの間のサイズの差には制限がある（すなわち、オーバ
ーハングが大きくなると、処理するのが難しくなり、結果として、ダイスタック型デバイ
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スの安定性が劣化する）。
【０００４】
　さらに、これらの方式はそれぞれ、歩留まり損が増加するという問題を引き起こす。積
層されるダイの数が増えると、歩留まり損が増加する。ダイスタック型デバイスは、完成
するまで、完全にはテストされない。温度テスト及び他の許容範囲のテストは、積層する
前に、ダイレベルにおいてダイ毎に完了することはできるが、そのようなテストは、ダイ
スタック型デバイスのための機能全体を指示しない。積層されるダイのうちの１つが論理
プロセッサデバイスを実装する場合には特に、デバイス全体の電気的接続の全てが完成す
る前に、急いでテストをしても信頼性がない。
【０００５】
　積層の制約及び歩留まり損の問題に対処するために、積層されたダイのサブパッケージ
ングという概念が導入されている。そのような方式では、それぞれがダイスタック型デバ
イスを含む、複数のサブパッケージが製造され、テストされる。テストに成功すると、２
つ以上のサブパッケージが積層され、電気的に接続されて、ダイスタック型デバイスが形
成される。
【０００６】
　図１は、従来技術による、積層されたサブパッケージから構成されるダイスタック型デ
バイスを示す。図１に示されるダイスタック型デバイス１００は、３つのサブパッケージ
１０５ａ、１０５ｂ及び１０５ｃを含み、それらのサブパッケージは、パッケージ１０５
ｂ及び１０５ｃのようなダイスタック型パッケージにすることができる。パッケージ１０
５ａは、基板１１０ａを含み、基板１１０ａの下側表面１１１上に導電性ボール１２０（
たとえば、ボールグリッドアレイ（ＢＧＡ））が形成されている。導電性ボール１２０は
、基板１１０ａとマザーボード（図示せず）とを電気的に接続するためのものである。ダ
イ１３０ａが、基板１１０ａの上側表面１１２上に配置される。
【０００７】
　パッケージ１０５ｂは、ダイ１３０ｂの上にダイ１３０ｃが積層されているダイスタッ
ク型デバイスを含む。パッケージ１０５ｃは、図に示されるように、ダイ１３０ｄ～１３
０ｆが次々に積層されているダイスタック型デバイスを含む。ダイ１３０ａ、１３０ｂ、
１３０ｃ及び１３０ｄ～１３０ｆは全て、それぞれの基板１１０ａ～１１０ｃに、又は互
いに、ワイヤボンド１４０で電気的に接続される。サブパッケージ毎のワイヤボンド１４
０は典型的には、サブパッケージを積層する前に保護のために成形材料１４５で覆われる
。サブパッケージは、相互接続子１５０で互いに電気的に接続され、相互接続子には、サ
ブパッケージ間の銅ジョイントを用いることができる。
【０００８】
　ダイスタック型デバイス１００は、スタックの制約及び歩留まり損という不都合に或る
程度対処するが、それでも不都合なことがある。たとえば、サブパッケージ間の接続用ジ
ョイントを形成する銅挿入物は、余分な空間を必要とする。すなわち、サブパッケージ間
の相互接続子１５０は、それらが成形材料１４５によって覆われないように、ワイヤボン
ド１４０から多少なりとも離されなければならない。これにより、ダイスタック型デバイ
スのサイズが大きくなる。また、銅挿入物を形成するには、さらに別の工程（たとえば、
ドリル加工）が必要になり、それは、コストを増し、実用的には、各パッケージの構成を
標準的な形状及びサイズに制限する。図１Ａは、図１を参照して先に説明されたダイスタ
ック型デバイス１００のためのサブパッケージの平面図である。図１Ａに示されるように
、サブパッケージを接続するために用いられる銅挿入物１５０はキャリア１５５を有する
。キャリアは、ワイヤボンド１４０を配置することができる基板１１０ａ上のエリアの外
側に及ぶ。所与のサイズの場合に、ダイ１３０ａ、基板１１０ａ、それゆえサブパッケー
ジ１０５ａは、キャリア１５５を収容するだけの十分な大きさにする必要がある。
【発明の開示】
【０００９】
　本発明は、本発明の実施形態を例示するために用いられる、以下に記載される説明及び
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添付の図面を参照することにより、最もよく理解することができる。
【発明を実施するための最良の手段】
【００１０】
　以下に記載される説明では、数多くの具体的な詳細が述べられる。しかしながら、これ
らの具体的な詳細を用いることなく、本発明の実施形態を実施できることは理解されたい
。他の事例では、本発明の説明の理解を曖昧にしないようにするために、よく知られてい
る回路、構造及び技法は詳細には示されていない。
【００１１】
　本明細書全体を通して、「１つの実施形態」又は「或る実施形態」を参照することは、
その実施形態に関連して説明される特定のフィーチャ、構造又は特徴が、本発明の少なく
とも１つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、本明細書全体を通して種々
の場所において「１つの実施形態において」又は「或る実施形態において」という言い回
しが現われても、必ずしも全てが同じ実施形態を参照しているとは限らない。さらに、特
定のフィーチャ、構造又は特徴は、１つ又は複数の実施形態の中で、任意の適当な方法で
組み合わせることができる。
【００１２】
　さらに、発明の態様は、ただ１つの開示される実施形態の全ての特徴よりも少ない特徴
の中にある。したがって、添付の特許請求の範囲の複数の請求項が、詳細な説明の中で明
確に援用されており、各請求項がそのまま、本発明の個別の実施形態になっている。
【００１３】
　図２は、本発明の一実施形態による、サブパッケージのための基板の平面図及び側面図
を示す。基板２１０は、相互接続子２４０と、サブパッケージ相互接続子２５０とを有し
、サブパッケージ相互接続子として、たとえば導電性金属ボールを用いることができ、そ
れを用いて、スタック型サブパッケージ構成のサブパッケージを、その上にある別のサブ
パッケージに電気的に接続することができる。サブパッケージ相互接続子２５０は、典型
的には、面実装パッケージングの場合のダイの底側で用いられるＢＧＡと同じにすること
ができる。本発明の一実施形態によれば、サブパッケージ相互接続子は、基板の上側（ダ
イ側）上に形成される。サブパッケージ相互接続子２５０は離れており、それゆえ、サブ
パッケージ相互接続子２５０付近、及びサブパッケージ相互接続子間で、ワイヤボンディ
ングを実施することができる。一実施形態の場合、サブパッケージ間を相互接続すること
になるサブパッケージ相互接続子２５０を形成する前に、サブパッケージ相互接続子が配
置されることになる場所まで、ワイヤボンドを形成することができる。サブパッケージ相
互接続子は、相互接続子２４０を通して、ダイ２３０に電気的に接続される。基板の底側
は、下にあるサブパッケージに電気的に接続するための従来のＢＧＡ又は金属ランドを有
することができる。
【００１４】
　図３Ａ～図３Ｄは、本発明の一実施形態による、サブパッケージを製造するための工程
を示す。図３Ａに示されるように、基板３１０は、ダイアタッチ及びワイヤボンディング
、又はフリップチップアタッチのためのフィーチャを有する従来の基板である。基板３１
０の底面３１１は、図１を参照して先に説明されたような導電性金属ボール３２０を有す
る。基板３１０は、その上面３１２上にサブパッケージ相互接続子３５０を形成される。
サブパッケージ相互接続子３５０は、基板３１０の周辺部付近に形成される金属パッド（
図示せず）に接着される。サブパッケージ相互接続子３５０には導電性金属ボールを用い
ることができ、導電性金属ボールははんだから形成することができ、はんだとして鉛／ス
ズ合金を用いることができる。別の実施形態では、サブパッケージ相互接続子３５０は、
銅又は他の適当な導電性金属から形成することができる。そのような実施形態の場合、サ
ブパッケージ相互接続子３５０は、従来のＢＧＡボールアタッチ法に類似の工程を用いて
接着することができる。
【００１５】
　本発明の一実施形態の場合、基板３１０の上面３１２上にサブパッケージ相互接続子３
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５０を形成した後に、基板３１０に集積回路チップ（ダイ）が取り付けられる。本発明の
一実施形態によれば、ダイは、種々のタイプのメモリデバイス又は論理プロセッサデバイ
スを実装することができる。ダイとして１つのダイ、又はダイスタック型構成の複数のダ
イを用いることができ、そのダイは、従来のダイアタッチ法及び材料を用いて、基板３１
０に、及び互いに接着される。図３Ｂに示されるように、ダイ３３０ａは、基板３１０の
上面３１２に接着され、ダイ３３０ｂは、ダイ３３０ａの上に積層され、接着される。各
ダイは、従来の方法（たとえば、ワイヤボンディング又はフリップチップアタッチメント
）を用いて、基板に、及び互いに電気的に接続することができる。サブパッケージ相互接
続子３５０は、上面３１２の上方に、ダイスタックよりも長い距離にわたって延在する。
【００１６】
　図３Ｃに示されるように、取り付けられたダイ又はダイスタックはその後、サブパッケ
ージ相互接続子３５０の上側部分３５１を露出したまま、ダイ、及びもしあるなら関連す
るワイヤ（たとえば、ワイヤボンド）を保護するために封入される。封入材料は、ダイス
タックよりも高いが、サブパッケージ相互接続子３５０ほどは高くない上側表面３１２の
上方まで延在する。本発明の一実施形態の場合、封入材料３４５は、エポキシ又はポリマ
ー樹脂のような熱硬化性材料であり、それは、ＣＴＥ、弾性率又は粘度を変更するために
、種々の量（たとえば、重量比で０～８０％）のシリカ又は他の無機粒子を含むことがで
きる。本発明の一実施形態の場合、そのような熱硬化性材料は、後のリフロー工程におい
てフラクシング能力を与えるために、フラックスを含むことができる。本発明の一実施形
態の場合、図３Ｃに示されるようにダイスタックを封入することは、後にさらに詳細に説
明されるステンシル印刷工程を通して達成される。
【００１７】
　図３Ｄに示されるように、封入材料３４５は、サブパッケージ相互接続子３５０全体を
包み込むことができる。そのサブパッケージがスタック型サブパッケージデバイスの最も
上にあるサブパッケージである場合、サブパッケージ相互接続子３５０は、封入されたま
まにすることができる。サブパッケージ相互接続子を用いて、そのサブパッケージを、ス
タック型サブパッケージ構成内のその上にある別のサブパッケージに電気的に接続するこ
とになる場合、サブパッケージ相互接続子３５０の上側部分は、研削又はレーザドリリン
グのような既知の方法を用いて露出させることができる。
【００１８】
　別のサブパッケージの上に積層されることになるサブパッケージは、ＢＧＡのような導
電性金属ボールを備えなくてもよく、それらのサブパッケージが積層されるサブパッケー
ジのサブパッケージ相互接続子に対応するランドパッド３２１を備えてもよい。
【００１９】
　　［封入］
　本発明の一実施形態の場合、サブパッケージのダイの封入は、ステンシル印刷工程を用
いて達成される。封入材料の高さ範囲は、加工性、封入性能、及び熱機械特性を改善する
ためにステンシル印刷工程及び材料選択を最適化することによって制御される。図４は、
本発明の一実施形態による、サブパッケージ相互接続子の上側部分を露出したまま、サブ
パッケージのダイを封入するための工程を示す。図４に示される工程４００は、ステンシ
ルが設けられ、基板上に配置される動作４０５において開始する。ステンシルとして薄い
ニッケル板を用いることができ、それをパターニングして、各サブパッケージ相互接続子
の上側部分が或る程度まで覆われる。
【００２０】
　動作４１０では、ステンシル印刷可能な封入材料が与えられる。典型的な封入材料はス
テンシル印刷できないが、その粘度を下げること、たとえば、封入材料に対して溶媒を加
えることによって、ステンシル印刷可能にすることができる。
【００２１】
　動作４１５では、ステンシル印刷可能な封入材料が塗布され、ダイが封入される。封入
材料の量は、各サブパッケージ相互接続子の上側部分を露出したままにしながら、ダイ（
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たとえば、ダイスタック）及び関連するワイヤが完全に封入されるように制御される。サ
ブパッケージ相互接続子の下側部分も封入される。実際には、封入材料の或る部分はサブ
パッケージ相互接続子の上側部分に残ることもあるが、低粘度の封入材料は、そのように
残る封入材料の量を減らすのを助ける。
【００２２】
　動作４２０では、溶媒を除去する（すなわち、動作４１０において加えられる溶媒の或
る量又は全てを蒸発させる）ために、基板を高温に晒すことができる。本発明の一実施形
態の場合、基板は、約１００℃の温度に、約２時間にわたって晒される。そのような蒸発
工程のための温度及び時間は、蒸発させるべき溶媒の量に応じて変更することができる。
溶媒が除去されない場合に硬化／リフロー中に形成される場合がある空隙を減らすために
、ステンシル印刷工程を促進する溶媒は、リフロー前にできる限り除去される。溶媒を除
去することにより、塗布される封入材料の粘度が高くなる。本発明の一実施形態の場合、
加熱乾燥した後に、後にさらに十分に説明される後続のリフロー中に、封入材料が硬化（
架橋）する。本発明の一実施形態の場合、そのような硬化は、はんだリフローと同時に達
成される。本発明の一実施形態の場合、封入材料が硬化する動態は、ジョイント形成を妨
害するのを抑えるために、特に調整される。
【００２３】
　　［リフロー］
　本発明の一実施形態によれば、２つ以上のサブパッケージを相互接続して、スタック型
サブパッケージデバイスが形成される。サブパッケージは、最も上にあるサブパッケージ
の底側にあるランドパッド又は導電性金属ボールが、スタック内でその下にあるサブパッ
ケージの露出したサブパッケージ相互接続子に対応するように、別のサブパッケージ上に
積層される。その後、サブパッケージ間を相互接続するために、リフロー工程、又は他の
従来の面実装工程が実施される。リフロー中に、温度が高くなることに起因して、封入材
料の粘度が下がる。上側サブパッケージのランドパッドと、下側サブパッケージのサブパ
ッケージ相互接続子との間には濡れ力があるので、サブパッケージ相互接続子の表面上に
残される封入材料は押し出されて、サブパッケージ間の相互接続を適当に形成できるよう
になる。
【００２４】
　図５は、本発明の一実施形態による、積層されたサブパッケージから構成されるダイス
タック型デバイスを示す。図５に示されるダイスタック型デバイス５００は、３つのサブ
パッケージ５０５ａ、５０５ｂ及び５０５ｃを含み、それらのサブパッケージは、本発明
の一実施形態に従って形成されるダイスタック型サブパッケージにすることができる。サ
ブパッケージ５０５ａは、導電性ボール５２０を有する基板５１０ａを含む。サブパッケ
ージ５０５ａは、封入材料５４５ａで封入されるダイ５３０ａ及び５３０ｂを有する。サ
ブパッケージ相互接続子５５０ａの上側部分５５１ａは露出し、サブパッケージ５０５ｂ
の底側に形成されるランドパッド５２１ｂとの相互接続を形成する。サブパッケージ５０
５ｂは、基板５１０ｂに取り付けられ、封入材料５４５ｂで封入されるダイ５３０ｃ及び
５３０ｄを有する。サブパッケージ相互接続子５５０ｂの上側部分５５１ｂは露出し、サ
ブパッケージ５０５ｃの底側に形成されるランドパッド５２１ｃとの相互接続を形成する
。サブパッケージ５０５ｃは、基板５１０ｃに取り付けられ、封入材料５４５ｃで封入さ
れるダイ５３０ｅ及び５３０ｆを有する。サブパッケージ相互接続子５５０ｃ全体が同じ
ように封入される。ダイスタック型デバイス５００は、各スタック型サブパッケージがダ
イスタック型デバイス５００を構成する場合の例示である。ダイスタック型デバイスは、
任意の適当な数のスタック型サブパッケージを有することができ、各サブパッケージは１
つのダイ、又は任意の数の積層されたダイを有することができる。
【００２５】
　　［全体的な事柄］
　本発明の実施形態は、積層されたサブパッケージ構成を有するダイスタック型デバイス
を製造するための方法及び装置を提供する。具体的なフィーチャ又は工程を含む、本発明
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を変更することができる。たとえば、サブパッケージ相互接続子は、全体として導電性金
属ボールとして説明されるが、本発明の別の実施形態によれば、任意の適当な材料又は形
状を用いることができる。
【００２６】
　本発明の一実施形態は、種々の動作を有する工程として記述されている。そのような動
作は例示であり、その最も基本的な形で記述されるかもしれないが、種々の実施形態によ
れば、本発明の基本的な範囲から逸脱することなく、その工程に動作を追加することがで
きるか、その工程から動作を削除することができるか、動作そのものを変更することがで
きる。たとえば、図４を参照して説明される工程４００では、サブパッケージ相互接続子
を覆う動作を省くことができる。そのような工程の場合、サブパッケージ相互接続子の上
側部分は、塗布された封入材料の表面にわたってスクィージを使って封入材料を掻き取っ
てサブパッケージ相互接続子を露出させることによって、サブパッケージ相互接続子を露
出させることができる。そのような実施形態の場合、サブパッケージ相互接続子の表面上
に残される限られた量の封入材料は、封入材料の粘度が高くなること、及びサブパッケー
ジ相互接続子と、接続用サブパッケージの対応するランドパッドとの間の濡れに起因して
、リフロー中にその表面から流れ落ちるであろう。こうして、残留する封入材料があって
も、相互接続を適当に形成するのを妨げない。
【００２７】
　本発明の一実施形態では、リフロー前に、より良好に接続を形成し、熱エネルギーを散
逸するために、ノーフローアンダーフィル材料を塗布することができる。本発明の別の実
施形態では、サブパッケージが接続された後に、アンダーフィル材料を塗布することがで
きる。
【００２８】
　本発明は、いくつかの実施形態に関して説明されてきたが、本発明が、説明された実施
形態に限定されるのではなく、添付の特許請求の範囲の精神及び範囲内で変更及び改変し
て実施することができることは、当業者には理解されよう。それゆえ、その説明は、限定
ではなく、例示であると見なされるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】従来技術による、積層されたサブパッケージから構成されるダイスタック型デバ
イスを示す図である。
【図１Ａ】従来技術による、ダイスタック型デバイスのためのサブパッケージの平面図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態による、サブパッケージのための基板の平面図及び側面図で
ある。
【図３Ａ】本発明の一実施形態による、サブパッケージを製造するための工程を示す図で
ある。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態による、サブパッケージを製造するための工程を示す図で
ある。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態による、サブパッケージを製造するための工程を示す図で
ある。
【図３Ｄ】本発明の一実施形態による、サブパッケージを製造するための工程を示す図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態による、サブパッケージ相互接続子の上側部分を露出させた
まま、サブパッケージのダイを封入するための工程を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による、積層されたサブパッケージから構成されるダイスタ
ック型デバイスを示す図である。
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【図１】

【図１Ａ】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図４】

【図５】
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