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(57)【要約】
【課題】信頼性が高く、かつ薄型で小型の半導体装置を
提供する。
【解決手段】半導体装置１０は、所定パターンの配線１
４，１５を有する配線基板１１と、配線基板１１上に搭
載されかつ電極がワイヤ２１，２４を介して配線基板１
１の配線１４に電気的に接続される半導体チップ１９，
２３と、配線基板１１の一部の上に形成され、半導体チ
ップ１９，２３及びワイヤ２１，２４を覆う絶縁性樹脂
からなる第１の封止体２５と、第１の封止体２５の上面
の上に設けられた複数の連結用接続パッド２７と、配線
基板１１の半導体チップ１９，２３が搭載されている面
から第１の封止体２５の側面を介して第１の封止体２５
の上面まで延在し、配線基板１１の配線１４と複数の連
結用接続パッド２７とを電気的に接続する複数の連結用
配線２６と、複数の連結用配線２６を覆う絶縁性樹脂か
らなる第２の封止体２８と、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定パターンの配線を有する配線基板と、
　前記配線基板上に搭載されかつ電極が接続手段を介して前記配線基板の前記配線に電気
的に接続される少なくとも１つの半導体チップと、
　前記配線基板の一部の上に形成され、前記半導体チップ及び前記接続手段を覆う絶縁性
樹脂からなる第１の封止体であって、前記半導体チップの上方に形成される上面と、該上
面から前記配線基板の前記半導体チップが搭載されている面に至る側面とを有する第１の
封止体と、
　前記第１の封止体の前記上面の上に設けられた複数の連結用端子と、
　前記配線基板の前記半導体チップが搭載されている面から前記第１の封止体の前記側面
を介して前記上面まで延在し、前記配線基板の前記配線と前記複数の連結用端子とを電気
的に接続する複数の連結用配線と、
　前記複数の連結用配線を覆う絶縁性樹脂からなる第２の封止体と、
　を有する半導体装置。
【請求項２】
　前記第２の封止体は前記複数の連結用端子の周囲をさらに覆っている、請求項１に記載
の半導体装置。
【請求項３】
　所定パターンの配線を有する配線基板の上に少なくとも１つの半導体チップを搭載する
工程と、
　前記半導体チップの電極を接続手段を介して前記配線基板の前記配線に電気的に接続す
る工程と、
　前記配線基板の一部の上に、前記配線の一部を露出させた状態で、前記半導体チップ及
び前記接続手段を覆い、かつ前記半導体チップの上方に形成される上面と、該上面から前
記配線基板の前記半導体チップが搭載されている面に至る側面とを有する絶縁性樹脂から
なる第１の封止体を形成する工程と、
　前記第１の封止体の前記上面の上に複数の連結用端子を設ける工程と、
　前記配線基板の前記半導体チップが搭載されている面から前記第１の封止体の前記側面
を介して前記上面まで延在し、前記配線基板の前記配線と前記複数の連結用端子とを電気
的に接続する複数の連結用配線を設ける工程と、
　前記複数の連結用配線を覆う絶縁性樹脂からなる第２の封止体を形成する工程と、
　を有する半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第２の封止体を形成する工程は、前記絶縁性樹脂を前記複数の連結用端子の周囲も
覆うように配置することを含む、請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記複数の連結用端子の上に所定の厚さを有する複数の金属層を形成する工程をさらに
有し、
　前記第２の封止体を形成する工程は、前記複数の金属層に金型を当接させ、前記配線基
板と前記金型との間に形成された空間内に前記絶縁性樹脂を充填することにより、前記複
数の連結用配線及び前記複数の連結用端子の周囲を覆う前記第２の封止体を形成すること
を含む、請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記複数の連結用端子の上にボール状の複数の接続部を形成する工程をさらに有し、
　前記第２の封止体を形成する工程は、前記配線基板の前記半導体チップが搭載されてい
る面の上に、前記複数の連結用配線、前記第１の封止体および前記複数の接続部を完全に
覆うように絶縁性樹脂を形成してこれを硬化させた後、該絶縁性樹脂の上面を前記複数の
接続部が露出するまで研磨することを含む、請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置およびその製造方法に関するものであり、特に、半導体装置の上に
半導体装置が重ねて積層される積層型の半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の集積度向上及び小型・軽量化を図るためのパッケージ構造として、ＢＧＡ
（Ball Grid Array）構造あるいはＬＧＡ（Land Grid Array）と呼称される表面実装型の
半導体装置が知られている。これらの半導体装置は、配線基板上に半導体素子（半導体チ
ップ）を固定し、かつ半導体チップの電極と配線基板の配線で形成される接続パッドとを
導電性のワイヤ（接続手段）で接続し、かつ半導体チップ及びワイヤ等を絶縁性の樹脂か
らなる封止体で覆った構造になっている。また、生産性を向上させるために、いわゆる一
括モールド方法を採用した製造方法も採用されている。この製造方法では、半導体装置を
製造する製品形成部を縦横に配列した配線母基板が準備される。その後、各製品形成部に
半導体チップを固定し、かつワイヤの接続を行い、さらに絶縁性樹脂で配線母基板全体を
覆い、ついで配線母基板を樹脂毎縦横に切断して複数の半導体装置を製造する。
【０００３】
　一方、半導体装置の集積度及び小型化の向上を図る一つの方法として、ＩＣ等が形成さ
れた半導体チップを積層したり、あるいはパッケージされた半導体装置を積層する手法等
が採用されている（例えば、特許文献１，２）。
【特許文献１】特開２００４－１７２１５７号公報
【特許文献２】特開２００４－２７３９３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に良く知られた半導体装置として、樹脂封止型の半導体装置がある。この半導体装
置は、下面に外部電極端子を有する配線基板の上面に半導体チップを搭載するとともに、
半導体チップの電極を配線基板の配線に接続手段を介して電気的に接続し、かつ半導体チ
ップ及び接続手段を絶縁性樹脂からなる封止体（パッケージ）で覆った構造になっている
。このような半導体装置を積層する場合、例えば、封止体の外側に配線の一部を露出させ
る配線基板の外周部分を突出させ、この露出する配線部分に積層する半導体装置（上段の
半導体装置）の外部電極端子（半田バンプ）を接続して積層型半導体装置を製造する方法
が考えられる。
【０００５】
　このような構造では、下段の半導体装置のパッケージに半導体チップを２段積層配置す
る構造では、パッケージが高くなる。そのため、１個の半田ボールで形成するバンプ電極
では、高さが足りなくなり、中段に積層用の基板を配置し、この基板の上下に半田ボール
を取り付けて上下の半導体装置を電気的に接続する方法が考えられる。
【０００６】
　しかし、このような構造の積層型半導体装置では、積層型半導体装置の高さが高くなり
、積層型半導体装置の薄型化が図り難くなる。また、パッケージの外側にバンプ電極を接
続するための配線基板部分が必要となり、積層型半導体装置の小型化が図り難くなる。
【０００７】
　また、本願の出願時には公知ではないが、本発明者らによって検討されたパッケージ・
オン・パッケージの積層型半導体装置が特願２００６－１１３５２９号に開示されている
。その概要は、所定パターンの配線を有する配線基板と、配線基板に搭載されかつ電極が
接続手段を介して配線基板の配線に電気的に接続される少なくとも一つの半導体チップと
、配線基板に形成されかつ半導体チップ及び接続手段を覆う絶縁性樹脂からなる封止体と
、封止体の上面に設けた複数のランドと、配線基板の配線パターンから封止体の側面及び
上面まで延在し、かつランド部に電気的に接続される連結用配線とから下側の半導体装置
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を構成し、封止体の上面に設けた複数のランドに上側の半導体装置の外部端子を搭載する
ことで、積層型半導体装置を構成するものである。
【０００８】
　このような積層型半導体装置においては、封止部に設けた連結用配線が露出した構成と
なっており、選別工程や実装基板への搭載工程で、半導体装置をハンドリングする際に連
結用配線に接触してしまい、連結用配線が破損または断線してしまう恐れがある。また、
上記工程において、異物等が積層型半導体装置の連結用配線上に付着した場合には、連結
用配線がショートしてしまう恐れもある。さらに、積層型半導体装置を実装基板へ搭載し
、電子装置に組み込んだ後でも、連結用配線が露出しているため、連結用配線のショート
が発生する恐れがある。
【０００９】
　さらに、この積層型半導体装置は、封止部上に連結用配線を露出して形成しているため
、携帯電話等の小型モバイル機器等に搭載された場合には、落下等の衝撃によって封止部
からランドや連結用配線が剥がれてしまう恐れもあり、接続強度面でも問題となる可能性
がある。そのため、積層型半導体装置の信頼性を十分に確保できない可能性がある。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、信頼性が高く、かつ薄型の半導体装置およびその製造方法を
提供することにある。
【００１１】
　また、本発明の他の目的は、信頼性が高く、かつ小型の半導体装置およびその製造方法
を提供することにある。
【００１２】
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面
からあきらかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明の半導体装置は、所定パターンの配線を有する配線基
板と、前記配線基板上に搭載されかつ電極が接続手段を介して前記配線基板の前記配線に
電気的に接続される少なくとも１つの半導体チップと、前記配線基板の一部の上に形成さ
れ、前記半導体チップ及び前記接続手段を覆う絶縁性樹脂からなる第１の封止体であって
、前記半導体チップの上方に形成される上面と、該上面から前記配線基板の前記半導体チ
ップが搭載されている面に至る側面とを有する第１の封止体と、前記第１の封止体の前記
上面の上に設けられた複数の連結用端子と、前記配線基板の前記半導体チップが搭載され
ている面から前記第１の封止体の前記側面を介して前記上面まで延在し、前記配線基板の
前記配線と前記複数の連結用端子とを電気的に接続する複数の連結用配線と、前記複数の
連結用配線を覆う絶縁性樹脂からなる第２の封止体と、を有する。
【００１４】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、所定パターンの配線を有する配線基板の上に
少なくとも１つの半導体チップを搭載する工程と、前記半導体チップの電極を接続手段を
介して前記配線基板の前記配線に電気的に接続する工程と、前記配線基板の一部の上に、
前記配線の一部を露出させた状態で、前記半導体チップ及び前記接続手段を覆い、かつ前
記半導体チップの上方に形成される上面と、該上面から前記配線基板の前記半導体チップ
が搭載されている面に至る側面とを有する絶縁性樹脂からなる第１の封止体を形成する工
程と、前記第１の封止体の前記上面の上に複数の連結用端子を設ける工程と、前記配線基
板の前記半導体チップが搭載されている面から前記第１の封止体の前記側面を介して前記
上面まで延在し、前記配線基板の前記配線と前記複数の連結用端子とを電気的に接続する
複数の連結用配線を設ける工程と、前記複数の連結用配線を覆う絶縁性樹脂からなる第２
の封止体を形成する工程と、を有する。
【発明の効果】
【００１５】
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　本発明によれば、信頼性が高く、かつ薄型で小型の半導体装置およびその製造方法を提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
　［第１の実施例］
　図１乃至図１５は本発明の第１の実施例の半導体装置及びその製造方法に係わる図であ
る。そのうちの図１乃至図６は半導体装置の構造に係わる図であり、図７乃至図１５は半
導体装置の製造方法に係わる図である。
【００１８】
　積層型半導体装置は複数の半導体装置を多段に積層した半導体装置である。本実施例で
は積層型半導体装置の下側の半導体装置について説明する。
【００１９】
　本実施例における積層型半導体装置１は、図１及び図２に示すように、下段の半導体装
置１０と、この下段の半導体装置１０上に積層される上段の半導体装置４０とを有してい
る。下段の半導体装置１０は、各種電子装置の実装基板（配線基板）に実装される外部電
極端子を下面に有し、上段の半導体装置４０の下面の外部電極端子が接続される端子を上
面に有する構造となる。この構造の半導体装置を、説明の便宜上第１の半導体装置１０と
も呼称する。また、上段の半導体装置４０は、外部に露出して設けられる端子は下面の外
部電極端子だけである。この構造の半導体装置を、説明の便宜上第２の半導体装置４０と
呼称する。
【００２０】
　下段の半導体装置（第１の半導体装置）１０は、図３乃至図４に示すように、外観的に
は四角形の配線基板１１と、この配線基板１１の第１の面（上面）に封止体１２と、配線
基板１１の第１の面の反対面となる第２の面（図４では下面）に形成された複数の電極（
外部電極端子）１３とで構成されている。外部電極端子１３は、図１及び図２に示すよう
に、四角形の配線基板１１の各辺に沿って４列に設けられている。
【００２１】
　配線基板１１は、例えば、厚さ０．２５ｍｍのガラス・エポキシ樹脂配線基板からなり
、図４に示すように、第１の面及び第２の面に所定パターンの配線１４，１５を有してい
る。これら配線１４，１５は、配線基板１１の上下面間を貫通する配線１６で接続されて
いる。配線基板１１の第１の面及び第２の面には、図示しないが、選択的に絶縁膜（ソル
ダーレジスト膜）が設けられている。従って、配線基板１１の第１の面及び第２の面には
部分的に配線１４，１５が露出するようになる。第１の面に露出する配線１４は接続パッ
ド１７となり、第２の面に露出する配線１５は電極（外部電極端子）１３を形成するため
の端子形成パッド１８となる。
【００２２】
　配線基板１１の第１の面には第１の半導体チップ１９が搭載される。第１の半導体チッ
プ１９は第１の面及び第１の面の反対面となる第２の面を有し、第２の面が配線基板１１
に絶縁性の接着材２０を介して固定される。第１の半導体チップ１９の第１の面には電極
が複数設けられている。これら電極は四角形の第１の半導体チップ１９の各辺の近傍に各
辺に沿って設けられている。これら電極は導電性のワイヤ２１によって一部の接続パッド
１７に電気的に接続されている。
【００２３】
　また、第１の半導体チップ１９の第１の面には絶縁性の接着剤２２を介して第２の半導
体チップ２３が固定される。第２の半導体チップ２３は第１の面及び第１の面の反対面と
なる第２の面を有し、第２の半導体チップ２３の第２の面が第１の半導体チップ１９に接
続される。第２の半導体チップ１９の第１の面（上面）には電極が複数設けられている。
これら電極は四角形の第２の半導体チップ２３の各辺の近傍に各辺に沿って設けられてい
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る。これら電極は導電性のワイヤ２４によって一部の接続パッド１７に電気的に接続され
ている。
【００２４】
　封止体１２は、第１の封止体２５と第２の封止体２８とから構成される。第１の封止体
２５は、配線基板１１の第１の面（上面）に選択的に設けられ、第１の半導体チップ１９
、第２の半導体チップ２３及びワイヤ２１，２４等を覆う。本実施例では、配線基板１１
の外周部は第１の封止体２５の外周縁から外側に配線１４が突出する構造になっている。
第１の封止体２５は、トランスファモールディングによって形成される。第１の封止体２
５は、配線基板１１に相似形となる四角形の上面と、この上面の各辺に連なり、配線基板
１１の第１の面（上面）に到達する傾斜した側面とからなり、四角形台状の構造になって
いる。
【００２５】
　また、第１の封止体２５の外周縁から突出する配線基板１１部分の第１の面（上面）に
は配線１４の一部が露出するすようになっている。即ち、第１の封止体２５から外れた配
線基板１１部分には配線１４が露出している。そして、露出する配線部分には、例えば、
銅からなる連結用配線２６が重ねて形成されている。この連結用配線２６は、配線基板１
１の第１の面上から第１の封止体２５の側面を通り、第１の封止体２５の上面にまで延在
している。第１の封止体２５の上面に延在する連結用配線２６の先端部分は、図３に示す
ように、連結用接続パッド２７と呼称する円形の端子を形成している。なお、連結用接続
パッド２７は必ずしも円形でなくともよく、四角形等他の形状でもよい。
【００２６】
　そして、配線基板１１の第１の面及び第１の封止体２５上には、第２の封止体２８が設
けられている。第２の封止体２８は、配線基板１１の第１の面上から第１の封止体２５の
側面を通り、第１の封止体２５の上面に延在する連結用配線２６を覆う。第２の封止体２
８は、トランスファモールディングによって形成され、四角形状の構造になっている。尚
、第２の封止体２８は、連結用配線を覆うものであれば良く、ポッティング等で形成して
も良い。第２の封止体２８は、配線基板の第１の面と第１の封止体２５の上面を覆うが、
図４に示すように第１の封止体２５の上面に設けた連結用接続パッド２７は露出するよう
に構成されている。このように露出された連結用接続パッド２７上に上段の半導体装置４
０の下面の外部電極端子が重ねて接続されることになる（図２参照）。また第２の封止体
２８は、連結用接続パッドの周囲を覆うように構成することで、連結用接続パッドを剥が
れ難く構成することができる。
【００２７】
　上段の半導体装置（第２の半導体装置）４０は、図５及び図６に示すように、外観的に
は四角形の配線基板４１と、この配線基板４１の第１の面（図７では上面）側に重ねて一
致して形成された四角形の封止体４２と、配線基板４１の第１の面（上面）の反対面とな
る第２の面（下面）に形成された複数の電極（外部電極端子）４３とで構成されている。
外部電極端子４３は、図５及び図６に示すように、四角形の配線基板４１の各辺に沿って
３列に設けられている。
【００２８】
　配線基板４１は、例えば、厚さ０．２５ｍｍのガラス・エポキシ樹脂配線基板からなり
、図６に示すように、第１の面（上面）及び第２の面（下面）に所定パターンの配線４５
，４６を有している。これら配線４５，４６は、配線基板４１の上下面間を貫通する配線
４７で接続されている。配線基板４１の第１の面及び第２の面には、図示しないが、選択
的に絶縁膜（ソルダーレジスト膜）が設けられている。従って、配線基板４１の第１の面
及び第２の面には部分的に配線４５，４６が露出するようになる。第１の面に露出する配
線４５は接続パッド４８となり、第２の面に露出する配線４６は電極（外部電極端子）４
３を形成するための端子形成パッド４９となる。
【００２９】
　配線基板４１の第１の面（上面）には半導体チップ５０が絶縁性の接着剤５１を介して
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固定されている。半導体チップ５０は第１の面（図７では上面）に図示しない電極を有し
ている。この電極と配線基板４１の接続パッド４８は導電性のワイヤ５２によって電気的
に接続されている。
【００３０】
　このような上段の半導体装置４０は、図２に示すように、下段の半導体装置１０に積層
されて積層型半導体装置１となる。即ち、上段の半導体装置４０の外部電極端子４３が下
段の半導体装置１０の第１の封止体２５の上面に位置する連結用配線２６の連結用接続パ
ッド２７に重ねて接続されることによって積層型半導体装置１が製造される。上段の半導
体装置４０の外部電極端子４３は、例えば、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕからなる半田ボールで形成
されている。従って、下段の半導体装置１０上に上段の半導体装置４０を位置決めして重
ね、半田をリフローして一次的に溶融することによって、外部電極端子４３は連結用接続
パッド２７に接続される。
【００３１】
　つぎに、図７乃至図１５を参照しながら積層型半導体装置１の製造方法について説明す
る。図７は上段の半導体装置４０の製造方法を示す図であり、図８は下段の半導体装置１
０の製造方法の一部を示す図である。図９は下段の半導体装置１０の製造方法の一部を示
す図である。
【００３２】
　最初に、図７（ａ）～（ｆ）を参照しながら、上段の半導体装置（第２の半導体装置）
４０の製造方法について説明する。
【００３３】
　まず、図７（ａ）に示すように、配線基板からなる配線母基板６０を準備する。配線母
基板６０は、区画され、矩形枠状の枠部６１と、この枠部６１の内側に縦横に整列形成（
マトリックス状）された複数の製品形成部６２とを有している。配線母基板６０は、製造
の最終段階で製品形成部６２の外周縁に沿って縦横に切断され、各製品形成部６２は上段
の半導体装置４０になる。従って、配線母基板６０は切断によって配線基板４１になる。
製品形成部６２の構造は、既に図５及び図６で説明した配線基板４１の構造そのものであ
ることから、製品形成部６２の構造説明は省略する。図７（ａ）では製品形成部６２は小
さな四角形で示してある。また、配線母基板６０の第１の面（上面）は配線基板４１の第
１の面（上面）であり、同様に製品形成部６２の第２の面（下面）も配線基板４１の第２
の面（下面）である。従って、配線母基板６０及び製品形成部６２の第１の面及び第２の
面を、第１の面、第２の面として説明する。
【００３４】
　つぎに、図７（ｂ）に示すように、各製品形成部６２の第１の面の所定位置に半導体チ
ップ５０を固定する。半導体チップ５０は第１の面に図示しない電極を有していることか
ら、第１の面の反対面となる第２の面を絶縁性の接着剤５１を介して配線母基板６０の第
１の面に固定する。なお、図７（ｂ）～（ｅ）において、隣接する一対の一点鎖線間が製
品形成部６２である。
【００３５】
　つぎに、図７（ｃ）に示すように、各製品形成部６２において、半導体チップ５０の第
１の面の図示しない電極と配線母基板６０の第１の面の接続パッド４８をワイヤ５２で電
気的に接続する。
【００３６】
　つぎに、図７（ｄ）に示すように、一括モールドを行い、配線母基板６０の枠部６１の
内側領域全体に絶縁性の樹脂からなる封止体４２を形成する。封止体４２は、例えば、ト
ランスファモールディング装置を使用して形成する。
【００３７】
　つぎに、図７（ｅ）に示すように、配線母基板６０の各製品形成部６２の第２の面の端
子形成パッド４９に外部電極端子４３を重ねて形成する。外部電極端子４３は、例えば、
直径２５０μｍの半田ボールで形成したバンプ電極となる。バンプ電極の状態では、外部
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電極端子４３は１５０μｍの厚さになる。
【００３８】
　つぎに、配線母基板６０及び封止体４２を各製品形成部６２の境界線で切断して個片化
し、複数の上段の半導体装置４０を製造する。配線母基板６０は上記の切断によって配線
基板４１になる。
【００３９】
　下段の半導体装置（第１の半導体装置）１０の製造においては、最初に、図８（ａ）に
示すように、配線基板からなる配線母基板７０を準備する。また、第１の面及びその反対
面となる第２の面を有し、第１の面にワイヤ接続用の電極を有する第１の半導体チップ及
び第２の半導体チップも準備される。
【００４０】
　配線母基板７０は、区画され、矩形枠状の枠部７１と、この枠部７１の内側に縦横に整
列形成（マトリックス状）された複数の製品形成部７２を有している。配線母基板７０は
、製造の最終段階で製品形成部７２の外周縁に沿って縦横に切断され、各製品形成部７２
は下段の半導体装置１０になる。従って、配線母基板７０は切断によって配線基板１１に
なる。製品形成部７２の構造は、既に図３及び図４で説明した配線基板１１の構造そのも
のであることから、製品形成部７２の構造説明は省略する。図８（ａ）では製品形成部７
２は小さな四角形で示してある。また、配線母基板７０の第１の面（上面）は配線基板１
１の第１の面（上面）であり、同様に製品形成部７２の第２の面（下面）も配線基板１１
の第２の面（下面）である。従って、配線母基板７０及び製品形成部７２の第１の面及び
第２の面を、第１の面、第２の面として説明する。
【００４１】
　つぎに、図８（ｂ）に示すように、各製品形成部７２の第１の面の所定位置に絶縁性の
接着剤２０を介して第１の半導体チップ１９を固定する。そして、第１の半導体チップ１
９の第１の面には、第２の半導体チップ２３を絶縁性の接着材２２を介して固定する。こ
れにより第１の半導体チップ１９と第２の半導体チップ２３が配線母基板の製品形成部７
２に搭載される。なお、図８（ｂ）～（ｄ）及び図９（ａ）～（ｃ）において、隣接する
一対の一点鎖線間が製品形成部７２である。
【００４２】
　つぎに、図８（ｃ）に示すように、第１の半導体チップ１９の電極と、該第１の半導体
チップ１９から外れた位置にある配線母基板７０に設けられた接続パッド１７を導電性の
ワイヤ２１で、また第２の半導体チップ２３の電極と接続パッド１７を導電性のワイヤ２
４で接続する。ワイヤ２４のループ高さは、第２の半導体チップ２３の上面から１００μ
ｍ以下と低くして下段の半導体装置１０の高さを極力低くするように配慮されている。実
施例では、第２の半導体チップ２３は第１の半導体チップ２０よりも小さく、全体が第１
の半導体チップ１９の外周縁よりも内側に位置しているが、第２の半導体チップ２３の電
極にワイヤを接続するときに支障がなければ、第２の半導体チップ２３の外周縁は第１の
半導体チップ１９の外周縁よりも突出するようなサイズの第２の半導体チップ２３であっ
てもよい。
【００４３】
　つぎに、図８（ｄ）に示すように、配線母基板７０の各製品形成部７２の第１の面に独
立した第１の封止体２５を形成する。第１の封止体２５は絶縁性の樹脂で形成され、第１
の半導体チップ１９，第２の半導体チップ２３及びワイヤ２１、２４等を覆う。第１の封
止体２５は、例えば、トランスファモールディング装置を用いて形成する。このトランス
ファモールディング装置におけるモールド金型の第１の封止体２５を形成するキャビティ
（窪み）には、個々にキャビティの底部分から樹脂が注入されて第１の封止体２５が形成
される。この第１の封止体２５は、露出した部分が、上面と、この上面に連なり製品形成
部７２の第１の面に至る傾斜した側面とからなっている。また、製品形成部７２の第１の
面の配線１４の一部は第１の封止体２５から外れて露出している。
【００４４】
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　つぎに、図９（ａ）に示すように、各製品形成部７２において、製品形成部７２の第１
の面から封止体１２の側面及び上面まで延在する連結用配線２６を形成する。この連結用
配線２６は、図４に示すように、第１の封止体２５から外れて露出した配線１４に重なり
電気的に接続されている。第１の封止体２５の上面に延在する連結用配線２６の先端部分
は連結用接続パッド２７（図３参照）となっている。この連結用接続パッド２７上は、上
段の半導体装置４０の下面の外部電極端子４３が重ねて接続される端子となっている。
【００４５】
　ここで、連結用配線２７の形成方法について、図１０乃至図１４を参照しながら説明す
る。図１０は下段の半導体装置１０の製造工程において、配線母基板７０に第１の封止体
２５を形成した状態を示す製品形成部７２の平面図である。四角形の封止体１２の周辺か
らそれぞれ突出して描かれる線が配線１４である。
【００４６】
　最初に、配線母基板７０の第１の面にマスク７３を形成する。図１１は第１の封止体２
５上等にマスク７３を形成した状態の配線母基板７０の製品形成部７２を示す断面図であ
り、図１２は平面図である。図１１では、マスク７３は斜線部分であり、第１の封止体２
５の表面及び配線母基板７０の第１の面上に位置している。このマスク７３は、アルミニ
ウムやステンレス鋼などからなる一枚の金属板をパターニングしかつ成形して第１の封止
体２５の表面及び第１の面に密着できる構造になっている。図１３では、円とその円に連
なる部分が貫通孔（スリット）７４である。この各スリット７４が各連結用配線２６及び
連結用接続パッド２７と一致するパターンとなっている。スリット７６の直線部分の先端
部分は配線１４に重なっている。
【００４７】
　つぎに、図１３に示すように、配線母基板７０の製品形成部７２の第１の面全域上に、
金属粒子（例えば、銅の粒子）を含むインク７５をインクジェットノズル７６で均一に塗
布して（吹き付けて）、均一の厚さのインク層７７を形成する。
【００４８】
　つぎに、スリット７４に充填されたインク層７７の形状を損なうことのないようにマス
ク７３を配線母基板７０から取り外す。
【００４９】
　つぎに、配線母基板７０及び第１の封止体２５の表面に残留したインク層７７を硬化処
理する。硬化処理は、例えば、１６０～１７０℃の温度で３０分処理する。この硬化処理
によって、インクに含まれるバインダー等の有機成分が除去されて導体層が形成され、図
１４に示すように、連結用配線２６及び連結用接続パッド２７が形成される。第１の封止
体２５の上面から側面を通り、製品形成部７２の第１の面に至って延在する連結用接続パ
ッド２６は、図４に示すように、配線１４に重なり電気的に接続される構造になる。これ
により、第１の封止体２５の外側に露出する各配線１４は各連結用配線２６によって第１
の封止体２６の上面に引き出されるため、第１の封止体２５の上面の連結用接続パッド２
７が各配線１４の引き出し端子となる。
【００５０】
　つぎに、図９（ｂ）に示すように、配線母基板７０の第１の面と第１の封止体２５上に
、連結用配線２６を覆う第２の封止体２８を形成する。第２の封止体２８は、トランスフ
ァモールディングによって形成され、四角形状の構造になっている。また図４に示すよう
に第１の封止体２５の上面に設けた連結用接続パッド２７は第２の封止体２８から露出す
るように構成されている。
【００５１】
　ここで、第２の封止体２８の形成方法について、図１５を参照しながら説明する。図１
５（ａ）～（ｃ）は下段の半導体装置１０の製造において、配線母基板７０に第２の封止
体２８を形成するフローを示す製品形成部７２の断面図である。
【００５２】
　配線母基板から第１の封止体２５上に連結用配線２６及び連結用接続パッド２７を形成
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した後、配線母基板７０はトランスファモールディング装置におけるモールド金型の上型
７８と下型７９との間に位置決め配置される。トランスファモールディング装置の上型７
８には複数の凸部８０が設けられている。上型の凸部８０は、第１の封止体２５の連結用
接続パッド２７に対応した部位にそれぞれ配設されている。そして上型７８と下型７９に
より配線母基板７０を型閉めした際に、図１５（ａ）に示すように、上型７８の凸部８０
がそれぞれ配線母基板７０の第１の封止体２５上に形成した連結用接続パッド２７に接触
される。
【００５３】
　つぎに、型閉めされた上型７８と下型７９により形成された空間に、モールド金型の図
示しないゲートから樹脂を注入する。図１５（ｂ）に示すように、樹脂が充填された後、
樹脂を加熱硬化させる。樹脂が硬化された後、モールド金型から配線母基板７０を取り出
す。ここで、上型７８の凸部８０が、第１の封止体２５上に形成した連結用接続パッド２
７に密着された状態で、第２の封止体２８を形成しているため、第２の封止体２８の上部
から連結用接続パッド２７が露出される構造となる。なお、第２の封止体２８は、連結用
配線を覆うものであれば良く、ポッティング等で形成しても良い。このように露出された
連結用接続パッド２７上に上段の半導体装置４０の下面の外部電極端子が重ねて接続され
ることが可能になる。
【００５４】
　つぎに、図９（ｃ）に示すように、配線母基板７０の各製品形成部７２の第２の面の端
子形成パッド１８に外部電極端子１３を重ねて形成する。外部電極端子１３は、例えば、
直径２５０μｍの半田ボールで形成したバンプ電極となる。バンプ電極の状態では、外部
電極端子１３は２００μｍの厚さになる。連結用配線２６は第２の封止体２８で覆われて
いるため、外部端子形成する工程等、その後の工程での連結用配線２６への異物の付着や
断線、さらには剥がれを防止でき、配線母基板の取扱いが容易になる。
【００５５】
　つぎに、配線母基板７０を各製品形成部７２の境界線で切断して個片化し、図９（ｄ）
に示すように、複数の下段の半導体装置１０を製造する。配線母基板７０は上記の切断に
よって配線基板１１になる。上記の切断は、たとえば図示しないダイシングテープに配線
母基板の第２の封止体を貼着固定した状態で、図示しないダイシング装置によって行われ
、各々の半導体装置１０が個片化される。ここで、第２の封止体２８を設けたことにより
、ダイシングテープに配線が直接貼着固定されることがなくなるため、配線剥がれを低減
できる。
【００５６】
　つぎに、下段の半導体装置１０の上に上段の半導体装置４０を位置決めする。その後、
下段の半導体装置１０の上に上段の半導体装置４０を重ね、かつ上段の半導体装置４０の
外部電極端子４３を一時的に加熱処理（リフロー）して下段の半導体装置１０の第１の封
止体１２の上面の連結用接続パッド２７に接続する。これにより、図１及び図２に示すよ
うな積層型半導体装置１が製造される。
【００５７】
　本実施例によれば、以下の効果を得ることができる。
【００５８】
　（１）下段の半導体装置１０においては、第１の封止体２５を設けた配線基板１１の上
面（第１の面）の一部の配線１４は第１の封止体２５から外れて露出し、この露出した配
線１４に電気的に接続される連結用配線２６が第１の封止体２５の上面上にまで延在して
位置している。連結用配線２６は第２の封止体２８により覆われ、下段の半導体装置の上
面には連結用接続パッドが露出されている。そして、第２の封止体２８の上面から露出し
た各連結用接続パッド２７に、上段の半導体装置４０の下面（配線基板４１の第２の面）
の電極（外部電極端子）４３が電気的に接続される構造となっている。下段の半導体装置
１０の第１の封止体２５内に複数の半導体チップ（例えば、第１の半導体チップ１９及び
第２の半導体チップ２３）を重ねて搭載すると必然的に封止体の厚さ（高さ）が厚く（高
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く）なる。しかし、上段の半導体装置４０の電極（外部電極端子）４３の厚さ（高さ）は
、下段の半導体装置１０の第１の封止体の上面に設けた連結用配線部分（連結用接続パッ
ド３２）に重ねて接続する構造であることから、下段の半導体装置１０の封止体１２の厚
さに左右されることなく薄くできる。この結果、積層型半導体装置１の薄型化が達成でき
る。上段の半導体装置４０の電極（外部電極端子）４３は、例えば、半田ボール等によっ
て形成するバンプ電極であるが、この半田ボールも、２００～３００μｍ程度の直径にす
ることができるため、積層型半導体装置１の薄型化が可能になる。
【００５９】
　（２）下段の半導体装置１０において、第１の封止体を設けた配線基板１１の上面（第
１の面）の一部の配線１４を第１の封止体２５から外れて露出させるため、配線基板１１
の外周部は第１の封止体２５の外側に突出する構造になる。第１の封止体の外周縁から突
出する配線基板１１の突出長さは、配線基板１１に設ける配線１４と連結用配線２６とを
電気的に接続するためでよいことから、バンプ電極を配置する構造に比較して配線基板外
周部分の突出長さを短くでき、積層型半導体装置１の小型化が達成できる。
【００６０】
　（３）下段の半導体装置１０において、少なくとも配線基板１１から第１の封止体２５
の上面に設けた連結用配線２６を覆う第２の封止体２８を設ける。これにより第２の封止
体２８の上面は、連結用接続パッド２７のみが露出される構成となっている。そのため、
連結用配線２６への異物付着によるショートや、連結用配線形成以降の工程での連結用配
線２６への接触等による断線等を防止することができ、半導体装置の信頼性を向上できる
。
【００６１】
　（４）上記（１）乃至（３）により、信頼性の高い、積層型半導体装置１の小型・薄型
化が達成できることになる。
【００６２】
　（５）下段の半導体装置１０及び上段の半導体装置４０には、それぞれ複数の半導体チ
ップを積層して搭載できることから、高密度・高集積度の積層型半導体装置１となる。
【００６３】
　（６）下段の半導体装置１０では、封止体１２の上面２９に上段の半導体装置４０との
接続を行う接続部分（連結用配線部分：連結用接続パッド２７）を配置する構造であるこ
とから、接続部分の配置に制約がなくなり、積層型半導体装置１の設計の自由度が高くな
る。
【００６４】
　［第２の実施例］
　図１６は本発明の第２の実施例に係る半導体装置の製造方法に係わる図である。第２の
実施例は、第１の実施例の半導体装置の製造方法において、下段の半導体装置１０の連結
用配線２６を覆う第２の封止体２８を形成する他の方法に係わるものである。
【００６５】
　第１の封止体２５上に連結用配線２６を形成する工程までは実施例１と同様に行われる
。つぎに、本実施例では、図１６（ａ）に示すように、第１の封止体２５上に形成した連
結用接続パッド２７上に、所定の厚さで半田等からなる金属層８１をそれぞれ形成する。
金属層の厚さは、連結用配線の上部に樹脂が回り込む程度の厚さがあればよい。
【００６６】
　つぎに、配線母基板７０はトランスファモールディング装置におけるモールド金型の上
型７８と下型７９との間に位置決め配置される。本実施例では、連結用配線２６上に金属
層を設けるように構成しているため、第１の実施例でモールド金型に設けた凸部が不要と
なる。そして上型７８と下型７９により配線母基板７０を型閉めした際には、図１６（ｂ
）に示すように、連結用配線２６上に設けた金属層８１が上型７８に接触され、連結用配
線２６の上方に樹脂が回り込む空間が構成できる。
【００６７】
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　つぎに、型閉めされた上型７８と下型７９により形成された空間に、モールド金型の図
示しないゲートから樹脂を注入する。図１６（ｃ）に示すように、樹脂が充填された後、
樹脂を加熱硬化させる。樹脂が硬化された後、モールド金型から配線母基板７０を取り出
すことで、図１６（ｄ）に示すような、連結用接続パッド上に形成した複数の金属層８１
が第２の封止体２８の上面から露出された配線母基板が得られる。ここで、連結用配線２
５上に形成した金属層８１が、モールド金型に密着した状態で、第２の封止体を形成して
いるため、第２の封止体２８の上部から連結用接続パッド２７のみが露出される構造とな
る。これによりモールド金型は共通して利用可能になる。
【００６８】
　この実施例によれば、連結用接続パッド上に金属層を形成し、連結用接続パッド上に樹
脂を回り込むように構成したことにより、モールド金型に品種対応の凸部を設ける必要が
なくなり、生産性が向上できる。これにより、半導体装置の製造コストを低減することが
できる。
【００６９】
　［第３の実施例］
　図１７は本発明の第３の実施例に係る半導体装置の製造方法に係わる図である。第３の
実施例３は、第１の実施例の半導体装置の製造方法において、下段の半導体装置１０の連
結用配線２６を覆う第２の封止体２８を形成する他の方法に係わるものである。
【００７０】
　第１の封止体２５上に連結用配線２６を形成する工程までは実施例１と同様に行われる
。つぎに、本実施例では、図１７（ａ）に示すように、第１の封止体２５上に形成した連
結用接続パッド２７上に、ボール状の接続部である半田ボール８２をそれぞれ搭載する。
半田ボール８２は、例えばフラックスを介して連結用接続パッド２７に接着固定され、リ
フローすることで搭載される。
【００７１】
　つぎに、配線母基板７０はトランスファモールディング装置におけるモールド金型の上
型７８と下型７９との間に位置決め配置される。本実施例では、半田ボールを覆うように
封止するため、モールド金型に凸部は不要となる。そして上型７８と下型７９により配線
母基板７０を型閉めし、型閉めされた上型７８と下型７９により形成された空間に、モー
ルド金型の図示しないゲートから樹脂を注入する。図１７（ｂ）に示すように、樹脂が充
填された後、樹脂を加熱硬化させる。樹脂が硬化された後、モールド金型から配線母基板
７０を取り出すことで、図１７（ｃ）に示すように、配線母基板７０と第１の封止体２５
の上面全体を覆う第２の封止体２８が形成される。連結用接続パッド２７上に形成された
半田ボールも第２の封止体に覆われる。
【００７２】
　つぎに、配線母基板の第２の封止体２８を研磨し、第２の封止体２８の上面から連結用
接続パッド上に搭載された半田ボールを露出させる。これにより、図１７（ｄ）に示すよ
うに、第２の封止体の上面から複数の半田ボールが露出される。この露出された半田ボー
ルに上段の半導体装置４０の外部電極端子が接続されることで、上段の半導体装置と電気
的に接続される。
【００７３】
　この実施例によれば、連結用接続パッド上に半田ボールを搭載し、その半田ボールも覆
うように全体的に封止するように構成したことにより、モールド金型に品種対応の凸部を
設ける必要がなくなり、生産性が向上できる。さらに狭い空間を樹脂封止することがなく
なるように構成されており、樹脂の流動性が向上できる。また第２の封止体２８の上面、
上段の半導体装置の搭載面を研磨することで形成しているため、上段の半導体装置の搭載
面の平坦性を向上できる。
【００７４】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は
上記の実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であ
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ることはいうまでもない。
【００７５】
　例えば、実施例では、下段の半導体装置１０の製造において、第１の封止体２５上にマ
スクを搭載し、インクジェットで金属粒子を吹き付け、連結用配線及び連結用接続パッド
を形成する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、例えば第１の封止
体２５上の配線形成部分に凹部を形成し、その凹部に金属粒子を流し込むことで連結用配
線及び連結用接続パッドを形成する等、他の手法で連結用配線及び連結用接続パッドを形
成してもよい。
【００７６】
　また上段の半導体装置としてＢＧＡ型の半導体装置を積層した場合について説明したが
、上段の半導体装置はこれに限定されるものでなく、ＱＦＮ等のリードフレームを用いた
半導体装置あるいはチップコンデンサ等の受動部品を搭載していてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の第１の実施例に係る半導体装置を示す平面図である。
【図２】図１に示した半導体装置の側面断面図である。
【図３】図１に示した半導体装置を構成する第１の半導体装置を示す平面図である。
【図４】図３に示した第１の半導体装置の側面断面図である。
【図５】図１に示した半導体装置を構成する第２の半導体装置を示す平面図である。
【図６】図５に示した第２の半導体装置の側面断面図である。
【図７】第２の半導体装置の製造工程を示す図である。
【図８】第１の半導体装置の製造工程を示す図である。
【図９】第１の半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１０】第１の半導体装置の製造工程において、配線母基板に第１の封止体を形成した
状態を示す製品形成部の平面図である。
【図１１】第１の封止体上等にマスクを形成した状態の配線母基板の製品形成部を示す断
面図である。
【図１２】第１の封止体上等にマスクを形成した状態の配線母基板の製品形成部を示す平
面図である。
【図１３】配線母基板の製品形成部の第１の面全域上に、金属粒子を含むインクをインク
ジェットノズルで均一に塗布して、均一の厚さのインク層を形成する工程を示す図である
。
【図１４】配線母基板及び第１の封止体の上に形成された連結用配線及び連結用接続パッ
ドを示す平面図である。
【図１５】配線母基板の上に第２の封止体を形成する工程を示す図である。
【図１６】本発明の第２の実施例に係る半導体装置の製造方法を示す図である。
【図１７】本発明の第３の実施例に係る半導体装置の製造方法を示す図である。
【符号の説明】
【００７８】
１　　積層型半導体装置
１０　第１の半導体装置
１１　配線基板
１４，１５　配線
１９　第１の半導体チップ
２１，２４　ワイヤ
２３　第２の半導体チップ
２５　第１の封止体
２６　連結用配線
２７　連結用接続パッド
２８　第２の封止体
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４０　第２の半導体装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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