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(57)【要約】
【課題】　オーバーハング部を確実に支持可能な半導体
装置を提供する。
【解決手段】半導体装置２００は、一面に接続パッドを
有する配線基板２０１と、配線基板２０１の一面に搭載
された第１半導体チップ２０３と、辺２０６ａ、２０６
ｂと、当該辺に沿って形成された電極パッドを有し、当
該辺が第１半導体チップ２０３からオーバーハングする
ように、第１半導体チップ２０３上に積層された第２半
導体チップ２０５と、第２半導体チップ２０５のオーバ
ーハング部と配線基板２０１との間であって、第１半導
体チップ２０３から第２半導体チップ２０５の当該辺に
向かって延在し、第２半導体チップ２０５の当該辺より
前で終端するペースト材２１１と、接続パッドと電極パ
ッドを接続するワイヤ２１７と、配線基板２０１の一面
に形成された封止体２２０を有する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面に複数の接続パッドを有する配線基板と、
　前記配線基板の前記一面上に搭載された第１の半導体チップと、
　少なくとも１つの辺と、前記辺に沿って形成された複数の電極パッドを有し、前記辺の
少なくとも１つが前記第１の半導体チップからオーバーハングするように、前記第１の半
導体チップ上に積層された第２の半導体チップと、
　前記第２の半導体チップのオーバーハング部と前記配線基板との間であって、前記第１
の半導体チップから前記第２の半導体チップの前記辺に向かって延在し、前記第２の半導
体チップの前記辺より前の位置で終端するように配置された第１の樹脂と、
　前記複数の接続パッドと前記複数の電極パッドとを電気的に接続する複数のワイヤと、
　前記第１の半導体チップ、前記第２の半導体チップ、および前記複数のワイヤを覆うよ
うに、前記配線基板の一面上に形成された第２の樹脂と、を有する半導体装置。
【請求項２】
　一面に複数の接続パッドを有する配線基板と、
　前記配線基板の前記一面上に搭載された第１の半導体チップと、
　少なくとも１つの辺と、前記辺に沿って形成された複数の電極パッドを有し、前記辺の
少なくとも１つが前記第１の半導体チップからオーバーハングするように、前記第１の半
導体チップ上に積層された第２の半導体チップと、
　前記第２の半導体チップのオーバーハング部と前記配線基板との間であって、前記第１
の半導体チップと前記第２の半導体チップの前記複数の電極パッドとの間の領域内にのみ
配置された第１の樹脂と、
　前記複数の接続パッドと前記複数の電極パッドとを電気的に接続する複数のワイヤと、
　前記第１の半導体チップ、前記第２の半導体チップ、および前記複数のワイヤを覆うよ
うに、前記配線基板の一面上に形成された第２の樹脂と、を有する半導体装置。
【請求項３】
　配線基板と、
　長方形の板状で、前記配線基板の一面上に搭載された第１の半導体チップと、
　長方形の板状で、２つの短辺が、前記第１の半導体チップのそれぞれの長辺からオーバ
ーハングするように、前記第１の半導体チップ上に積層された第２の半導体チップと、
　前記第２の半導体チップのそれぞれのオーバーハング部と前記配線基板との間であって
、前記第１の半導体チップの前記長辺から、前記第１の半導体チップの長辺と対応する前
記第２の半導体チップの短辺との中間位置までの領域内に配置された第１の樹脂と、
　前記第１の半導体チップ及び前記第２の半導体チップを覆うように、前記配線基板の一
面上に形成された第２の樹脂と、を有する半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の樹脂は、前記第２の樹脂よりも体積収縮率が大きい、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップは交互に多段に積層されている
、請求項１～３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の高密度化を図るために、複数の半導体チップを積み重ねることが行われて
いる。このような半導体装置はＭＣＰ(Multi Chip Package)とも呼ばれる。
【０００３】
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　ＭＣＰによる半導体装置は、通常、ワイヤボンディングのために、上段の半導体チップ
の一部が下段の半導体チップからはみ出す、いわゆるオーバーハング部を持つことを要求
される。このようなオーバーハング部は、半導体チップの薄型化と相俟って、以後のワイ
ヤボンディングや樹脂封止の工程においてチップクラックや反り等の発生の原因となるの
で、補強対策が必要である。
【０００４】
　この補強対策の一例として、特許文献１には、以下のような技術が記載されている。配
線基板上に接着剤を配置し、第１半導体チップをフリップチップ実装することで、接着剤
を第１半導体チップの外部にはみ出させ、はみ出た接着剤で、第１半導体チップ上に搭載
される第２半導体チップのオーバーハング部を支持する（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２９９４３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のように、チップの外部にはみ出た接着剤で、第１半導体チ
ップ上に搭載される第２半導体チップのオーバーハング部を支持する構造では、下段の半
導体チップをフェースアップ（回路形成面を上に向けるように）で配線基板に搭載する場
合には、はみ出た接着材で支持部を形成しようとすると、はみ出た接着剤が半導体チップ
上に這い上がり、特に下段の半導体チップの電極を覆ってしまう恐れがある。そのため、
下段の半導体チップがフェースアップのＭＣＰには適用が困難になる。
【０００７】
　特に、近年は半導体装置の小型・薄型化により半導体チップのチップ厚も薄型化してお
り、はみ出た接着材が半導体チップの表面上に這い上がり易くなっている。 
　そのため、オーバーハング部を確実に支持可能な半導体装置が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様は、一面に複数の接続パッドを有する配線基板と、前記配線基板の
前記一面上に搭載された第１の半導体チップと、少なくとも１つの辺と、前記辺に沿って
形成された複数の電極パッドを有し、前記辺の少なくとも１つが前記第１の半導体チップ
からオーバーハングするように、前記第１の半導体チップ上に積層された第２の半導体チ
ップと、前記第２の半導体チップのオーバーハング部と前記配線基板との間であって、前
記第１の半導体チップから前記第２の半導体チップの前記辺に向かって延在し、前記第２
の半導体チップの前記辺より前の位置で終端するように配置された第１の樹脂と、前記複
数の接続パッドと前記複数の電極パッドとを電気的に接続する複数のワイヤと、前記第１
の半導体チップ、前記第２の半導体チップ、および前記複数のワイヤを覆うように、前記
配線基板の一面上に形成された第２の樹脂と、を有する半導体装置である。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、一面に複数の接続パッドを有する配線基板と、前記配線基板の
前記一面上に搭載された第１の半導体チップと、少なくとも１つの辺と、前記辺に沿って
形成された複数の電極パッドを有し、前記辺の少なくとも１つが前記第１の半導体チップ
からオーバーハングするように、前記第１の半導体チップ上に積層された第２の半導体チ
ップと、前記第２の半導体チップのオーバーハング部と前記配線基板との間であって、前
記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップの前記複数の電極パッドとの間の領域内
にのみ配置された第１の樹脂と、前記複数の接続パッドと前記複数の電極パッドとを電気
的に接続する複数のワイヤと、前記第１の半導体チップ、前記第２の半導体チップ、およ
び前記複数のワイヤを覆うように、前記配線基板の一面上に形成された第２の樹脂と、を
有する半導体装置である。
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【００１０】
　本発明の第３の態様は、配線基板と、長方形の板状で、前記配線基板の一面上に搭載さ
れた第１の半導体チップと、長方形の板状で、２つの短辺が、前記第１の半導体チップの
それぞれの長辺からオーバーハングするように、前記第１の半導体チップ上に積層された
第２の半導体チップと、前記第２の半導体チップのそれぞれのオーバーハング部と前記配
線基板との間であって、前記第１の半導体チップの前記長辺から、前記第１の半導体チッ
プの長辺と対応する前記第２の半導体チップの短辺との中間位置までの領域内に配置され
た第１の樹脂と、前記第１の半導体チップ及び前記第２の半導体チップを覆うように、前
記配線基板の一面上に形成された第２の樹脂と、を有する半導体装置である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、オーバーハング部を確実に支持可能な半導体装置を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置２００を示す平面図であって、封止体２２０は
一部のみを図示している。
【図２】図１のＡ－Ａ’断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ’断面図である。
【図４】半導体装置２００の製造の手順を示す図である。
【図５】半導体装置２００の製造の手順を示す図であって、ペースト材２１１の塗布の手
順を示す図である。
【図６】半導体装置２００の製造の手順を示す図であって、図５（ｄ）の平面図である。
【図７】半導体装置２００の製造の手順を示す図であって、半導体チップ２０５を搭載す
る手順を示す図である。
【図８】半導体装置２００の製造の手順を示す図であって、図７（ｃ）の平面図である。
【図９】半導体装置２００の製造の手順を示す図である。
【図１０】半導体装置２００の製造の手順を示す図であって、樹脂封止の手順を示す図で
ある。
【図１１】第２の実施形態に係る半導体装置２００ａを示す断面図である。
【図１２】第２の実施形態に係る半導体装置２００ａを示す断面図である。
【図１３】半導体装置２００ａの製造の手順を示す図である。
【図１４】半導体装置２００ａの製造の手順を示す図である。
【図１５】第３の実施形態に係る半導体装置２００ｂを示す平面図であって、封止体２２
０は一部のみを図示している。
【図１６】図１５のＡ－Ａ’断面図である。
【図１７】半導体装置２００の製造の手順を示す図であって、ペースト材２１１の塗布の
手順の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面に基づいて本発明に好適な実施形態を詳細に説明する。
【００１４】
　まず、図１～図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置２００の概略
構造について説明する。
【００１５】
　ここでは半導体装置２００として、メモリチップを搭載した半導体メモリが例示されて
いる。
【００１６】
　図１～図３に示すように、半導体装置２００は、一面に複数の接続パッド２２３ａ、２
２３ｂ、２２３ｃ、２２３ｄを有する配線基板２０１と、配線基板２０１の一面上に搭載
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された第１半導体チップ２０３と、短辺２０６ａ、２０６ｂと、短辺２０６ａ、２０６ｂ
に沿って形成された複数の電極パッド１０７ａ、１０７ｂを有し、短辺２０６ａ、２０６
ｂの少なくとも一辺（ここでは両辺）が第１半導体チップ２０３の対応する長辺２０４ａ
、２０４ｂからオーバーハングするように、第１半導体チップ２０３上に積層された第２
半導体チップ２０５と、第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３と配線基板２
０１との間であって、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂから第２半導体
チップ２０５の短辺２０６ａ、２０６ｂに向かって延在し、第２半導体チップ２０５の短
辺２０６ａ、２０６ｂより前の位置で終端するように配置された第１の樹脂としてのペー
スト材２１１と、複数の接続パッド２２３ｂ、２２３ｄと電極パッド１０７ａ、１０７ｂ
とを電気的に接続する複数のワイヤ２１７と、第１半導体チップ２０３、第２半導体チッ
プ２０５、およびワイヤ２１７を覆うように、配線基板２０１の一面上に形成された第２
の樹脂としての封止体２２０を有する。
【００１７】
　半導体装置２００は、また、配線基板２０１と第１半導体チップ２０３を接続するワイ
ヤ２１５を有し、さらに、半導体装置２００を外部の装置と接続するための外部端子とし
ての半田ボール２１６を有している。
【００１８】
　次に、図１～図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置２００を構成
する部材の詳細について説明する。
【００１９】
　配線基板２０１は、例えば、略四角形の板状のガラスエポキシ等で構成された絶縁基材
２１９と、その両面にパターン形成された配線層（図示せず）と、配線層を覆うように形
成された絶縁膜２２１とを有している。配線基板２０１の一面側の配線層には複数の接続
パッド２２３ａ、２２３ｂ、２２３ｃ、２２３ｄが接続されている。また、配線基板２０
１の他面側の配線層には複数のランド部２２５が接続されている。複数の接続パッド２２
３ａ、２２３ｂ、２２３ｃ、２２３ｄは、図１に示すように、配線基板２０１の一面の四
角形を構成する４つの辺の周縁部近傍にそれぞれ配列されている。また、複数のランド部
２２５は、配線基板２０１の他面に格子状に配置されている。
【００２０】
　一方、複数の接続パッド２２３ａ、２２３ｂ、２２３ｃ、２２３ｄと複数のランド部２
２５とは、それらに連続する配線と絶縁基材２１９を貫くビア等により互いに接続されて
いる。
【００２１】
　接続パッド２２３ａ、２２３ｃにはワイヤ２１５が、接続パッド２２３ｂ、２２３ｄに
はワイヤ２１７が接続され、ランド部２２５には半田ボール２１６が搭載される。
【００２２】
　絶縁膜２２１は、例えばソルダーレジスト（ＳＲ）である。絶縁膜２２１は、予め定め
られた所定の領域を除いて配線基板２０１の両面全面に形成される。換言すると、絶縁膜
２２１は、その一部が所定の領域に関して除去されており、一つ以上の開口部を有してい
る。例えば、配線基板２０１の一面側には、開口部２３５ａ、２３５ｂ、２３５ｃ、２３
５ｄが形成される。開口部２３５ａ、２３５ｂ、２３５ｃ、２３５ｄは、複数の接続パッ
ド２２３ａ、２２３ｂ、２２３ｃ、２２３ｄが形成された領域及びその周辺領域を露出さ
せる。
【００２３】
　配線基板２０１の他面側においても、複数のランド部２２５をそれぞれ露出させる開口
部が形成される。
【００２４】
　第１半導体チップ２０３は、略四角形（ここでは長方形）の板状のメモリチップで、一
面側に所定の回路及び電極パッド１０３ａ、１０３ｂが形成されている。複数の電極パッ
ド１０３ａ、１０３ｂは、第１半導体チップ２０３の長方形の短辺に沿って配列されてい
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る。第１半導体チップ２０３の他面は、ＤＡＦ（Die Attached Film）等の接着部材１０
５により配線基板２０１の絶縁膜２２１が形成されている領域に接着固定される。
【００２５】
　第２半導体チップ２０５は、第１半導体チップ２０３と同様に、略四角形（長方形）の
板状のメモリチップで、一面側に第１半導体チップ２０３と同様の回路及び電極パッド１
０７ａ、１０７ｂが形成されている。複数の電極パッド１０７ａ、１０７ｂは、第２半導
体チップ２０５の長方形の短辺２０６ａ、２０６ｂに沿って配列形成されている。
【００２６】
　第２半導体チップ２０５は、第１半導体チップ２０３の上に積層搭載されている。
【００２７】
　第２半導体チップ２０５は、第１半導体チップ２０３の電極パッド１０３ａ、１０３ｂ
が形成された領域を覆うことがないように、電極パッド１０３ａ、１０３ｂが形成された
領域に対向する辺が、第１半導体チップ２０３の平面形状の内側に位置するように形成さ
れている。具体的には、第２半導体チップ２０５は、第１半導体チップ２０３に対して９
０度回転された状態で平面上の配置が交差するように配置（クロス積層）されている（短
辺２０６ａ、２０６ｂが第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂと平行で、か
つ第１半導体チップ２０３の短辺間に配置されている）。
【００２８】
　その結果、第２半導体チップ２０５の短辺２０６ａ、２０６ｂは、第１半導体チップ２
０３に対して外側にはみ出し、はみ出した部分がオーバーハング部１２３を形成する。
【００２９】
　これにより、第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３の下側と配線基板２０
１との間に隙間が形成される。
【００３０】
　第２半導体チップ２０５の他面は、ＤＡＦ等の接着部材１０５により第１半導体チップ
２０３に接着固定される。
【００３１】
　また、絶縁性のペースト材２１１は、上段の半導体チップである第２半導体チップ２０
５のそれぞれの短辺２０６ａ、２０６ｂ側のオーバーハング部１２３と配線基板２０１と
の間であって、下段の半導体チップである第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０
４ｂから、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂと対応する第２半導体チッ
プ２０５の短辺２０６ａ、２０６ｂとの略中間位置までの領域内に配置されている。ペー
スト材２１１は、第１半導体チップ２０３の対応する長辺２０４ａ、２０４ｂから延在し
、第２半導体チップ２０５の複数の電極パッド１０７ａ、１０７ｂ（の直下）の手前の位
置まで延在するように構成しても良い。
【００３２】
　ペースト材２１１は、塗布後の形状を安定化させるために、粘度がある程度高い材料の
方が好ましく、例えば粘度が３００００ｍＰａ・s程度のものが用いられる。ペースト材
２１１の具体的な材料としてはエポキシ樹脂が挙げられる。また、半導体装置２００のよ
うに、半導体チップをクロス積層した構造においては、ペースト材２１１は、半導体チッ
プを封止する封止体２２０よりも、硬化する際の体積収縮率が大きいほうが好ましい。
【００３３】
　このように第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３と配線基板２０１の間で
あって、第１半導体チップ２０３の対応する長辺２０４ａ、２０４ｂから、第２半導体チ
ップ２０５の電極パッド１０７ａ、１０７ｂ（の直下）に延在するペースト材２１１を配
置したことで、ペースト材２１１が這い上がり、第１半導体チップ２０３の電極パッド１
０３ａ、１０３ｂ及び第２半導体チップ２０５の電極パッド１０７ａ、１０７ｂを覆うこ
となく、第２半導体チップ２０５のオーバーハング量を低減でき、チップクラックの発生
を抑制し、オーバーハング部１２３に設けられた電極パッド１０７ａ、１０７ｂでのワイ
ヤボンディング性を向上できる。これにより、第２半導体チップ２０５のチップ厚を薄く
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でき、半導体装置２００の薄型化を図ることができる。
【００３４】
　さらに第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３と配線基板２０１の間であっ
て、第１半導体チップ２０３の対応する長辺２０４ａ、２０４ｂから、第２半導体チップ
２０５の電極パッド１０７ａ、１０７ｂ（の直下）に延在するペースト材２１１を設けた
ことで、モールド時（封止体２２０の形成時）のボイドの発生を低減できる。
【００３５】
　また、半導体装置２００のように、半導体チップをクロス積層した構造では、それぞれ
の半導体チップの上に配置される封止体２２０の量に差が生じすることで、半導体装置２
００のＸＹ方向（平面方向）で反りに差が生じ、例えば第２半導体チップ２０５のＸ（長
辺の延在する）方向に凸反りが発生しやすくなる。そのため、第２半導体チップ２０５の
オーバーハング部１２３の下に、封止体２２０よりも体積収縮率が大きいペースト材２１
１を配置したことで、ペースト材２１１の収縮の際に、第２半導体チップ２０５が凹反り
になるような力が働き、半導体装置２００のＸ方向の反り量を低減することができる。
【００３６】
　一方、ワイヤ２１５、２１７は、例えばＡｕ、Ｃｕ等の導電性金属で構成される。ワイ
ヤ２１５、２１７は、複数の電極パッド１０３ａ、１０３ｂ、１０７ａ、１０７ｂとこれ
らに対応する接続パッド２２３ａ、２２３ｂ、２２３ｃ、２２３ｄとの間を電気的に接続
する。
【００３７】
　ここでは、ワイヤ２１５は、電極パッド１０３ａ、１０３ｂと接続パッド２２３ａ、２
２３ｃを接続しており、ワイヤ２１７は、電極パッド１０７ａ、１０７ｂと接続パッド２
２３ｂ、２２３ｄを接続している。
【００３８】
　封止体２２０は、絶縁性樹脂、例えば熱硬化性のエポキシ樹脂であり、配線基板２０１
の一方の面側を覆うように、第１半導体チップ２０３、第２半導体チップ２０５及びワイ
ヤ２１５、２１７を封止する。 
　以上が半導体装置２００を構成する部材の詳細である。
【００３９】
　次に、図４～図１０を参照して、半導体装置２００の製造方法を説明する。
【００４０】
　まず、図４（ａ）に示す配線母基板３００を用意する。 
　配線母基板３００は、マトリクス状に配置された複数の製品形成部３０１を有しており
、個々の製品形成部３０１が配線基板２０１に対応している。
【００４１】
　次に、図４（ｂ）に示すように、配線母基板３００を図示しないダイボンディング装置
に搬送し、ダイボンディング装置を用いて配線母基板３００の製品形成部３０１上に、第
１半導体チップ２０３を搭載する。
【００４２】
　第１半導体チップ２０３は、電極パッド１０３ａ、１０３ｂが設けられた短辺が開口部
２３５ａ、２３５ｃに対向するように搭載される。第１半導体チップ２０３は、他面に設
けられたＤＡＦ等の接着部材１０５により配線母基板３００に接着固定される。
【００４３】
　次に、配線母基板３００を図示しない塗布装置に搬送する。搬送が完了すると、図４（
ｃ）に示すように、当該塗布装置のディスペンサー４１により、配線基板２０１の一面上
であって、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂに沿って、長辺２０４ａ、
２０４ｂの近傍位置に、ペースト材２１１を塗布する。
【００４４】
　ペースト材２１１は、塗布装置のディスペンサー４１により描画方式によって配線基板
２０１の一面の所定位置に供給される。ここで、図５（ａ）～図５（ｃ）に示すように、
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塗布の際は、第１半導体チップ２０３上に搭載される第２半導体チップ２０５の端部近傍
と中央位置でディスペンサー４１の移動が一旦、止まり、その３箇所で他の部分よりもペ
ースト材２１１の供給量を多くするようにディスペンサー４１が移動する。これにより、
図５（ｄ）及び図６に示すように、配線基板２０１の一面に、第１半導体チップ２０３の
長辺２０４ａ、２０４ｂに沿って、当該長辺の近傍位置にペースト材２１１が供給される
。
【００４５】
　具体的には、第２半導体チップ２０５が、第１半導体チップ２０３から両側に１．６ｍ
ｍ程度、オーバーハングするように積層される場合、ペースト材２１１は、例えば第２半
導体チップ２０５の短辺２０６ａ、２０６ｂが配置される位置から０．７ｍｍ程度、離間
するように、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂから第２半導体チップ２
０５の短辺２０６ａ、２０６ｂが配置される位置に向かって０．９ｍｍの範囲内に供給さ
れる。第２半導体チップ２０５のオーバーハングする短辺２０６ａ、２０６ｂの端部近傍
と中央位置では、例えば第１半導体チップ２０３の表面よりも０．１５ｍｍ程度、高くな
るように供給される。
【００４６】
　このように、第２半導体チップ２０５の端部近傍位置と中央位置でペースト材２１１の
供給量が他の部分より多くなるように塗布することで、その部分は他の部分より高く、か
つ広く供給される。ここで、ペースト材２１１の供給量の多い部分では、第１半導体チッ
プ２０３の表面（上面）よりも高くなり、供給量の少ない部分では第１半導体チップ２０
３の表面よりも低くなる。またペースト材２１１の粘度が、３００００ｍＰａ・s程度の
ものを用いることで、ペースト材２１１の広がりを抑制し、良好に供給できる。
【００４７】
　なお、上記説明は描画方式によりペースト材２１１を供給する場合についての説明であ
るが、ペースト材２１１の供給方式は必ずしも描画方式には限定されない。
【００４８】
　具体的には、例えば、塗布装置のディスペンサー４１のノズルとして、図１７（ａ）に
示すように塗布範囲に対応した幅のスリット４１ａを有する幅広のノズル４１ｂを用いて
、スリット４１ａの範囲でペースト材２１１を一度に供給するように構成しても良い。
【００４９】
　この場合、図１７（ａ）に示すように、スリット４１ａの位置が第１半導体チップ２０
３の長辺２０４ａ、２０４ｂに沿う位置となるようにディスペンサー４１を移動させ、図
１７（ｂ）に示すようにペースト材２１１を塗布することにより、図１７（ｃ）に示すよ
うに、スリット４１ａの形状に対応した幅のペースト材２１１が供給される。
【００５０】
　このように塗布範囲に対応した幅のスリット４１ａを有するノズル４１ｂを用いること
で、ペースト材２１１の塗布時間を短縮することができる。またスリット４１ａを有する
ノズル４１ｂを用いたことで、配線基板２０１に供給されるペースト材２１１の高さを略
均一化でき、ペースト材２１１の第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３への
接触範囲を略均一化できる。
【００５１】
　次に、配線母基板３００を図示しないダイボンディング装置に搬送し、図７（ａ）に示
すように、ダイボンディング装置のコレット５１を用いて、第１半導体チップ２０３上に
第２半導体チップ２０５を搭載する。
【００５２】
　第２半導体チップ２０５は、第１半導体チップ２０３の電極パッド１０３ａ、１０３ｂ
（図２参照）を露出させるように、また、オーバーハング部１２３が、開口部２３５ｂ、
２３５ｄに対向するように、第１半導体チップ２０３に対して９０度回転された状態で、
積層される。
【００５３】
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　第２半導体チップ２０５が第１半導体チップ２０３に対して９０度回転した状態で積層
されることで、第１半導体チップ２０３の短辺に沿って形成された複数の電極パッド１０
３ａ、１０３ｂは第２半導体チップ２０５から露出される。
【００５４】
　ここで、第２半導体チップ２０５が第１半導体チップ２０３上に積層されることで、図
７（ｂ）に示すようにペースト材２１１の第１半導体チップ２０３の表面より高い部分は
潰されて拡がり、オーバーハング部１２３の下に、第１半導体チップ２０３の対応する長
辺２０４ａ、２０４ｂから、第２半導体チップ２０５の電極パッド１０７ａ、１０７ｂ（
の直下）に延在するようにペースト材２１１が配置される。ここで、ペースト材２１１が
、第２半導体チップ２０５の端部（短辺２０６ａ、２０６ｂ）に対応する位置から所定の
距離を離間して配置されることで、第２半導体チップ２０５の積層時に、第２半導体チッ
プ２０５の側面に沿ってペースト材２１１が這い上がることを防止できる。例えば、ペー
スト材２１１が、第１の半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂから第２半導体チ
ップ２０５の短辺２０６ａ、２０６ｂが配置される位置に向かって０．９ｍｍの範囲内に
供給された場合、第２半導体チップ２０５を積層することでペースト材２１１は塗布範囲
から１００μｍ程度、拡がり、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂから１
．０ｍｍの範囲内に拡がる。そのため、第２半導体チップ２０５の実質的なオーバーハン
グ量は０．６ｍｍ程度に低減できる。また第２半導体チップ２０５の一面への這い上がり
を防止することで、第２半導体チップ２０５の電極パッド１０７ａ、１０７ｂをペースト
材２１１が覆う不具合を防止できる。具体的には、ペースト材２１１の塗布精度も考慮し
、上段の半導体チップである第２半導体チップ２０５の短辺２０６ａ、２０６ｂから２０
０μｍ以上、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂから第２半導体チップの
短辺２０６ａ、２０６ｂが配置される位置に向かって０．９ｍｍの範囲内に供給された場
合には、例えば７００μｍ、離間するようにペースト材２１１を配置することで、這い上
がりを防止できる。
【００５５】
　その後、第２半導体チップ２０５の搭載された配線基板２０１は、図７（ｃ）に示すよ
うに所定温度、例えば１５０℃程度でリフローすることで、ペースト材２１１が硬化され
る。これにより、図４（ｄ）及び図８に示すように、第２半導体チップ２０５のオーバー
ハング部１２３の下に、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂから、第２半
導体チップ２０５の電極パッド１０７ａ、１０７ｂの直下に延在するペースト材２１１に
よる支持部が形成できる。
【００５６】
　このように、第２半導体チップ２０５の搭載前に、第１半導体チップ２０３の長辺２０
４ａ、２０４ｂに沿って所定の位置にペースト材２１１を供給し、その後、第２半導体チ
ップ２０５を搭載することで、ペースト材２１１がオーバーハング部１２３の下の所定の
領域に充填されるように構成したことで、オーバーハング部１２３の下に後からアンダー
フィル材等を充填する場合と比べて、作業効率が向上し、半導体装置２００の製造時間を
短縮できる。
【００５７】
　次にペースト材２１１の硬化が完了した配線母基板３００は、図４（ｅ）に示すように
、第１半導体チップ２０３の電極パッド１０３ａ、１０３ｂと対応する接続パッド２２３
ａ、２２３ｃとの間、および第２半導体チップ２０５の電極パッド１０７ａ、１０７ｂと
接続パッド２２３ｂ、２２３ｄとの間が、ワイヤ２１５、２１７により接続される。ワイ
ヤ２１５、２１７を用いた結線には、図示しないワイヤボンディング装置を用いることが
できる。結線は、例えば、超音波熱圧着法を用いたボールボンディングにより行われる。
具体的には、溶融によりボールが形成されたワイヤ２１５の先端を電極パッド１０３ａ、
１０３ｂ上に超音波熱圧着し、ワイヤ２１５が所定のループ形状を描くように、ワイヤ２
１５の後端を対応する接続パッド２２３ａ、２２３ｃ上に超音波熱圧着する。
【００５８】
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　同様に、溶融によりボールが形成されたワイヤ２１７の先端を電極パッド１０７ａ、１
０７ｂ上に超音波熱圧着し、ワイヤ２１７が所定のループ形状を描くように、ワイヤ２１
７の後端を対応する接続パッド２２３ｂ、２２３ｄ上に超音波熱圧着する。
【００５９】
　この際、第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３の下の所定の領域には、ペ
ースト材２１１が配置されていることで、第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１
２３の、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂからの実質的なオーバーハン
グ量を低減できるため、第２半導体チップ２０５が薄いチップであっても、チップクラッ
クの発生を抑制し、良好にワイヤ接続させることができる。
【００６０】
　次に、図９（ａ）に示すように、配線母基板３００の一面側に、モールド装置４００を
用いて一括モールドによって封止体２２０を形成する。
【００６１】
　モールド装置４００は、図１０（ａ）に示すように上型４０１と下型４０２を有する成
形金型を有している。上型４０１にはキャビティ４０３が形成されており、下型４０２に
は配線母基板３００を搭載する凹部４０４が形成されている。
【００６２】
　ワイヤボンディングの完了した配線母基板３００は、下型４０２の凹部４０４にセット
される。
【００６３】
　その後、上型４０１と下型４０２で配線母基板３００を型閉めすることで、図１０（ｂ
）に示すように、配線母基板３００の上方に所定の大きさのキャビティ４０３やゲート部
４０５が形成される。本実施形態ではＭＡＰ（Mold Array Package）方式で構成されてい
るため、キャビティ４０３は複数の製品形成部３０１を一括で覆う大きさで構成されてい
る。
【００６４】
　次に、下型４０２のポットにレジンタブレット４０６（図１０（ｂ）参照）が供給され
、加熱溶融される。
【００６５】
　次に、図１０（ｃ）に示すように、溶融された封止樹脂２１２をプランジャー４０８に
よりゲート部４０５からキャビティ４０３内に注入し、キャビティ４０３内に封止樹脂２
１２を充填する。
【００６６】
　封止樹脂２１２がキャビティ４０３に充填されると、封止樹脂２１２を所定の温度、例
えば１８０℃でキュアすることで、封止樹脂２１２が硬化される。
【００６７】
　その後、上型４０１と下型４０２を分離して、配線母基板３００を取り出し、所定の温
度、例えば２４０℃でリフローすることで封止樹脂２１２が完全に硬化され、図９（ａ）
に示すような、配線母基板３００を一括的に覆う封止体２２０が形成される。その後、図
１０（ｃ）に示すような、封止体２２０に接続されたゲート部４０５とランナー部４０９
およびカル部４１０が除去される。
【００６８】
　次に、図９（ｂ）に示すように、配線母基板３００の他面側のランド部２２５に半田ボ
ール２１６を搭載する。
【００６９】
　具体的には、例えば配線基板２０１上のランド部２２５の配置に合わせて複数の吸着孔
が形成された図示しない吸着機構を用いて、半田ボール２１６を吸着孔に保持し、保持さ
れた半田ボール２１６を、フラックスを介して配線基板２０１のランド部２２５に一括搭
載する。
【００７０】
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　全ての製品形成部３０１への半田ボール２１６の搭載後、配線基板２０１をリフローす
ることで半田ボール２１６が固定される。
【００７１】
　次に、図９（ｃ）に示すように、封止体２２０をダイシングテープ２５１に接着し、封
止体２２０及び配線母基板３００をダイシングテープ２５１に支持させる。その後、図示
しないダイシングブレードを用いて、配線母基板３００及び封止体２２０をダイシングラ
イン２３４（図９（ｂ）参照）に沿って縦横に切断する。これにより、配線母基板３００
は、製品形成部３０１毎に個片化される。その後、個片化された製品形成部３０１及び封
止体２２０をダイシングテープ２５１からピックアップすることで、図１に示すような半
導体装置２００が得られる。
【００７２】
　このように、第１の実施形態によれば、半導体装置２００は、一面に複数の接続パッド
２２３ａ、２２３ｂ、２２３ｃ、２２３ｄを有する配線基板２０１と、配線基板２０１の
一面上に搭載された第１半導体チップ２０３と、短辺２０６ａ、２０６ｂと、短辺２０６
ａ、２０６ｂに沿って形成された複数の電極パッド１０７ａ、１０７ｂを有し、短辺２０
６ａ、２０６ｂが第１半導体チップ２０３の対応する長辺２０４ａ、２０４ｂからオーバ
ーハングするように、第１半導体チップ２０３上に積層された第２半導体チップ２０５と
、第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３と配線基板２０１との間であって、
第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂから第２半導体チップ２０５の短辺２
０６ａ、２０６ｂに向かって延在し、第２半導体チップ２０５の短辺２０６ａ、２０６ｂ
より前の位置で終端するように配置された第１の樹脂としてのペースト材２１１と、複数
の接続パッド２２３ｂ、２２３ｄと電極パッド１０７ａ、１０７ｂとを電気的に接続する
複数のワイヤ２１７と、第１半導体チップ２０３、第２半導体チップ２０５、およびワイ
ヤ２１７を覆うように、配線基板２０１の一面上に形成された第２の樹脂としての封止体
２２０を有する。
【００７３】
　そのため、ペースト材２１１が這い上がり、第１半導体チップ２０３の電極パッド１０
３ａ、１０３ｂ及び第２半導体チップ２０５の電極パッド１０７ａ、１０７ｂを覆うこと
なく、第２半導体チップ２０５のオーバーハング量を低減でき、チップクラックの発生を
抑制し、オーバーハング部１２３に設けられた電極パッド１０７ａ、１０７ｂでのワイヤ
ボンディング性を向上できる。これにより、第２半導体チップ２０５のチップ厚を薄くで
き、半導体装置２００の薄型化を図ることができる。
【００７４】
　さらに第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３と配線基板２０１の間であっ
て、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂから、第２半導体チップ２０５の
電極パッド１０７ａ、１０７ｂの直下に延在するペースト材２１１を設けたことで、モー
ルド時（封止体２２０の形成時）のボイドの発生を低減できる。
【００７５】
　また、半導体装置２００のように、半導体チップをクロス積層した構造では、それぞれ
の半導体チップの上に配置される封止体２２０の量に差が生じすることで、半導体装置２
００のＸＹ方向（平面方向）で反りに差が生じ、例えば第２半導体チップ２０５のＸ（長
辺の延在する）方向に凸反りが発生しやすくなる。そのため、上段の半導体チップである
第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３の下に封止体２２０よりも体積収縮率
が大きいペースト材２１１を配置したことで、第２半導体チップ２０５が凹反りになる力
が生じるようにペースト材２１１が働くことで、半導体装置２００のＸ方向の反り量を低
減することができる。
【００７６】
　次に、第２の実施形態について、図１１～図１４を参照して説明する。
【００７７】
　第２の実施形態は、第１の実施形態において、半導体チップを４段積層したものである
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。
【００７８】
　なお、第２の実施形態において、第１の実施形態と同様の機能を果たす要素については
同一の番号を付し、主に第１の実施形態と異なる部分について説明する。
【００７９】
　まず、第２の実施形態に係る半導体装置２００ａの構成について、説明する。
【００８０】
　図１１および図１２に示すように、第２の実施形態に係る半導体装置２００ａは、第２
半導体チップ２０５上に第３半導体チップ２０７が設けられており、第３半導体チップ２
０７上には第４半導体チップ２１０が設けられている。
【００８１】
　即ち、半導体装置２００ａは、半導体チップを４段積層した構造を有している。
【００８２】
第３半導体チップ２０７および第４半導体チップ２１０は、ここでは第１半導体チップ２
０３および第２半導体チップ２０５と同様の構造、形状を有するメモリチップであり、半
導体装置２００ａは、換言すれば、第１半導体チップ２０３と第２半導体チップ２０５を
交互に多段に積層した構造を有している。
【００８３】
　なお、第３半導体チップ２０７は、第２半導体チップ２０５に対して９０度クロス積層
されており、第４半導体チップ２１０は、第３半導体チップ２０７に対して９０度クロス
積層されている。
【００８４】
　さらに、第３半導体チップ２０７のオーバーハング部と、第１半導体チップ２０３との
間にはペースト材２１１ｂが設けられ、第４半導体チップ２１０のオーバーハング部と、
第２半導体チップ２０５との間にはペースト材２１１ｃが設けられている。
【００８５】
　このように、半導体チップは３段以上に交互に多段に積層してもよい。このように、３
段以上、この場合は４段積層された半導体装置２００ａであっても、オーバーハング部の
下の領域に第１の実施形態と同様にペースト材２１１、２１１ａ、２１１ｂを配置するこ
とができ、第１の実施形態と同様な効果が得られる。
【００８６】
　次に、半導体装置２００ａの製造方法について、簡単に説明する。
【００８７】
　まず、第１の実施形態と同様に、配線基板２０１上に第１半導体チップ２０３および第
２半導体チップ２０５を積層し、図４（ｅ）に示すワイヤボンディング工程までを行う。
【００８８】
　その後、図１３（ａ）に示すように、第１半導体チップ２０３の上に、第２半導体チッ
プ２０５の長辺に沿って長辺の近傍位置に、第１の実施形態と同様にペースト材２１１ｂ
が供給される。この際、第１半導体チップ２０３の電極パッド１０３ａ、１０３ｂの近傍
にペースト材２１１ｂが供給されているが、電極パッド１０３ａ、１０３ｂは既にワイヤ
接続されており、ペースト材２１１ｂで覆われても問題ない。
【００８９】
　その後、図１３（ｂ）に示すように、第２半導体チップ２０５上に、第３半導体チップ
２０７が積層搭載される。第３半導体チップ２０７は、第１半導体チップ２０３と平面状
の位置が重なるように、第２半導体チップ２０５に対して９０度回転された状態で積層さ
れる。
【００９０】
　このように、第１半導体チップ２０３と第３半導体チップ２０７とを同じ向きで積層し
たことで、共通化可能な接続パッドは、配線基板２０１の同じ接続パッドに接続させるこ
とができる。第３半導体チップ２０７が第１半導体チップ２０３に積層されることで、ペ
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ースト材２１１ｂが第１半導体チップ２０３と第３半導体チップ２０７の間の隙間に拡が
り、所定領域が充填される。
【００９１】
　その後、第３半導体チップ２０７を積層した配線基板２０１は、所定温度、例えば１５
０度程度でリフローすることで、ペースト材２１１ｂが硬化され、ペースト材２１１ｂに
よる支持部が形成される。
【００９２】
　次に、図１３（ｃ）に示すように、第２半導体チップ２０５の上に、第３半導体チップ
２０７の長辺に沿って長辺の近傍位置に、同様にペースト材２１１ｃが供給され、さらに
、図１４（ａ）に示すように第４半導体チップ２１０を搭載し、所定温度でリフローする
ことでペースト材２１１ｃによる支持部が形成される。
【００９３】
　次に、図１４（ｂ）に示すように、ワイヤボンディングにより、第３半導体チップ２０
７および第４半導体チップ２１０と配線基板２０１とをワイヤで接続する。
【００９４】
　この後は、第１の実施形態と同様に、封止体２２０の形成、半田ボール２１６の搭載、
および配線母基板３００の切断（個片化）を行い、半導体装置２００ａが得られる。
【００９５】
　このように、第２の実施形態によれば、半導体装置２００ａは、一面に複数の接続パッ
ド２２３ａ、２２３ｂ、２２３ｃ、２２３ｄを有する配線基板２０１と、配線基板２０１
の一面上に搭載された第１半導体チップ２０３と、短辺２０６ａ、２０６ｂと、短辺２０
６ａ、２０６ｂに沿って形成された複数の電極パッド１０７ａ、１０７ｂを有し、短辺２
０６ａ、２０６ｂからオーバーハングするように、第１半導体チップ２０３上に積層され
た第２半導体チップ２０５と、第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３と配線
基板２０１との間であって、第１半導体チップ２０３の長辺２０４ａ、２０４ｂから第２
半導体チップ２０５の短辺２０６ａ、２０６ｂに向かって延在し、第２半導体チップ２０
５の短辺２０６ａ、２０６ｂより前の位置で終端するように配置された第１の樹脂として
のペースト材２１１と、複数の接続パッド２２３ｂ、２２３ｄと電極パッド１０７ａ、１
０７ｂとを電気的に接続するワイヤ２１７と、第１半導体チップ２０３、第２半導体チッ
プ２０５、およびワイヤ２１７を覆うように、配線基板２０１の一面上に形成された第２
の樹脂としての封止体２２０を有する。 
　従って、第１の実施形態と同様の効果を奏する。
【００９６】
　次に、第３の実施形態について、図１５および図１６を参照して説明する。
【００９７】
　第３の実施形態は、第１の実施形態において、第１半導体チップ２０３ａとして、一辺
のみに電極パッド１０３ａが設けられたチップを用い、第２半導体チップ２０５の辺のう
ち、当該一辺の反対側の辺のみをオーバーハングさせたものである。
【００９８】
　なお、第３の実施形態において、第１の実施形態と同様の機能を果たす要素については
同一の番号を付し、主に第２の実施形態と異なる部分について説明する。
【００９９】
　図１５および図１６に示すように、第３の実施形態に係る半導体装置２００ｂは、第１
半導体チップ２０３ａの一辺のみに電極パッド１０３ａが設けられている。
【０１００】
　また、第２半導体チップ２０５の辺のうち、電極パッド１０７ｂが設けられた側の辺（
短辺２０６ｂ）、即ち電極パッド１０３ａが設けられた辺とは反対側の辺のみをオーバー
ハングさせており、オーバーハング部１２３と配線基板２０１の間にはペースト材２１１
が設けられている。
【０１０１】
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　このように、オーバーハングさせる辺は必ずしも２辺に限定されるものではなく、少な
くとも１辺がオーバーハングしていればよい。
【０１０２】
　なお、第１半導体チップ２０３ａおよび第２半導体チップ２０５は、いずれも長辺同士
、短辺同士が平行になるように配置されている。
【０１０３】
　また、配線基板２０１には、短辺に沿って開口部２３５ｂ、２３５ｄが設けられ、開口
部２３５ｂ、２３５ｄには接続パッド２２３ｂ、２２３ｄが露出している。さらに、開口
部２３５ｂの外側に開口部２３５ｅが設けられ、開口部２３５ｅには接続パッド２２３ｅ
が露出している。
【０１０４】
　この構成では、ワイヤ２１７が接続パッド２２３ｅ、２２３ｄと電極パッド１０７ａ、
１０７ｂを接続し、ワイヤ２１５が接続パッド２２３ｂと電極パッド１０３ａを接続して
いる。
【０１０５】
　このように、第３の実施形態によれば、半導体装置２００ｂは、一面に複数の接続パッ
ド２２３ｂ、２２３ｄ、２２３ｅを有する配線基板２０１と、配線基板２０１の一面上に
搭載された第１半導体チップ２０３ａと、短辺２０６ａ、２０６ｂと、短辺２０６ａ、２
０６ｂに沿って形成された複数の電極パッド１０７ａ、１０７ｂを有し、短辺２０６ｂか
らオーバーハングするように、第１半導体チップ２０３ａ上に積層された第２半導体チッ
プ２０５と、第２半導体チップ２０５のオーバーハング部１２３と配線基板２０１との間
であって、第１半導体チップ２０３ａから第２半導体チップ２０５の短辺２０６ｂに向か
って延在し、第２半導体チップ２０５の短辺２０６ｂより前の位置で終端するように配置
された第１の樹脂としてのペースト材２１１と、複数の接続パッド２２３ｅ、２２３ｄと
電極パッド１０７ａ、１０７ｂとを電気的に接続する複数のワイヤ２１７と、第１半導体
チップ２０３ａ、第２半導体チップ２０５、およびワイヤ２１７を覆うように、配線基板
２０１の一面上に形成された第２の樹脂としての封止体２２０を有する。 
　従って、第１の実施形態と同様の効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づき説明したが、本発明は上記実
施形態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ること
は言うまでもない。
【０１０７】
　例えば、上記した実施形態では半導体チップとしてメモリチップを例示したが、第２半
導体チップ２０５が第１半導体チップ２０３からオーバーハングする構成であれば、ロジ
ックチップとメモリチップ等、どのような半導体チップの組合せでも良い。
【０１０８】
　上記した実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下に
は限られない。
【０１０９】
（付記１）
　一面に複数の接続パッドを有する配線基板と、
　前記配線基板の前記一面上に搭載された第１の半導体チップと、
　少なくとも１つの辺と、前記辺に沿って形成された複数の電極パッドを有し、前記辺の
少なくとも１つが前記第１の半導体チップからオーバーハングするように、前記第１の半
導体チップ上に積層された第２の半導体チップと、
　前記第２の半導体チップのオーバーハング部と前記配線基板との間であって、前記第１
の半導体チップから前記第２の半導体チップの前記辺に向かって延在し、前記第２の半導
体チップの前記辺より前の位置で終端するように配置された第１の樹脂と、
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　前記複数の接続パッドと前記複数の電極パッドとを電気的に接続する複数のワイヤと、
　前記第１の半導体チップ、前記第２の半導体チップ、および前記複数のワイヤを覆うよ
うに、前記配線基板の一面上に形成された第２の樹脂と、を有する半導体装置。
【０１１０】
（付記２）
　前記第１の樹脂は、前記第２の樹脂よりも体積収縮率が大きい、付記１記載の半導体装
置。
【０１１１】
（付記３）
　前記第２の半導体チップは前記第１の半導体チップに対して平面上の配置が交差するよ
うに設けられている、付記１または２に記載の半導体装置。
【０１１２】
（付記４）
　前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップは交互に多段に積層されている
、付記１～３のいずれかに記載の半導体装置。
【０１１３】
（付記５）
　前記第２半導体チップは１辺のみが前記第１の半導体チップからオーバーハングするよ
うに、前記第１の半導体チップ上に積層されている、付記１～４のいずれかに記載の半導
体装置。
【０１１４】
（付記６）
　前記配線基板の前記一面とは反対側の面上に搭載され、前記第１の半導体チップおよび
前記第２の半導体チップと電気的に接続された外部端子を有する、付記１～５のいずれか
に記載の半導体装置。
【０１１５】
（付記７）
　前記外部端子は半田ボールである、付記６記載の半導体装置。
【０１１６】
（付記８）
　一面に複数の接続パッドを有する配線基板と、
　前記配線基板の前記一面上に搭載された第１の半導体チップと、
　少なくとも１つの辺と、前記辺に沿って形成された複数の電極パッドを有し、前記辺の
少なくとも１つが前記第１の半導体チップからオーバーハングするように、前記第１の半
導体チップ上に積層された第２の半導体チップと、
　前記第２の半導体チップのオーバーハング部と前記配線基板との間であって、前記第１
の半導体チップと前記第２の半導体チップの前記複数の電極パッドとの間の領域内にのみ
配置された第１の樹脂と、
　前記複数の接続パッドと前記複数の電極パッドとを電気的に接続する複数のワイヤと、
　前記第１の半導体チップ、前記第２の半導体チップ、および前記複数のワイヤを覆うよ
うに、前記配線基板の一面上に形成された第２の樹脂と、を有する半導体装置。
【０１１７】
（付記９）
　前記第１の樹脂は、前記第２の樹脂よりも体積収縮率が大きい、付記８記載の半導体装
置。
【０１１８】
（付記１０）
　前記第２の半導体チップは前記第１の半導体チップに対して平面上の配置が交差するよ
うに設けられている、付記８または９に記載の半導体装置。
【０１１９】
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（付記１１）
　前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップは交互に多段に積層されている
、付記８～１０のいずれかに記載の半導体装置。
【０１２０】
（付記１２）
　前記第２半導体チップは１辺のみが前記第１の半導体チップからオーバーハングするよ
うに、前記第１の半導体チップ上に積層されている、付記８～１１のいずれかに記載の半
導体装置。
【０１２１】
（付記１３）
　前記配線基板の前記一面とは反対側の面上に搭載され、前記第１の半導体チップおよび
前記第２の半導体チップと電気的に接続された外部端子を有する、付記８～１２のいずれ
かに記載の半導体装置。
【０１２２】
（付記１４）
　前記外部端子は半田ボールである、付記１３記載の半導体装置。
【０１２３】
（付記１５）
　配線基板と、
　長方形の板状で、前記配線基板の一面上に搭載された第１の半導体チップと、
　長方形の板状で、２つの短辺が、前記第１の半導体チップのそれぞれの長辺からオーバ
ーハングするように、前記第１の半導体チップ上に積層された第２の半導体チップと、
　前記第２の半導体チップのそれぞれのオーバーハング部と前記配線基板との間であって
、前記第１の半導体チップの前記長辺から、前記第１の半導体チップの長辺と対応する前
記第２の半導体チップの短辺との中間位置までの領域内に配置された第１の樹脂と、
　前記第１の半導体チップ及び前記第２の半導体チップを覆うように、前記配線基板の一
面上に形成された第２の樹脂と、を有する半導体装置。
【０１２４】
（付記１６）
　前記第１の樹脂は、前記第２の樹脂よりも体積収縮率が大きい、付記１５記載の半導体
装置。
【０１２５】
（付記１７）
　前記第２の半導体チップは前記第１の半導体チップに対して平面上の配置が交差するよ
うに設けられている、付記１５または１６に記載の半導体装置。
【０１２６】
（付記１８）
　前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップは交互に多段に積層されている
、付記１５～１７のいずれかに記載の半導体装置。
【０１２７】
（付記１９）
　前記配線基板の前記一面とは反対側の面上に搭載され、前記第１の半導体チップおよび
前記第２の半導体チップと電気的に接続された外部端子を有する、付記１５～１８のいず
れかに記載の半導体装置。
【０１２８】
（付記２０）
　前記外部端子は半田ボールである、付記１９記載の半導体装置。
【符号の説明】
【０１２９】
４１　　　：ディスペンサー
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４１ａ　　：スリット
４１ｂ　　：ノズル
５１　　　：コレット
１０３ａ、１０３ｂ　：電極パッド
１０５　　：接着部材
１０７ａ、１０７ｂ　：電極パッド
１２３　　：オーバーハング部
２００、２００ａ、２００ｂ　：半導体装置
２０１　　：配線基板
２０３、２０３ａ　：第１半導体チップ
２０４ａ、２０４ｂ　　：長辺
２０５　　：第２半導体チップ
２０６ａ、２０６ｂ　　：短辺
２０７　　：第３半導体チップ
２１０　　：第４半導体チップ
２１１、２１１ｂ、２１１ｃ　：ペースト材
２１２　　：封止樹脂
２１５、２１７　　：ワイヤ
２１６　　：半田ボール
２１９　　：絶縁基材
２２０　　：封止体
２２１　　：絶縁膜
２２３ａ、２２３ｂ、２２３ｃ、２２３ｄ、２２３ｅ　：接続パッド
２２５　　：ランド部
２３４　　：ダイシングライン
２３５ａ、２３５ｂ、２３５ｃ、２３５ｄ、２３５ｅ　：開口部
２５１　　：ダイシングテープ
３００　　：配線母基板
３０１　　：製品形成部
４００　　：モールド装置
４０１　　：上型
４０２　　：下型
４０３　　：キャビティ
４０４　　：凹部
４０５　　：ゲート部
４０６　　：レジンタブレット
４０８　　：プランジャー
４０９　　：ランナー部
４１０　　：カル部



(18) JP 2014-82302 A 2014.5.8

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(19) JP 2014-82302 A 2014.5.8

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(20) JP 2014-82302 A 2014.5.8

【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】



(21) JP 2014-82302 A 2014.5.8

【図１５】

【図１６】

【図１７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

