
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１キャリア基板と、
　前記第１キャリア基板上にフェースダウン実装された第１半導体チップと、
　前記第１キャリア基板の裏面にフェースダウン実装された第２半導体チップと、
　第２キャリア基板と、
　前記第２キャリア基板上に搭載された第３半導体チップと、
　前記第２キャリア基板が前記第１半導体チップ上に保持されるように、前記第２キャリ
ア基板と前記第１キャリア基板とを接続する突出電極と、
　前記第３半導体チップを封止するモールド樹脂からなる封止材とを備え、
　前記第２キャリア基板は前記第１半導体チップ上に跨るように、第１キャリア基板上に
固定され、
　前記封止材の側壁は前記第２キャリア基板の側壁の位置に一致していることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項２】
　前記第１半導体チップおよび前記第２半導体チップは、圧接接合により前記第１キャリ
ア基板上に接続されてい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１キャリア基板を含む半導体装置と前記第２キャリア基板を含む半導体装置とは
等しい温度での弾性率が異なることを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置。
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【請求項４】
　前記第１半導体チップおよび前記第２半導体チップが搭載された第１キャリア基板はフ
リップチップ実装されたボールグリッドアレイ、前記第３半導体チップが搭載された第２
キャリア基板は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１～３のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第３半導体チップは複数のチップが積層された構造を含むことを特徴とする請求項
１～４のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第３半導体チップは、複数のチップが第２キャリア基板上に並列に配置された構造
を含む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】
　第１半導体チップを第１キャリア基板上にフェースダウン実装する工程と、
　第２半導体チップを前記第１キャリア基板の裏面にフェースダウン実装する工程と、
　第３半導体チップを第２キャリア基板上に実装する工程と、
　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２キャリア基板上に実装された第３半導体チップを封止樹脂で封止する工程と、
　前記第２キャリア基板が前記第１半導体チップ上に保持されるように、前記突出電極を
介して前記第２キャリア基板と前記第１キャリア基板とを接続する工程とを備え、
　前記第３半導体チップを前記封止樹脂で封止する工程は、
　前記第２キャリア基板に実装された複数の第３半導体チップを封止樹脂で一体的にモー
ルド成形する工程と、
　前記封止樹脂によりモールド成形された前記第２キャリア基板を前記第３半導体チップ
ごとに切断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。
【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、キャリア基板を介して半導体チップを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、キャリア基板を介して半導体チップを３次元実装する方法では、キャリ
ア基板の表裏で線膨張係数が異なるため、キャリア基板の反りが大きくなるという問題が
あった。
　そこで、本発明の目的は、キャリア基板の反りを抑制しつつ、異種チップの３次元実装
構造を実現することが可能な半導体装置および半導体装置の製造方法を提供することであ
る。
【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
リア基板と、前記第１キャリア基板上にフェースダウン実装された第１半導体チップと、
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前記第１キャリア基板の裏面にフェースダウン実装された第２半導体チップと、第２キャ
リア基板と、前記第２キャリア基板上に搭載された第３半導体チップと、前記第２キャリ
ア基板が前記第１半導体チップ上に保持されるように、前記第２キャリア基板と前記第１
キャリア基板とを接続する突出電極と、前記第３半導体チップを封止するモールド樹脂か
らなる封止材とを備え、前記第２キャリア基板は前記第１半導体チップ上に跨るように、
第１キャリア基板上に固定され、前記封止材の側壁は前記第２キャリア基板の側壁の位置
に一致していることを特徴とする。
【０００６】
　これにより、第１キャリア基板の表裏に材料物性の等しい半導体チップを設けることが
可能となり、第１キャリア基板の表裏の線膨張係数の差異を低減することが可能となる。
このため、第１キャリア基板の反りを抑制しつつ、第２キャリア基板を第１キャリア基板
上に積層することが可能となり、第１キャリア基板と第２キャリア基板との接続信頼性を
確保しつつ、異種チップの３次元実装構造を実現することが可能となる。
　また、第２キャリア基板の側壁の位置に封止材の側壁を一致させることにより、第１キ
ャリア基板上に第２キャリア基板を積層した際の高さの増大を抑制しつつ、第３半導体チ
ップを封止する封止材で第２キャリア基板の一面全体を補強することが可能となるととも
に、封止材のセル分割を行うことなく、第３半導体チップを封止することが可能となり、
第２キャリア基板上に搭載される第３半導体チップの搭載面積を増大させることが可能と
なる。
【００１１】
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半導体チップおよび前記第２
半導体チップは、圧接接合により前記第１キャリア基板上に接続されていることを特徴と
する。
これにより、第１半導体チップおよび第２半導体チップを第１キャリア基板上に接続する
際の低温化を図ることが可能となり、実際の使用時における第１キャリア基板の反りを低
減することが可能となる。
【００１２】
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キャリア基板を含む半導体装
置と前記第２キャリア基板を含む半導体装置とは等しい温度での弾性率が異なることを特
徴とする。
これにより、一方のキャリア基板で発生する反りを他方のキャリア基板で抑えることが可
能となり、第１キャリア基板と第２キャリア基板との間の接続信頼性を向上させることが
可能となる。
【００１３】
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半導体チップおよび前記第２
半導体チップが搭載された第１キャリア基板は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３半導体チップが搭載された第２キャリア基板は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。
【００１４】
これにより、３次元実装構造の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、半導体チップの種類が異なる場合においても、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。
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第３半導体チップは複数のチップ
が積層された構造を含むことを特徴とする。
【００１５】
これにより、種類またはサイズが異なる第３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。
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第３半導体チップは、複数のチッ
プが第２キャリア基板上に並列に配置された構造を含むことを特徴とする。
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【００１６】
　これにより、第３半導体チップ積層時の高さの増大を抑制しつつ、複数の第３半導体チ
ップを第１半導体チップ上に配置することが積可能となり、３次元実装時の接続信頼性の
劣化を抑制しつつ、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。
【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１半導体チップを第１
キャリア基板上にフェースダウン実装する工程と、第２半導体チップを前記第１キャリア
基板の裏面にフェースダウン実装する工程と、第３半導体チップを第２キャリア基板上に
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２キャリア
基板上に実装された第３半導体チップを封止樹脂で封止する工程と、前記第２キャリア基
板が前記第１半導体チップ上に保持されるように、前記突出電極を介して前記第２キャリ
ア基板と前記第１キャリア基板とを接続する工程とを備え、前記第３半導体チップを前記
封止樹脂で封止する工程は、前記第２キャリア基板に実装された複数の第３半導体チップ
を封止樹脂で一体的にモールド成形する工程と、前記封止樹脂によりモールド成形された
前記第２キャリア基板を前記第３半導体チップごとに切断する工程とを備えることを特徴
とする。
【００２３】
　これにより、第１キャリア基板の表裏に第１および第２半導体チップをそれぞれ設けた
状態で、第１キャリア基板上に第２キャリア基板を積層することが可能となる。このため
、第１キャリア基板の反りを抑制しつつ、パッケージングの異なる第３半導体チップを第
１半導体チップ上に積層することが可能となり、異種パッケージ間の接続信頼性を確保し
つつ、異種チップの３次元実装構造を実現することが可能となる。
　また、個々の第３半導体チップごとに封止樹脂をセル分割することなく、第３半導体チ
ップを封止樹脂で封止することが可能となるとともに、第２キャリア基板の一面全体を封
止樹脂で補強することが可能となる。
　このため、第３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、モールド成
形時の金型を共通化することが可能となり、封止樹脂工程を効率化することが可能となる
とともに、セル分割するためのスペースが不要となることから、第２キャリア基板上に搭
載される第３半導体チップの搭載面積を増大させることが可能となる。
【００２８】
【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）２３ａ、２３ｂがＡＣＦ接合により
両面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）３３ａ、３３ｂがワイヤボンド接続された半導体パッケージＰＫ１２を積層
したものである。
【００２９】
図１において、半導体パッケージＰＫ１１にはキャリア基板２１が設けられ、キャリア基
板２１の両面にはランド２２ａ、２２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリア基板２
１内には内部配線２２ｂが形成されている。そして、キャリア基板２１の表裏には、半導
体チップ２３ａ、２３ｂがそれぞれフリップチップ実装され、半導体チップ２３ａ、２３
ｂには、フリップチップ実装するための突出電極２４ａ、２４ｂがそれぞれ設けられてい
る。そして、半導体チップ２３ａ、２３ｂにそれぞれ設けられた突出電極２４ａ、２４ｂ
は、異方性導電シート２５ａ、２５ｂをそれぞれ介してランド２２ｃ、２２ａ上にそれぞ
れＡＣＦ（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）接合されている
。また、キャリア基板２１の裏面に設けられたランド２２ａ上には、キャリア基板２１を
マザー基板上に実装するための突出電極２６が設けられている。
【００３０】
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ここで、キャリア基板２１の表裏に半導体チップ２３ａ、２３ｂをそれぞれ搭載すること
により、キャリア基板２１の表裏における線膨張係数の差異を低減することが可能となり
、キャリア基板２１の反りを低減することが可能となる。また、ＡＣＦ接合により半導体
チップ２３ａ、２３ｂをキャリア基板２１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２３をキャリア基板２１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２１の反りを低減することが可能となる。
【００３１】
なお、キャリア基板２１の表裏に搭載される半導体チップ２３ａ、２３ｂの厚みおよびサ
イズは等しいことが好ましいが、半導体チップ２３ａ、２３ｂの厚みまたはサイズが異な
っていてもよい。
一方、半導体パッケージＰＫ１２にはキャリア基板３１が設けられ、キャリア基板３１の
両面にはランド３２ａ、３２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリア基板３１内には
内部配線３２ｂが形成されている。そして、キャリア基板３１上には、接着層３４ａを介
し半導体チップ３３ａがフェースアップ実装され、半導体チップ３３は、導電性ワイヤ３
５ａを介してランド３２ｃにワイヤボンド接続されている。さらに、半導体チップ３３ａ
上には、導電性ワイヤ３５ａを避けるようにして、半導体チップ３３ｂがフェースアップ
実装され、半導体チップ３３ｂは、接着層３４ｂを介して半導体チップ３３ａ上に固定さ
れるとともに、導電性ワイヤ３５ｂを介してランド３２ｃにワイヤボンド接続されている
。
【００３２】
また、キャリア基板３１の裏面に設けられたランド３２ａ上には、キャリア基板３１が半
導体チップ２３ａ上に保持されるように、キャリア基板３１をキャリア基板２１上に実装
するための突出電極３６が設けられている。ここで、突出電極３６は、半導体チップ２３
ａの搭載領域を避けるようにして配置され、例えば、キャリア基板３１の裏面の周囲に突
出電極３６を配置することができる。そして、キャリア基板２１上に設けられたランド２
２ｃに突出電極３６を接合させることにより、キャリア基板３１をキャリア基板２１上に
実装することができる。
【００３３】
これにより、キャリア基板２１の反りを抑制しつつ、パッケージングの異なる半導体チッ
プ３３ａ、３３ｂを半導体チップ２３ａ、２３ｂ上に積層することが可能となる。このた
め、キャリア基板２１、３１間の接続信頼性を確保しつつ、異種パッケージＰＫ１１、Ｐ
Ｋ１２を積層することが可能となり、異種の半導体チップ２３ａ、２３ｂ、３３ａ、３３
ｂの３次元実装構造を実現することが可能となる。
【００３４】
また、半導体チップ３３ａ、３３ｂは封止樹脂３７により封止され、封止樹脂３７は、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形成することが
できる。
ここで、半導体チップ３３ａ、３３ｂの実装面側のキャリア基板３１の一面全体に、モー
ルド成形により封止樹脂３７を形成することにより、様々の種類の半導体チップ３３ａ、
３３ｂがキャリア基板３１上に実装される場合においても、モールド成形時の金型を共通
化することが可能となり、封止樹脂工程を効率化することが可能となるとともに、封止樹
脂３７をセル分割するためのスペースが不要となることから、キャリア基板３１上に搭載
される半導体チップ３３ａ、３３ｂの搭載面積を増大させることが可能となる。
【００３５】
なお、キャリア基板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２１、３
１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２４ａ、２４ｂ、２６、３６としては、例えば、Ａｕバンプ、半田材などで被覆された
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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。ここで、突出
電極２６、３６として、例えば、半田ボールを用いることにより、汎用のＢＧＡを用いる
ことで、異種パッケーＰＫ１１、ＰＫ１２同士を積層することができ、製造ラインを流用
することができる。また、導電性ワイヤ３５ａ、３５ｂ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３１
をキャリア基板２１上に実装するために、突出電極３６をキャリア基板３１のランド３２
ａ上に設ける方法について説明したが、突出電極３６をキャリア基板２１のランド２２ｃ
上に設けるようにしてもよい。
【００３６】
また、上述した実施形態では、ＡＣＦ接合により半導体チップ２３をキャリア基板２１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、ＡＣＰ（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐａｓｔｅ）
接合、ＮＣＰ（Ｎｏｎｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐａｓｔｅ）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。さらに、上述した実施形態では、キャリア基板２１の表裏に半導体チップ２３ａ、
２３ｂをそれぞれ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２１の表
裏に複数の半導体チップをそれぞれ実装するようにしてもよい。
【００３７】
図２は、本発明の第２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２実施形態は、半導体チップ４３ａ、４３ｂがＡＣＦ接合により両面実装された半導体
パッケージＰＫ２１上に、スタックド構造の半導体チップ５３ａ、５３ｂがそれぞれフリ
ップチップ実装およびワイヤボンド接続された半導体パッケージＰＫ２２を積層したもの
である。
【００３８】
図２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、４２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリア基板４
１内には内部配線４２ｂが形成されている。そして、キャリア基板４１の表裏には、半導
体チップ４３ａ、４３ｂがそれぞれフリップチップ実装され、半導体チップ４３ａ、４３
ｂには、フリップチップ実装するための突出電極４４ａ、４４ｂがそれぞれ設けられてい
る。そして、半導体チップ４３ａ、４３ｂにそれぞれ設けられた突出電極４４ａ、４４ｂ
は、異方性導電シート４５ａ、４５ｂをそれぞれ介してランド４２ｃ、４２ａ上にそれぞ
れＡＣＦ接合されている。また、キャリア基板４１の裏面に設けられたランド４２ａ上に
は、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が設けられている。
【００３９】
ここで、キャリア基板４１の表裏に半導体チップ４３ａ、４３ｂをそれぞれ搭載すること
により、キャリア基板４１の表裏における線膨張係数の差異を低減することが可能となり
、キャリア基板４１の反りを低減することが可能となる。また、ＡＣＦ接合により半導体
チップ４３ａ、４３ｂをキャリア基板４１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４３ａ、４３ｂをキャリア基板４１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４１の反りを低減することが
可能となる。
【００４０】
一方、半導体パッケージＰＫ２２にはキャリア基板５１が設けられ、キャリア基板５１の
両面にはランド５２ａ、５２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリア基板５１内には
内部配線５２ｂが形成されている。そして、キャリア基板５１上には半導体チップ５３ａ
がフリップチップ実装され、半導体チップ５３ａには、フリップチップ実装するための突
出電極５５ａが設けられている。そして、半導体チップ５３ａに設けられた突出電極５５
ａは、異方性導電シート５４ａを介してランド５２ｃ上にＡＣＦ接合されている。さらに
、半導体チップ５３ａ上には、半導体チップ５３ｂがフェースアップ実装され、半導体チ
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ップ５３ｂは、接着層５４ｂを介して半導体チップ５３ａ上に固定されるとともに、導電
性ワイヤ５５ｂを介してランド５２ｃにワイヤボンド接続されている。
【００４１】
ここで、フェースダウン実装された半導体チップ５３ａ上に半導体チップ５３ｂをフェー
スアップ実装することにより、キャリア基板を介在させることなく、半導体チップ５３ａ
よりもサイズが同等かそれ以上の半導体チップ５３ｂを半導体チップ５３ａ上に積層する
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。
【００４２】
また、キャリア基板５１の裏面に設けられたランド５２ａ上には、キャリア基板５１が半
導体チップ４３ａに保持されるようにして、キャリア基板５１をキャリア基板４１上に実
装するための突出電極５６が設けられている。ここで、突出電極５６は、半導体チップ４
３ａの搭載領域を避けるようにして配置され、例えば、キャリア基板５１の裏面の周囲に
突出電極５６を配置することができる。そして、キャリア基板４１上に設けられたランド
４２ｃに突出電極５６を接合させることにより、キャリア基板５１をキャリア基板４１上
に実装することができる。
【００４３】
これにより、キャリア基板４１の反りを抑制しつつ、パッケージングの異なる半導体チッ
プ５３ａ、５３ｂを半導体チップ４３上に積層することが可能となる。このため、キャリ
ア基板４１、５１間の接続信頼性を確保しつつ、異種パッケージＰＫ２１、ＰＫ２２を積
層することが可能となり、異種の半導体チップ４３ａ、４３ｂ、５３ａ、５３ｂの３次元
実装構造を実現することが可能となる。
【００４４】
なお、突出電極４６、５６としては、例えば、半田ボールを用いることができる。これに
より、汎用のＢＧＡを用いることで、異種パッケーＰＫ２１、ＰＫ２２同士を積層するこ
とができ、製造ラインを流用することができる。
また、半導体チップ５３ａ、５３ｂは封止樹脂５７により封止され、封止樹脂５７は、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形成することが
できる。
【００４５】
ここで、半導体チップ５３ａ、５３ｂの実装面側のキャリア基板５１の一面全体に、モー
ルド成形により封止樹脂５７を形成することにより、様々の種類の半導体チップ５３ａ、
５３ｂがキャリア基板５１上に実装される場合においても、モールド成形時の金型を共通
化することが可能となり、封止樹脂工程を効率化することが可能となるとともに、封止樹
脂５７をセル分割するためのスペースが不要となることから、キャリア基板５１上に搭載
される半導体チップ５３ａ、５３ｂの搭載面積を増大させることが可能となる。
【００４６】
図３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、複数の半導体チップ６２ａ～６２ｃを封止樹脂６４で一体的にモー
ルド成形した後、個々の半導体チップ６２ａ～６２ｃごとに切断することにより、半導体
チップ６２ａ～６２ｃがそれぞれ実装されたキャリア基板６１ａ～６１の一面全体に封止
樹脂６４ａ～６４ｃをそれぞれ形成するようにしたものである。
【００４７】
図３（ａ）において、キャリア基板６１には、複数の半導体チップ６２ａ～６２ｃを搭載
する搭載領域が設けられている。そして、複数の半導体チップ６２ａ～６２ｃをキャリア
基板６１上に実装し、導電性ワイヤ６３ａ～６３ｃをそれぞれ介してキャリア基板６１に
ワイヤボンド接続する。なお、半導体チップ６２ａ～６２ｃをワイヤボンド接続する方法
以外にも、半導体チップ６２ａ～６２ｃをキャリア基板６１上に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６２ａ～６２ｃの積層構造をキャリア基板６１上に実装
してもよい。
【００４８】
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次に、図３（ｂ）に示すように、キャリア基板６１上に実装された複数の半導体チップ６
２ａ～６２ｃを封止樹脂６４で一体的にモールド成形する。ここで、複数の半導体チップ
６２ａ～６２ｃを封止樹脂６４で一体的にモールド成形することにより、様々の種類の半
導体チップ６２ａ～６２ｃがキャリア基板６１上に実装される場合においても、モールド
成形時の金型を共通化することが可能となり、封止樹脂工程を効率化することが可能とな
るとともに、封止樹脂６４をセル分割するためのスペースが不要となることから、キャリ
ア基板６１上に搭載される半導体チップ６２ａ～６２ｃの搭載面積を増大させることが可
能となる。
【００４９】
次に、図３（ｃ）に示すように、半田ボールなどの突出電極６５ａ～６５ｃを各キャリア
基板６１ａ～６１ｃの裏面に形成する。そして、図３（ｄ）に示すように、キャリア基板
６１および封止樹脂６４を個々の半導体チップ６２ａ～６２ｃごとに切断することにより
、半導体チップ６２ａ～６２ｃが封止樹脂６４ａ～６４ｃでそれぞれ封止されたキャリア
基板６１ａ～６１ｃごとに分割する。
【００５０】
ここで、キャリア基板６１および封止樹脂６４を一体的に切断することにより、半導体チ
ップ６２ａ～６２ｃの実装面側のキャリア基板１ａ～６１ｃの一面全体に封止樹脂６４ａ
～６４ｃをそれぞれ形成することが可能となる。このため、製造工程の複雑化を抑制しつ
つ、突出電極６５ａ～６５ｃの配置領域の剛性を向上させることが可能となり、キャリア
基板６１ａ～６１ｃの反りを低減させることが可能となる。なお、突出電極６５ａ～６５
ｃは、各個片に切断後に形成してもよい。
【００５１】
図４、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、半導体チップ７３ａ、７３ｂがＡＣＦ接合により両面実装さ
れた半導体パッケージＰＫ３１上に、封止樹脂８４で封止された半導体パッケージＰＫ３
２を積層したものである。
図４（ａ）において、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の表裏に異方性導
電シート７５ａ、７５ｂをそれぞれ貼り付け、異方性導電シート７５ｂ上にはセパレータ
７８を付着させたままにしておく。なお、セパレータ７８は、例えば、ＰＥＴなどにより
構成することができる。
【００５２】
次に、図４（ｂ）に示すように、半導体チップ７３ａの位置合わせを行いながら、異方性
導電シート７５ａ上に半導体チップ７３ａを仮圧着する。そして、半導体チップ７３ａが
仮圧着されると、図４（ｃ）に示すように、異方性導電シート７５ｂ上のセパレータ７８
を剥がす。そして、図４（ｄ）に示すように、半導体チップ７３ｂの位置合わせを行いな
がら、異方性導電シート７５ｂ上に半導体チップ７３ｂを仮圧着する。
【００５３】
そして、半導体チップ７３ａ、７３ｂが異方性導電シート７５ａ，７５ｂ上にそれぞれ仮
圧着されると、半導体チップ７３ａ、７３ｂが仮圧着されたキャリア基板７１を加熱しな
がら上下から荷重をかける。そして、図４（ｅ）に示すように、突出電極７４ａ、７４ｂ
をそれぞれ介し半導体チップ７３ａ、７３ｂをキャリア基板７１にＡＣＦ接合させ、半導
体チップ７３ａ、７３ｂが両面実装された半導体パッケージＰＫ３１を製造する。
【００５４】
次に、図５（ａ）において、半導体パッケージＰＫ３２にはキャリア基板８１が設けられ
、キャリア基板８１の裏面にはランド８２が形成され、ランド８２上には半田ボールなど
の突出電極８３が設けられている。また、キャリア基板８１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８１の一面全体は、封止樹脂８４で封止され
ている。なお、キャリア基板８１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
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体チップの積層構造を実装するようにしてもよい。
【００５５】
そして、半導体パッケージＰＫ３１上に半導体パッケージＰＫ３２を積層する場合、キャ
リア基板７１のランド７２ｂ上にフラックス７６を供給する。なお、キャリア基板７１の
ランド７２ｂ上には、フラックス７６の代わりに半田ペーストを供給してもよい。
次に、図５（ｂ）に示すように、半導体パッケージＰＫ３１上に半導体パッケージＰＫ３
２をマウントし、リフロー処理を行うことにより、突出電極８３をランド７２ｂ上に接合
させる。
【００５６】
次に、図５（ｃ）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７７を形成する。
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１０３ａ、１０３ｂが両面にフリップチップ実装されたキ
ャリア基板１０１上に、スタックド構造の半導体チップ１１３ａ～１１３ｃを３次元実装
するようにしたものである。
【００５７】
図６において、半導体パッケージＰＫ４１にはキャリア基板１０１が設けられ、キャリア
基板１０１の両面にはランド１０２ａ、１０２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリ
ア基板１０１内には内部配線１０２ｂが形成されている。そして、キャリア基板１０１の
両面には、半導体チップ１０３ａ、１０３ｂがそれぞれフリップチップ実装され、半導体
チップ１０３ａ、１０３ｂには、フリップチップ実装するための突出電極１０４ａ、１０
４ｂがそれぞれ設けられている。そして、半導体チップ１０３ａ、１０３ｂにそれぞれ設
けられた突出電極１０４ａ、１０４ｂは、異方性導電シート１０５ａ、１０５ｂをそれぞ
れ介してランド１０２ｃ、１０２ａ上にそれぞれＡＣＦ接合されている。なお、半導体チ
ップ１０３ａ、１０３ｂをキャリア基板１０１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１０
１の裏面に設けられたランド１０２ａ上には、キャリア基板１０１をマザー基板上に実装
するための突出電極１０６が設けられている。ここで、キャリア基板１０１の表裏に半導
体チップ１０３ａ、１０３ｂをそれぞれ搭載することにより、キャリア基板１０１の表裏
における線膨張係数の差異を低減することが可能となり、キャリア基板１０１の反りを低
減することが可能となる。
【００５８】
一方、半導体パッケージＰＫ４２にはキャリア基板１１１が設けられ、キャリア基板１１
１の両面にはランド１１２ａ、１１２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリア基板１
１１内には内部配線１１２ｂが形成されている。
また、半導体チップ１１３ａ～１１３ｃには、電極パッド１１４ａ～１１４ｃがそれぞれ
設けられるとともに、各電極パッド１１４ａ～１１４ｃが露出するようにして、絶縁膜１
１５ａ～１１５ｃがそれぞれ設けられている。そして、半導体チップ１１３ａ～１１３ｃ
には、例えば、各電極パッド１１４ａ～１１４ｃの位置に対応して、貫通孔１１６ａ～１
１６ｃがそれぞれ形成され、貫通孔１１６ａ～１１６ｃ内には、絶縁膜１１７ａ～１１７
ｃおよび導電膜１１８ａ～１１８ｃをそれぞれ介して、貫通電極１１９ａ～１１９ｃがそ
れぞれ形成されている。そして、貫通電極１１９ａ～１１９ｃが形成された半導体チップ
１１３ａ～１１３ｃは、貫通電極１１９ａ～１１９ｃをそれぞれ介して積層され、半導体
チップ１１３ａ～１１３ｃ間の隙間には樹脂１２０ａ、１２０ｂがそれぞれ注入されてい
る。
【００５９】
また、半導体チップ１１３ａに形成された貫通電極１１９ａ上には、半導体チップ１１３
ａ～１１３ｃの積層構造をフリップチップ実装するための突出電極１２１が設けられてい
る。そして、キャリア基板１１１上に設けられたランド１１２ｃ上に突出電極１２１が接
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合されるとともに、キャリア基板１１１上に実装された半導体チップ１１３ａの表面が封
止樹脂１２２で封止され、半導体チップ１１３ａ～１１３ｃの積層構造がキャリア基板１
１１上に実装されている。
【００６０】
また、キャリア基板１１１の裏面に設けられたランド１１２ａ上には、キャリア基板１１
１が半導体チップ１０３ａ上に保持されるように、キャリア基板１１１をキャリア基板１
０１上に実装するための突出電極１２３が設けられている。
ここで、突出電極１２３は、半導体チップ１０３ａの搭載領域を避けるようにして配置さ
れ、例えば、キャリア基板１１１の周囲に突出電極１２３を配置することができる。そし
て、キャリア基板１０１上に設けられたランド１０２ｃ上に突出電極１２３を接合させる
ことにより、キャリア基板１１１をキャリア基板１０１上に実装することができる。
【００６１】
これにより、キャリア基板１０１の反りを抑制しつつ、半導体チップ１１１ａ～１１１ｃ
の積層構造を半導体チップ１０３ａ上に実装することが可能となる。このため、キャリア
基板１０１、１１１間の接続信頼性を確保しつつ、異種パッケージＰＫ４１、ＰＫ４２を
積層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、異種の半導体チップ１０
３ａ、１０３ｂ、１１３ａ～１１３ｃの３次元実装構造を実現することが可能となる。
【００６２】
なお、突出電極１０４ａ１０４ｂ、１０６、１２１、１２３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１１３ａ～１１３ｃの３層構
造をキャリア基板１１１上に実装する方法について説明したが、キャリア基板１１１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。
【００６３】
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、半導体チップ２０３ａ、２０３ｂが両面にフリップチップ実装されたキ
ャリア基板２０１上に、Ｗ－ＣＳＰ（ウエハレベル－チップサイズパッケージ）を３次元
実装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ＰＫ５１にはキャリア基板２０１が設けられ、キャリア
基板２０１の両面にはランド２０２ａ、２０２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリ
ア基板２０１内には内部配線２０２ｂが形成されている。そして、キャリア基板２０１の
両面には、半導体チップ２０３ａ、２０３ｂがそれぞれフリップチップ実装され、半導体
チップ２０３ａ、２０３ｂには、フリップチップ実装するための突出電極２０４ａ、２０
４ｂがそれぞれ設けられている。そして、半導体チップ２０３ａ、２０３ｂにそれぞれ設
けられた突出電極２０４ａ、２０４ｂは、異方性導電シート２０５ａ、２０５ｂをそれぞ
れ介してランド２０２ｃ、２０２ａ上にそれぞれＡＣＦ接合されている。また、キャリア
基板２０１の裏面に設けられたランド２０２ａ上には、キャリア基板２０１をマザー基板
上に実装するための突出電極２０６が設けられている。ここで、キャリア基板２０１の表
裏に半導体チップ２０３ａ、２０３ｂをそれぞれ搭載することにより、キャリア基板２０
１の表裏における線膨張係数の差異を低減することが可能となり、キャリア基板２０１の
反りを低減することが可能となる。
【００６４】
一方、半導体パッケージＰＫ５２には半導体チップ２１１が設けられ、半導体チップ２１
１には、電極パッド２１２が設けられるとともに、電極パッド２１２が露出するようにし
て、絶縁膜２１３が設けられている。そして、半導体チップ２１１上には、電極パッド２
１２が露出するようにして応力緩和層２１４が形成され、電極パッド２１２上には、応力
緩和層２１４上に延伸された再配置配線２１５が形成されている。そして、再配置配線２
１５上にはソルダレジスト膜２１６が形成され、ソルダレジスト膜２１６には、応力緩和
層２１４上において再配置配線２１５を露出させる開口部２１７が形成されている。そし
て、開口部２１７を介して露出された再配置配線２１５上には、半導体パッケージＰＫ５
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２が半導体チップ２０３ａ上に保持されるように、半導体チップ２１１をキャリア基板２
０１上にフェースダウン実装するための突出電極２１８が設けられている。
【００６５】
ここで、突出電極２１８は、半導体チップ２０３ａの搭載領域を避けるようにして配置さ
れ、例えば、半導体チップ２１１の周囲に突出電極２１８を配置することができる。そし
て、キャリア基板２０１上に設けられたランド２０２ｃ上に突出電極２１８を接合するこ
とにより、半導体パッケージＰＫ５２をキャリア基板２０１上に実装することができる。
【００６６】
これにより、キャリア基板２０１の反りを抑制しつつ、半導体チップ２０３ａ、２０３ｂ
が両面にフリップチップ実装されたキャリア基板２０１上にＷ－ＣＳＰを積層することが
できる。このため、半導体チップ２０３ａ、２０３ｂ、２１１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２０３、２１１間にキャリア基板を介在させることなく
、半導体チップ２０３上に半導体チップ２１１を３次元実装することが可能となるととも
に、キャリア基板２０１、２１１間の接続信頼性を向上させることが可能となり、３次元
実装された半導体チップ２０３ａ、２０３ｂ、２１１の信頼性の劣化を抑制しつつ、半導
体チップ２０３ａ、２０３ｂ、２１１実装時の省スペース化を図ることが可能となる。
【００６７】
なお、半導体パッケージＰＫ５２をキャリア基板２０１上に実装する場合、例えば、ＡＣ
Ｆ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２０４ａ、２０４ｂ、２０６、
２１８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、キャリ
ア基板２０１上にフリップチップ実装された１個の半導体チップ２０３ａ上に半導体パッ
ケージＰＫ５２を実装する方法を例にとって説明したが、キャリア基板２０１上にフリッ
プチップ実装された複数の半導体チップ上に半導体パッケージＰＫ５２を実装するように
してもよい。
【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３２３がＡＣＦ接合により実装された半導体パッケージＰ
Ｋ６１上に、スタックド構造の半導体チップ３３３ａ、３３３ｂが表面に実装されるとと
もに、半導体チップ３３３ｃが裏面に実装された半導体パッケージＰＫ６２を積層したも
のである。
【００６９】
図８において、半導体パッケージＰＫ６１にはキャリア基板３２１が設けられ、キャリア
基板３２１の両面にはランド３２２ａ、３２２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリ
ア基板３２１内には内部配線３２２ｂが形成されている。そして、キャリア基板３２１の
裏面には、半導体チップ３２３がフリップチップ実装され、半導体チップ３２３には、フ
リップチップ実装するための突出電極３２４が設けられている。そして、半導体チップ３
２３に設けられた突出電極３２４は、異方性導電シート３２５を介してランド３２２ａ上
にＡＣＦ接合されている。また、キャリア基板３２１の裏面に設けられたランド３２２ａ
上には、キャリア基板３２１をマザー基板上に実装するための突出電極３２６が設けられ
ている。
【００７０】
ここで、ＡＣＦ接合により半導体チップ３２３をキャリア基板３２１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３２３をキャリア基板３２１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３２１の反
りを低減することが可能となる。
【００７１】
一方、半導体パッケージＰＫ６２にはキャリア基板３３１が設けられ、キャリア基板３３
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１の両面にはランド３３２ａ、３３２ｃがそれぞれ形成されるとともに、キャリア基板３
３１内には内部配線３３２ｂが形成されている。そして、キャリア基板３３１上には、接
着層３３４ａを介し半導体チップ３３３ａがフェースアップ実装され、半導体チップ３３
３は、導電性ワイヤ３３５ａを介してランド３３２ｃにワイヤボンド接続されている。さ
らに、半導体チップ３３３ａ上には、導電性ワイヤ３３５ａを避けるようにして、半導体
チップ３３３ｂがフェースアップ実装され、半導体チップ３３３ｂは、接着層３３４ｂを
介して半導体チップ３３３ａ上に固定されるとともに、導電性ワイヤ３３５ｂを介してラ
ンド３３２ｃにワイヤボンド接続されている。
【００７２】
また、キャリア基板３３１の裏面には、半導体チップ３３３ｃがフリップチップ実装され
、半導体チップ３３３ｃには、フリップチップ実装するための突出電極３３４ｃが設けら
れている。そして、半導体チップ３３３ｃに設けられた突出電極３３４ｃは、異方性導電
シート３３５ｃを介してランド３３２ａ上にＡＣＦ接合されている。さらに、キャリア基
板３３１の裏面に設けられたランド３３２ａ上には、キャリア基板３３１をキャリア基板
３２１上に実装するための突出電極３３６が設けられている。そして、キャリア基板３２
１上に設けられたランド３２２ｃに突出電極３３６を接合させることにより、キャリア基
板３１をキャリア基板３２１上に実装することができる。
【００７３】
ここで、キャリア基板３３１の表面に半導体チップ３３３ａ、３３３ｂを搭載するととも
に、キャリア基板３３１の裏面に半導体チップ３３３ｃを搭載することにより、キャリア
基板３３１の表裏における線膨張係数の差異を低減することが可能となり、キャリア基板
３３１の反りを低減することが可能となる。
このため、キャリア基板３３１の反りを抑制しつつ、パッケージングの異なる半導体チッ
プ３３３ａ～３３３ｃを半導体チップ３２３上に積層することが可能となる。この結果、
キャリア基板３２１、３３１間の接続信頼性を確保しつつ、異種パッケージＰＫ６１、Ｐ
Ｋ６２を積層することが可能となり、異種の半導体チップ３２３、３３３ａ～３３３ｃの
３次元実装構造を実現することが可能となる。
【００７４】
また、半導体チップ３３３ａ、３３３ｂは封止樹脂３３７により封止され、封止樹脂３３
７は、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形成す
ることができる。
なお、上述した実施形態では、キャリア基板の両面に半導体チップを搭載する方法につい
て説明したが、キャリア基板の一方の面に半導体チップを搭載し、キャリア基板の他方の
面にダミーチップを搭載するようにしてもよい。これにより、ダミーチップとして、半導
体系材料のほか、金属系材料、セラミック系材料または樹脂系材料などを使用することが
でき、キャリア基板に搭載可能な材料に制約をなくすことが可能となることから、キャリ
ア基板の反りの状態を精密に制御することが可能となる。
【００７５】
また、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、電子機器の小型・軽量化を可能としつつ、電子機器の
信頼性を向上させることができる。
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２実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
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【図３】　第３実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【図４】　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。
【図５】　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。
【図６】　第５実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図。
【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。
【符号の説明】
２１、３１、４１、５１、６１、６１ａ～６１ｃ、７１、８１、１０１、１１１、２０１
、３２１、３３１　キャリア基板、２２ａ、２２ｃ、３２ａ、３２ｃ、４２ａ、４２ｃ、
５２ａ、５２ｃ、７２ａ、７２ｂ、８２、１０２ａ、１０２ｃ、１１２ａ、１１２ｃ、２
０２ａ、２０２ｃ、３２２ａ、３２２ｃ、３３２ａ、３３２ｃ　ランド、２２ｂ、３２ｂ
、４２ｂ、５２ｂ、１０２ｂ、１１２ｂ、２０２ｂ、３２２ｂ、３３２ｂ　内部配線、２
３ａ、２３ｂ、３３ａ、３３ｂ、４３ａ、４３ｂ、５３ａ、５３ｂ、６２ａ～６２ｃ、７
３ａ、７３ｂ、１０３ａ、１０３ｂ、１１３ａ～１１３ｃ、２０３ａ、２０３ｂ、２１１
、３２３、３３３ａ～３３３ｃ　半導体チップ、２４ａ、２４ｂ、２６、３６、４４ａ、
４４ｂ、４６、５５ａ、５６、６５ａ～６５ｃ、７４ａ、７４ｂ、７７、８３、１０４ａ
、１０４ｂ、１２１、１２３、２０４ａ、２０４ｂ、２０６、２１８、３２４、３２６、
３３４ｃ、３３６　突出電極、２５ａ、２５ｂ、４５ａ、４５ｂ、５４ａ、７５ａ、７５
ｂ、１０５ａ、１０５ｂ、２０５ａ、２０５ｂ、３２５、３３５ｃ　異方性導電シート、
３４ａ、３４ｂ、５４ｂ、３３４ａ、３３４ｂ　接着層、３５ａ、３５ｂ、５５ｂ、６３
ａ～６３ｃ、３３５ａ、３３５ｂ　導電性ワイヤ、３７、５７、６４、６４ａ～６４ｃ、
８４、１２０ａ、１２０ｂ、１２２、３３７　封止樹脂、７６　フラックス、７８　セパ
レータ、１１４ａ～１１４ｃ、２１２　電極パッド、１１５ａ～１１５ｃ、１１７ａ～１
１７ｃ、２１３絶縁膜、１１６ａ～１１６ｃ　貫通孔、１１８ａ～１１８ｃ　導電膜、１
１９ａ～１１９ｃ　貫通電極、２１４　応力緩和層、２１５　再配置配線、２１６　ソル
ダレジスト層、２１７　開口部、ＰＫ１１、ＰＫ１２、ＰＫ２１、ＰＫ２２、ＰＫ３１、
ＰＫ３２、ＰＫ４１、ＰＫ４２、ＰＫ５１、ＰＫ５２、ＰＫ６１、ＰＫ６２　半導体パッ
ケージ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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