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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極取り出し用の第１金属ポストが複数のチップ領域それぞれの表面に形成された半導
体ウエーハを準備する工程と、
　電極取り出し用の第２金属ポストが表面に形成された第１の半導体チップを準備する工
程と、
　前記半導体ウエーハ表面のチップ領域上にフェイスアップで前記第１の半導体チップを
配置する工程と、
　前記半導体ウエーハ上、前記第１金属ポスト、前記第１の半導体チップ及び前記第２金
属ポストを第１樹脂により封止する工程と、
　前記第１樹脂を所望量除去することにより、前記第１金属ポスト及び前記第２金属ポス
トそれぞれの頭部を露出させる工程と、
　前記第１金属ポスト及び前記第２金属ポストそれぞれの表面上に外部端子を配置する工
程と、
　前記半導体ウエーハを分割することにより、前記第１の半導体チップと一体化された第
２の半導体チップを形成する工程と、
　前記第２の半導体チップの裏面上にフェイスアップでボンディングパッドを有する第３
の半導体チップを配置する工程と、
　表面に配線パターンを有するテープ基板を準備する工程と、
　前記テープ基板の表面上にフェイスダウンで前記第１の半導体チップを載置し、前記外
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部端子と前記配線パターンとをボンディング接続する工程と、
　前記ボンディングパッドと前記配線パターンとをボンディングワイヤーにより接続する
工程と、
　前記テープ基板の表面上、前記ボンディングワイヤー、前記第１乃至第３の半導体チッ
プを第２樹脂により封止する工程と、
を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　電極取り出し用の第１金属ポストが複数のチップ領域それぞれの表面に形成された半導
体ウエーハを準備する工程と、
　電極取り出し用の第２金属ポストが表面に形成された第１の半導体チップを準備する工
程と、
　前記半導体ウエーハ表面のチップ領域上にフェイスアップで前記第１の半導体チップを
配置する工程と、
　前記半導体ウエーハ上、前記第１金属ポスト、前記第１の半導体チップ及び前記第２金
属ポストを第１樹脂により封止する工程と、
　前記第１樹脂を所望量除去することにより、前記第１金属ポスト及び前記第２金属ポス
トそれぞれの頭部を露出させる工程と、
　前記第１金属ポスト及び前記第２金属ポストそれぞれの表面上に外部端子を配置する工
程と、
　前記半導体ウエーハを分割することにより、前記第１の半導体チップと一体化された第
２の半導体チップを形成する工程と、
　前記第２の半導体チップの裏面上にフェイスアップで第１ボンディングパッドを有する
第３の半導体チップを配置する工程と、
　前記第３の半導体チップの表面上にフェイスアップで第２ボンディングパッドを有する
第４の半導体チップを配置する工程と、
　表面に配線パターンを有するテープ基板を準備する工程と、
　前記テープ基板の表面上にフェイスダウンで前記第１の半導体チップを載置し、前記外
部端子と前記配線パターンとをボンディング接続する工程と、
　前記第１及び第２ボンディングパッドそれぞれと前記配線パターンとをボンディングワ
イヤーにより接続する工程と、
　前記テープ基板の表面上、前記ボンディングワイヤー、前記第１乃至第４の半導体チッ
プを第２樹脂により封止する工程と、
を具備す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、半導体装置及びその製造方法に係わり、特に、ＣＳＰ(Chip Size Package)レ
ベルに小型化された半導体装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話や情報端末機器類の小型化に伴い、プリント回路基板等への搭載部品の小
型、軽量化が要求され、ＬＳＩ等の半導体装置も、チップ積層構造でＣＳＰレベルの高密
度実装が要求される。従来、例えば、特開平１１－２０４７２０号公報には、図９に示す
ような実装用外部端子５３を有する絶縁基板５５上に、ダイシングされた第１及び第２の
半導体チップ５１，５２の素子形成面を上側にして絶縁性接着層５７，５９で重ね合わせ
、各々の電極パッドからＡｕ，Ａｌ等のワイヤー５４を用いて前記絶縁基板５５上の配線
部５８に接続させた後、樹脂５６で封止するスタックドレベルのＣＳＰ型半導体装置が開
示されている。
【０００３】
また、１９９９年の日経マイクロデバイス２月号ｐ３８～ｐ６７や電子材料９月号ｐ２１
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～ｐ８５に示されるように、ウエーハ処理工程とパッケージ組立工程を一本化したウエー
ハレベルのＣＳＰ型半導体装置の供給が行われるようになった。その特徴は、従来の単チ
ップから作られるＣＳＰ型に比べ、インタポーザ等の部品点数や工程数の削減による製造
コストを抑え、パッケージトータルの低コスト化を図るものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述したワイヤーを用いたスタックドレベルのＣＳＰ型半導体装置も小型化を狙ったもの
であるが、第１の半導体チップ５１の表面に第２の半導体チップ５２のボンディング領域
を確保する必要があるため、チップ表面と平行方向（横方向）のサイズを縮小することが
困難である。
【０００５】
また、上述したようにボンディング領域を確保する必要があるため、例えば単純にメモリ
ーアップしたいような場合でも、上層のチップと下層のチップのデザインを変更する必要
が生じる。
【０００６】
また、ワイヤーボンディング装置の能力からワイヤーピッチの制限、又空間でのワイヤー
形状コントロールが困難で、大型ＬＳＩの多ピンパッケージには不向きである。
【０００７】
一方、ウエーハレベルのＣＳＰ型半導体装置は、平面的にほぼチップサイズに小型化され
るメリットもあるが、積層化することが難しいため、更なる高密度化を望まれているが、
前述した従来の半導体装置ではそれにも限界がある。
【０００８】
本発明は上記のような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、小型化、高密度
化を実現できる信頼性の高い半導体装置及びその製造方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明に係る半導体装置は、テープ基板表面上にフェイスダウ
ンで第１の半導体チップが配置され、第１の半導体チップの裏面上にフェイスアップで第
２の半導体チップが配置された半導体装置であって、
テープ基板の表面に形成された配線パターンと、
テープ基板の裏面に形成された実装用外部端子と、
上記配線パターンに接続された第１の半導体チップの外部端子と、
第２の半導体チップの表面に形成されたボンディングパッドと、
このボンディングパッドと配線パターンとが接続されたボンディングワイヤーと、
テープ基板の表面上、ボンディングワイヤー、第１及び第２の半導体チップが封止された
樹脂と、
を具備することを特徴とする。
【００１０】
上記半導体装置によれば、第１の半導体チップをテープ基板上の配線パターンと外部端子
により接続し、第２の半導体チップをボンディングワイヤーによりテープ基板の配線パタ
ーンに接続している。このようにボンディングワイヤーを用いるチップを少なくしている
ので、第２の半導体チップのチップデザインの自由度、柔軟性を高めることができる。ま
た、第１の半導体チップの表面にボンディング領域を確保する必要がないので、チップ表
面と平行方向（横方向）のサイズを縮小することが可能となり、半導体装置の小型化、高
密度化が可能となる。また、ボンディングワイヤーのワイヤーピッチの制限、又空間での
ワイヤー形状コントロールが容易となるので、ワイヤーによる信頼性の低下の回避でき、
半導体装置の信頼性を向上できる。
【００１１】
本発明に係る半導体装置は、テープ基板表面上にフェイスダウンで第１の半導体チップが
配置され、第１の半導体チップの裏面上にフェイスアップで第２の半導体チップが配置さ
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れ、第２の半導体チップの表面上にフェイスアップで第３の半導体チップが配置された半
導体装置であって、
テープ基板の表面に形成された配線パターンと、
テープ基板の裏面に形成された実装用外部端子と、
上記配線パターンに接続された第１の半導体チップの外部端子と、
第２の半導体チップの表面に形成された第１ボンディングパッドと、
第３の半導体チップの表面に形成された第２ボンディングパッドと、
第１ボンディングパッド及び第２ボンディングパッドそれぞれと配線パターンとが接続さ
れたボンディングワイヤーと、
テープ基板の表面上、ボンディングワイヤー、第１乃至第３の半導体チップが封止された
樹脂と、
を具備することを特徴とする。
【００１２】
また、本発明に係る半導体装置においては、上記外部端子と第１の半導体チップ表面との
間に形成された金属ポストと、この金属ポストの周囲及び第１の半導体チップ表面が封止
された樹脂と、をさらに含むことも可能である。
【００１３】
また、本発明に係る半導体装置においては、上記金属ポストはメッキ膜又は金属ボールで
形成されていることが好ましい。
【００１４】
また、本発明に係る半導体装置においては、上記外部端子の周囲及び第１の半導体チップ
表面が封止された樹脂をさらに含み、この外部端子の表面は樹脂から露出していることも
可能である。
【００１５】
本発明に係る半導体装置は、テープ基板表面上にフェイスダウンで第１の半導体チップが
配置され、第１の半導体チップの裏面上にフェイスダウンで第２の半導体チップが配置さ
れ、第２の半導体チップの裏面上にフェイスアップで第３の半導体チップが配置された半
導体装置であって、
テープ基板の表面に形成された配線パターンと、
テープ基板の裏面に形成された実装用外部端子と、
上記配線パターンに接続された第１の半導体チップの外部端子と、
上記配線パターンに接続された第２の半導体チップの外部端子と、
第３の半導体チップの表面に形成されたボンディングパッドと、
このボンディングパッドと配線パターンとが接続されたボンディングワイヤーと、
テープ基板の表面上、ボンディングワイヤー、第１乃至第３の半導体チップが封止された
樹脂と、
を具備することを特徴とする。
【００１６】
本発明に係る半導体装置は、テープ基板表面上にフェイスダウンで第１の半導体チップが
配置され、第１の半導体チップの裏面上にフェイスダウンで第２の半導体チップが配置さ
れ、第２の半導体チップの裏面上にフェイスアップで第３の半導体チップが配置され、第
３の半導体チップの表面上にフェイスアップで第４の半導体チップが配置された半導体装
置であって、
テープ基板の表面に形成された配線パターンと、
テープ基板の裏面に形成された実装用外部端子と、
上記配線パターンに接続された第１の半導体チップの外部端子と、
上記配線パターンに接続された第２の半導体チップの外部端子と、
第３の半導体チップの表面に形成された第１ボンディングパッドと、
第４の半導体チップの表面に形成された第２ボンディングパッドと、
第１及び第２ボンディングパッドそれぞれと配線パターンとが接続されたボンディングワ
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イヤーと、
テープ基板の表面上、ボンディングワイヤー、第１乃至第４の半導体チップが封止された
樹脂と、
を具備することを特徴とする。
【００１７】
また、本発明に係る半導体装置においては、上記外部端子と第１及び第２の半導体チップ
それぞれの表面との間に形成された金属ポストと、この金属ポストの周囲、第１の半導体
チップ及び第２の半導体チップ表面上が封止された樹脂と、をさらに含むことも可能であ
る。
【００１８】
また、本発明に係る半導体装置においては、上記金属ポストはメッキ膜又は金属ボールで
形成されていることが好ましい。
【００１９】
また、本発明に係る半導体装置においては、上記外部端子の周囲、第１の半導体チップ及
び第２の半導体チップ表面上が封止された樹脂をさらに含み、この外部端子の表面は樹脂
から露出していることも可能である。
【００２０】
本発明に係る半導体装置の製造方法は、表面に外部端子を有する第１の半導体チップ及び
表面にボンディングパッドを有する第２の半導体チップを準備し、表面に配線パターンを
有するテープ基板を準備する工程と、
第１の半導体チップの裏面にフェイスアップで第２の半導体チップを配置する工程と、
テープ基板の表面上にフェイスダウンで第１の半導体チップを載置し、外部端子と配線パ
ターンとをボンディング接続する工程と、
ボンディングパッドと配線パターンとをボンディングワイヤーにより接続する工程と、
テープ基板の表面上、ボンディングワイヤー、第１及び第２の半導体チップを樹脂により
封止する工程と、
を具備することを特徴とする。
【００２１】
本発明に係る半導体装置の製造方法は、表面に外部端子を有する第１の半導体チップ、表
面に第１ボンディングパッドを有する第２の半導体チップ、及び、表面に第２ボンディン
グパッドを有する第３の半導体チップを準備し、表面に配線パターンを有するテープ基板
を準備する工程と、
第１の半導体チップの裏面にフェイスアップで第２の半導体チップを配置する工程と、
第２の半導体チップの表面にフェイスアップで第３の半導体チップを配置する工程と、
テープ基板の表面上にフェイスダウンで第１の半導体チップを載置し、外部端子と配線パ
ターンとをボンディング接続する工程と、
第１及び第２ボンディングパッドそれぞれと配線パターンとをボンディングワイヤーによ
り接続する工程と、
テープ基板の表面上、ボンディングワイヤー、第１乃至第３の半導体チップを樹脂により
封止する工程と、
を具備することを特徴とする。
【００２２】
本発明に係る半導体装置の製造方法は、電極取り出し用の第１金属ポストが複数のチップ
領域それぞれの表面に形成された半導体ウエーハを準備する工程と、
電極取り出し用の第２金属ポストが表面に形成された第１の半導体チップを準備する工程
と、
上記半導体ウエーハ表面のチップ領域上にフェイスアップで第１の半導体チップを配置す
る工程と、
半導体ウエーハ上、第１金属ポスト、第１の半導体チップ及び第２金属ポストを第１樹脂
により封止する工程と、
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第１樹脂を所望量除去することにより、第１金属ポスト及び第２金属ポストそれぞれの表
面を露出させる工程と、
第１金属ポスト及び第２金属ポストそれぞれの表面上に外部端子を配置する工程と、
半導体ウエーハを分割することにより、第１の半導体チップと一体化された第２の半導体
チップを形成する工程と、
第２の半導体チップの裏面上にフェイスアップでボンディングパッドを有する第３の半導
体チップを配置する工程と、
表面に配線パターンを有するテープ基板を準備する工程と、
テープ基板の表面上にフェイスダウンで第１の半導体チップを載置し、外部端子と配線パ
ターンとをボンディング接続する工程と、
ボンディングパッドと配線パターンとをボンディングワイヤーにより接続する工程と、
テープ基板の表面上、ボンディングワイヤー、第１乃至第３の半導体チップを第２樹脂に
より封止する工程と、
を具備することを特徴とする。
【００２３】
本発明に係る半導体装置の製造方法は、電極取り出し用の第１金属ポストが複数のチップ
領域それぞれの表面に形成された半導体ウエーハを準備する工程と、
電極取り出し用の第２金属ポストが表面に形成された第１の半導体チップを準備する工程
と、
上記半導体ウエーハ表面のチップ領域上にフェイスアップで第１の半導体チップを配置す
る工程と、
半導体ウエーハ上、第１金属ポスト、第１の半導体チップ及び第２金属ポストを第１樹脂
により封止する工程と、
第１樹脂を所望量除去することにより、第１金属ポスト及び第２金属ポストそれぞれの表
面を露出させる工程と、
第１金属ポスト及び第２金属ポストそれぞれの表面上に外部端子を配置する工程と、
半導体ウエーハを分割することにより、第１の半導体チップと一体化された第２の半導体
チップを形成する工程と、
第２の半導体チップの裏面上にフェイスアップで第１ボンディングパッドを有する第３の
半導体チップを配置する工程と、
第３の半導体チップの表面上にフェイスアップで第２ボンディングパッドを有する第４の
半導体チップを配置する工程と、
表面に配線パターンを有するテープ基板を準備する工程と、
テープ基板の表面上にフェイスダウンで第１の半導体チップを載置し、外部端子と配線パ
ターンとをボンディング接続する工程と、
第１及び第２ボンディングパッドそれぞれと配線パターンとをボンディングワイヤーによ
り接続する工程と、
テープ基板の表面上、ボンディングワイヤー、第１乃至第４の半導体チップを第２樹脂に
より封止する工程と、
を具備することを特徴とする。
【００２４】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　図１は、本発明に係る第１の参考例による半導体装置を概略的に示す断面図である。
【００２５】
図１に示すように、この半導体装置はフレキシブルテープなどのテープ基板１を有してお
り、このテープ基板１の上面には配線パターン２が形成されている。テープ基板１の下面
には実装用外部端子としてのハンダバンプ３が複数形成されており、ハンダバンプ３は配
線パターン２に電気的に接続されている。
【００２６】
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テープ基板１の上面上にはフェイスダウンボンディングにより第１の半導体チップ１１が
配置されている。第１の半導体チップ１１の能動面下（下面）の外周には電極取り出し用
パッド（図示せず）が配置されており、電極取り出し用パッドの下には再配線層１３が配
置されている。再配線層１３の下には金属ポスト１４が形成されている。第１の半導体チ
ップ１１の能動面、再配線層１３及び金属ポスト１４を封止樹脂１６で覆うようにモール
ドされている。金属ポスト１４の下面は封止樹脂１６から露出している。この露出した金
属ポスト１４の下面には外部端子としてのハンダボール１７が形成されている。このハン
ダボール１７はテープ基板１の配線パターン２にボンディング接続されている。
【００２７】
第１の半導体チップ１１の裏面（能動面と逆側の面）上には絶縁性接着層２３を介して第
２の半導体チップ１２が接着されている。絶縁性接着層２３は、第２の半導体チップ１２
と第１の半導体チップ１１を電気的に絶縁すると共に第１の半導体チップ１１の裏面と第
２の半導体チップの裏面を接着するための層である。第２の半導体チップ１２は第１の半
導体チップ１１とほぼ同じ大きさとしたが、半導体チップの大きさは特に限定されるもの
ではない。
【００２８】
第２の半導体チップ１２の能動面（表面）の外周には複数のボンディングパッド（図示せ
ず）が形成されている。各々のボンディングパッドにはボンディングワイヤー４の一端が
接続されており、ボンディングワイヤー４の他端はテープ基板１の配線パターン２に接続
されている。テープ基板１の上面上、第１、第２の半導体チップ１１，１２及びボンディ
ングワイヤー４は封止樹脂５によりモールド成形されている。
【００２９】
図２は、図１に示す第１の半導体チップの金属ポスト領域を部分的に拡大した断面図であ
る。
第１の半導体チップ１１の能動面には電極取り出し用パッド６が形成されている。この電
極取り出し用パッド６は第１の半導体チップ１１内におけるＡｌやＣｕ等の各種金属配線
（図示せず）に接続されており、各種金属配線は層間絶縁膜（図示せず）を介してＭＯＳ
トランジスタ等の半導体素子に電気的に接続されている。この半導体素子は第１の半導体
チップ１１の内部に作り込まれている。
【００３０】
電極取り出し用パッド６を含む第１の半導体チップ１１の全面上にはシリコン酸化膜やシ
リコン窒化膜等からなる最終保護絶縁層７が形成されている。この最終保護絶縁層７には
、電極取り出し用パッド６上に位置する開口部が形成されている。最終保護絶縁層７の上
には厚さが例えば数十～１００μｍ程度のポリイミド層８が形成されている。このポリイ
ミド層８は半導体素子への応力緩和のための層である。ポリイミド層８には開口部が形成
されており、この開口部は最終保護絶縁層の開口部を開口するものである。
【００３１】
この開口部内及びポリイミド層８上には密着層９が形成されている。この密着層９は、Ｔ
ｉやＷ、ＴｉＷ、Ｃｒ、Ｎｉ、ＴｉＣｕ、Ｐｔなどの高融点金属、その合金もしくはその
窒化膜などのいずれかからなる層である。この密着層９の上にはＣｕシード層１０が形成
されている。このＣｕシード層１０は、Ｃｕの他にＮｉ、Ａｇ、Ａｕもしくはこれらの合
金からなる層を用いても良い。
【００３２】
Ｃｕシード層１０の上には厚さが数～数十μｍ程度の再配線層１３が形成されている。再
配線層１３はＣｕをメッキ成膜したものである。再配線層１３の一端上には金属ポスト１
４が形成されており、この金属ポスト１４はＣｕ等の選択メッキにより成膜したものであ
る。金属ポスト１４の上には必要に応じて酸化防止のための異種金属キャップ１４ａが形
成されている。この異種金属キャップ１４ａは、金属ポストと異なる種類の材料からなる
ものであって、例えばＮｉ、Ａｕ、Ｐｔなどからなる。金属ポスト１４は再配線層１３を
介して電極取り出し用パッド６に電気的に接続されている。
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【００３３】
次に、図１に示す半導体装置を製造する方法について説明する。
まず、表面にハンダボール１７を備えた第１の半導体チップ１１及びボンディングパッド
を備えた第２の半導体チップ１２を準備する。なお、第１の半導体チップの製造方法につ
いては後述する。
【００３４】
次いで、第１の半導体チップ１１の裏面上に絶縁性接着層２３を塗布した後、第１の半導
体チップ１１の裏面上に第２の半導体チップ１２の裏面を載置して、第１の半導体チップ
１１と第２の半導体チップ１２を絶縁性接着層２３によって接着する。
【００３５】
次いで、テープ基板１を準備する。このテープ基板１の上面には配線パターン２が形成さ
れている。次いで、テープ基板１の配線パターン２とハンダボール１７とを位置合わせし
、第１の半導体チップと第２の半導体チップを積層して一体的に形成した半導体装置をテ
ープ基板１上にフェイスダウンボンディングによりマウントする。これにより、第１の半
導体チップ１１はハンダボール１７を介して配線パターン２に電気的に接続される。
【００３６】
次に、第２の半導体チップ１２のボンディングパッドとテープ基板１の配線パターン２と
をボンディングワイヤー４によって接続する。これにより、第２の半導体チップ１２はボ
ンディングワイヤー４を介して配線パターン２に電気的に接続される。次いで、このボン
ディングワイヤー４、テープ基板１上、第１及び第２の半導体チップ１１，１２を封止樹
脂５によりモールド成形する。次いで、テープ基板１の下面にハンダバンプ３を取り付け
る。このようにして半導体装置が形成される。
【００３７】
ここで、第１の半導体チップ１１を製造する方法について説明する。
まず、半導体ウエーハを準備する。半導体ウエーハの第１の半導体チップ領域内部には、
ＭＯＳトランジスタ等の半導体素子、これと電気的に接続された各種金属配線、層間絶縁
膜などが形成されている。次いで、各種金属配線の一端に電極取り出し用パッド６を形成
する。次いで、このパッド６を含む全面上にシリコン酸化膜又はシリコン窒化膜等からな
る最終保護絶縁層７をＣＶＤ(Chemical Vapor Deposition)法により形成する。
【００３８】
次いで、この最終保護絶縁層７に電極取り出し用パッド６上に位置する開口部をエッチン
グにより形成する。この開口部によって該パッド６の表面が露出する。尚、この工程では
、直かに感光性のポリイミドを用いて開口パターンを形成し、フォトレジストの塗布、エ
ッチングや剥離処理の簡略化を行うことも出来る。次に、最終保護絶縁層７の上に厚さが
例えば数十～１００μｍ程度のポリイミド層８を塗布する。次いで、このポリイミド層８
に電極取り出し用パッド６の上方に位置する開口部をエッチングにより形成する。この開
口部によって該パッド６の表面が露出する。
【００３９】
この後、開口部内及びポリイミド層８上に高融点金属からなる密着層９をスパッタリング
により形成する。次いで、この密着層９の上にＣｕシード層１０をスパッタリングにより
形成する。次いで、Ｃｕシード層１０の上に厚さが数～数十μｍ程度のＣｕ層を選択メッ
キ法により成膜する。次いで、該Ｃｕ層をマスクとしてＣｕシード層１０及び密着層９を
選択エッチングすることで、ポリイミド層８の上には密着層９を介して再配線層１３が形
成され、再配線層１３の一端は電極取り出し用パッド６に電気的に接続される。
【００４０】
次に、再配線層１３を含む全面上にフォトレジスト膜を塗布し、このフォトレジスト膜を
露光、現像することにより、ポリイミド層８上には再配線層１３の他端上に位置する開口
部を有するレジストパターンが形9図示せず）を塗布した後、自動搭載機でハンダボール
１７を必要な金属ポスト１４上に搭載する。次いで、金属ポスト１４及びハンダボール１
７に１７０～２００℃程度の熱処理を行う。これにより、金属ポスト１４上にはハンダボ
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ール１７が溶着されて外部端子が形成される。
【００４１】
なお、外部端子となるハンダボール１７は、１５０～３００μｍ径でＰｂ／Ｓｎ６０～７
０ｗｔ％の材料からなるＢＧＡ(Boll Grid Array)用のものを使用することが好ましい。
また、ハンダボール１７の大きさは用途に応じて適宜選択可能である。ハンダ組成はＡｇ
／Ｓｎ系やＣｕやＢｉを含むＰｂレス材料を用いることも可能である。また、外部端子は
、ハンダボール１７に限定されるものではなく、ハンダボールを搭載する代わりに、印刷
法、メッキ法やメタルジェット法により形成された外部端子を適用することも可能である
。
【００４２】
この後、ダイシングソーやレーザーを用いて樹脂１６及び半導体ウエーハを切断する。こ
れにより、ウエーハはチップ毎に分割され、形態上第１の半導体チップ１１となる。この
ようにして第１の半導体チップ１１を製造する。
【００４３】
　上記第１の参考例によれば、第１の半導体チップ１１の外部端子としてハンダボール１
７を用いており、第１の半導体チップ１１の裏面上に第２の半導体チップ１２を積層して
配置し、第２の半導体チップ１２をボンディングワイヤー４によりテープ基板１の配線パ
ターン２に接続している。このようにボンディングワイヤーを用いるチップを従来のそれ
より減らしているので、第２の半導体チップ１２のチップデザインの自由度、柔軟性を高
めることができる。言い換えると、単純にメモリーアップしたいような場合でも、上層の
チップと下層のチップのデザインを変更する必要がなく、基本的に同じデザインのＬＳＩ
が使用できるチップ層が増えることになる。
【００４４】
　また、第１の参考例では、ボンディングワイヤーを用いるチップを第２の半導体チップ
１２のみとしている。このため、従来の半導体装置のように第１の半導体チップ５１の表
面にボンディング領域を確保する必要がない。従って、チップ表面と平行方向（横方向）
のサイズを縮小することが可能となり、パッケージの上面の面積を縮小することができる
。これにより、この半導体装置を組み込む商品の小型化、高密度化、軽量化が可能となり
、低コスト化も図ることができる。
【００４５】
　また、本参考例では、上述したようにボンディングワイヤーを用いるチップを従来のそ
れより減らしているため、ワイヤーピッチの制限、又空間でのワイヤー形状コントロール
が容易となる。これにより、歩留まりの向上、ワイヤーによる信頼性の低下の回避を図る
ことができる。また、大型ＬＳＩの多ピンパッケージへの適用も容易となる。
【００４６】
　尚、上記第１の参考例では、第１の半導体チップ１１に金属ポストをメッキ膜により形
成しているが、これに限定されるものではなく、第１の半導体チップに金属ポストをハン
ダボールにより形成することも可能である。この場合でも前述した製造方法と同様の方法
により製造することが可能である。
【００４７】
　図３は、本発明に係る第２の参考例による半導体装置を概略的に示す断面図であり、図
１と同一部分には同一符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【００４８】
第１の半導体チップ１１の再配線層１３の下には外部端子としてのハンダボール１８が配
置されている。ハンダボール１８の表面は封止樹脂１６から露出しており、この露出した
部分がテープ基板１の配線パターン２にボンディング接続されている。
【００４９】
第１の半導体チップ１１を製造する場合、再配線層１３の表面上にフラックス（図示せず
）を回転塗布もしくは吹き付けた後、自動搭載機でハンダボール１８を必要な再配線層１
３上に搭載する。次いで、再配線層１３及びハンダボール１７に１７０～２００℃程度の
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熱処理を行う。これにより、再配線層１３上にはハンダボールが融着される。
【００５０】
この後、半導体ウエーハの能動面（表面）、再配線層１３及びハンダボール１８を覆うよ
うにモールド装置によりエポキシ等の封止樹脂１６を所定の厚さでコーティングする。次
いで、プラズマ装置で酸素混合ガスによるプラズマを用いて封止樹脂１６にエッチバック
を行う。これにより、ハンダボール１８の表面を封止樹脂１６から露出させる。
【００５１】
次いで、電気特性のチェックを行い、部品番号等の印刷を行う。次いで、ダイシングソー
やレーザーを用いて樹脂１６及び半導体ウエーハを切断する。これにより、ウエーハはチ
ップ毎に分割され、形態上第１の半導体チップ１１となる。
【００５２】
　上記第２の参考例においても第１の参考例と同様の効果を得ることができる。
【００５３】
　また、第２の参考例では、第１の半導体チップを製造する際に、第１の参考例のような
金属ポストの形成や封止樹脂の厚みを厳密に制御する工程を必要としないので、工程が簡
略化でき、スループットの向上及び製造コストの低減を図ることができる。
【００５４】
　図４は、本発明に係る第１の実施の形態による半導体装置を概略的に示す断面図であり
、図１と同一部分には同一符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【００５５】
第２の半導体チップ１２の能動面（表面）の中央部上には絶縁性接着層２４を介して第３
の半導体チップ１９が積層して配置されている。絶縁性接着層２４は、第３の半導体チッ
プ１９の裏面と第２の半導体チップ１２の能動面とを接着すると共に絶縁するものである
。
【００５６】
第３の半導体チップ１９の能動面の外周には複数のボンディングパッド（図示せず）が形
成されている。各々のボンディングパッドにはボンディングワイヤー２０の一端が接続さ
れており、ボンディングワイヤー２０の他端はテープ基板１の配線パターン２に接続され
ている。テープ基板１の上面上、第１～第３の半導体チップ１１，１２，１９及びボンデ
ィングワイヤー４，２０は封止樹脂５によりモールド成形されている。
【００５７】
　次に図４に示す半導体装置を製造する方法について説明する。但し、第１の参考例によ
る半導体装置の製造方法と同一部分については説明を省略する。
【００５８】
第１の半導体チップ１１の裏面上に絶縁性接着層２３を介して第２の半導体チップ１２を
配置した後、第２の半導体チップ１２の能動面上に絶縁性接着層２４を介して第３の半導
体チップ１９を配置する。
【００５９】
次いで、第１～第３の半導体チップ１１，１２，１９を一体的に形成した半導体装置をテ
ープ基板１上にフェイスダウンボンディングによりマウントした後、第２の半導体チップ
１２のボンディングパッドとテープ基板１の配線パターン２とをボンディングワイヤー４
によって接続し、第３の半導体チップ１９のボンディングパッドとテープ基板１の配線パ
ターン２とをボンディングワイヤー２０によって接続する。これにより、第２及び第３の
半導体チップ１２，１９それぞれはボンディングワイヤー４，２０を介して配線パターン
２に電気的に接続される。次いで、このボンディングワイヤー４，２０、テープ基板１上
、第１～第３の半導体チップ１１，１２，１９を封止樹脂５によりモールド成形する。
【００６０】
　上記第１の実施の形態では、ボンディングワイヤーを用いてテープ基板の配線パターン
と接続しているチップは従来技術と同様に２つであるが、第２の半導体チップ１２の下に
第１の半導体チップ１１を積層配置しているので、ＬＳＩパッケージの小型化、高密度化
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が可能となる。
【００６１】
　図５は、本発明に係る第２の実施の形態による半導体装置を概略的に示す断面図であり
、図１と同一部分には同一符号を付す。
【００６２】
図５に示すように、第１の半導体チップ１１の能動面（下面）の中央部下には絶縁性接着
層２１を介して第３の半導体チップ２２が接着されている。絶縁性接着層２１は、第３の
半導体チップ２２と第１の半導体チップ１１を電気的に絶縁すると共に第１の半導体チッ
プ１１の能動面と第３の半導体チップの裏面を接着するための層である。
【００６３】
第１の半導体チップ１１の能動面の外周には電極取り出し用パッド（図示せず）が配置さ
れており、電極取り出し用パッドの上には再配線層１３が配置されている。再配線層１３
の上には金属ポスト１４が形成されている。また、第３の半導体チップ２２の能動面の外
周には電極取り出し用パッド（図示せず）が配置されており、電極取り出し用パッドの上
には再配線層２５が配置されている。再配線層２５の上には金属ポスト２６が形成されて
いる。金属ポスト１４，２６は、お互いに干渉しないように予めパッドや再配線パターン
がチップ内でレイアウトされている。
【００６４】
第１の半導体チップ１１の能動面、再配線層１３、金属ポスト１４、第３の半導体チップ
２２の能動面、再配線層２５及び金属ポスト２６を封止樹脂２８で覆うようにモールド成
形されている。金属ポスト１４，２６の下面は封止樹脂２８から露出している。この露出
した金属ポスト１４，２６それぞれの下面には外部端子としてのハンダボール１７，２７
が形成されており、ワイヤーレスでスタックドパッケージとなる。
【００６５】
テープ基板１の上面には配線パターン２が形成されている。テープ基板１の下面には実装
用外部端子としてのハンダバンプ３が複数形成されており、ハンダバンプ３は配線パター
ン２に電気的に接続されている。テープ基板１の上面上にはフェイスダウンボンディング
により第１及び第３の半導体チップ１１，２２が配置されている。ハンダボール１７，２
７はテープ基板１の配線パターン２にボンディング接続されている。
【００６６】
第１の半導体チップ１１の裏面（能動面と逆側の面）上には絶縁性接着層２３を介して第
２の半導体チップ１２が接着されている。絶縁性接着層２３は、第２の半導体チップ１２
と第１の半導体チップ１１を電気的に絶縁すると共に第１の半導体チップ１１の裏面と第
２の半導体チップの裏面を接着するための層である。第２の半導体チップ１２は第１の半
導体チップ１１とほぼ同じ大きさとしたが、半導体チップの大きさは特に限定されるもの
ではない。
【００６７】
第２の半導体チップ１２の能動面（表面）の外周には複数のボンディングパッド（図示せ
ず）が形成されている。各々のボンディングパッドにはボンディングワイヤー４の一端が
接続されており、ボンディングワイヤー４の他端はテープ基板１の配線パターン２に接続
されている。テープ基板１の上面上、第１～第３の半導体チップ１１，１２，２２及びボ
ンディングワイヤー４は封止樹脂５によりモールド成形されている。
【００６８】
次に、図５に示す半導体装置を製造する方法について図６を参照しつつ説明する。図６（
Ａ）～（Ｄ）は、図５に示す第１及び第３の半導体チップを一体化させたものを製造する
方法を示す断面図である。
【００６９】
まず、図６（Ａ）に示すように、ウエーハプロセスで再配線層１３や金属ポスト１４まで
形成された半導体ウエーハ３０を準備し、第３の半導体チップ２２を準備する。ここで、
第３の半導体チップ２２は、金属ポストまで形成した半導体ウエーハをダイシング分割し
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て各々のチップとしたものである。
【００７０】
次いで、半導体ウエーハ３０上に第３の半導体チップ２２を熱圧着シート等の絶縁性接着
層２１を介して複数個配置する。つまり、第３の半導体チップ２２の裏面が絶縁性接着層
２１によってウエーハ３０のチップ領域の中央部上に接着される。この際、半導体ウエー
ハ３０と第３の半導体チップ２２とのアライメントは、該ウエーハ３０に形成された搭載
認識マークを基準として行われる。この搭載認識マークは、ウエーハプロセスのフォトエ
ッチング工程ですくライブ領域等に一括パターニングされたものである。なお、第３の半
導体チップ２２は、その厚み（金属ポスト２６を含むチップの厚さ）が半導体ウエーハ３
０の金属ポスト１４の高さより薄くチップが研削されたものを用いる。
【００７１】
この後、図６（Ｂ）に示すように、半導体ウエーハ３０の能動面（表面）、再配線層１３
、金属ポスト１４、第３の半導体チップ２２、再配線層２５及び金属ポスト２６を覆うよ
うにモールド装置によりエポキシ等の封止樹脂２８をモールドする。次いで、この封止樹
脂２８をグラインダー２９で所望量研削する。ここで、所望量とは、金属ポスト１４，２
６の頭部（上部）が露出する程度の研削量である。
【００７２】
なお、ここでは封止樹脂２８の研削にグラインダー２９を用いているが、これに限定され
るものではなく、他の方法により研削することも可能である。例えば、ウエーハの全面上
を一括機械研磨する方式、酸素やＣＦ4あるいはＮＦ3もしくはこれらの混合ガスを用いた
ドライエッチャーによるエッチバックを適用することも可能である。
【００７３】
次に、図６（Ｃ）に示すように、金属ポスト１４，２６の露出部分にフラックス（図示せ
ず）を塗布した後、自動搭載機でハンダボール１７，２７を必要な金属ポスト１４，２６
上に搭載する。次いで、金属ポスト１４，２６及びハンダボール１７，２７に１７０～２
００℃程度の熱処理を行う。これにより、金属ポスト１４，２６上にはハンダボール１７
，２７が溶着される。
【００７４】
　なお、外部端子となるハンダボール１７，２７は、第１の参考例と同様にＢＧＡ用のも
のを使用することが好ましい。また、ハンダボール１７，２７の大きさは用途に応じて適
宜選択可能である。ハンダ組成はＡｇ／Ｓｎ系やＣｕやＢｉを含むＰｂレス材料を用いる
ことも可能である。また、外部端子は、ハンダボールに限定されるものではなく、ハンダ
ボールを搭載する代わりに、印刷法、メッキ法やメタルジェット法により形成された実装
用外部端子を適用することも可能である。
【００７５】
この後、図６（Ｄ）に示すように、第１の半導体チップ上に第３の半導体チップが積層さ
れた構造となるように、ダイシングソーやレーザーを用いて樹脂２８及び半導体ウエーハ
３０を切断する。これにより、ウエーハはチップ毎に分割される。
【００７６】
この後、第１の半導体チップ１１の裏面上に絶縁性接着層２３を塗布した後、第１の半導
体チップ１１の裏面上に第２の半導体チップ１２の裏面を載置して、第１の半導体チップ
１１と第２の半導体チップ１２を絶縁性接着層２３によって接着する。
【００７７】
次いで、テープ基板１を準備する。このテープ基板１の上面には配線パターン２が形成さ
れている。次いで、テープ基板１の配線パターン２とハンダボール１７，２７とを位置合
わせし、第１～第３の半導体チップを積層して一体的に形成した半導体装置をテープ基板
１上にフェイスダウンボンディングによりマウントする。これにより、第１の半導体チッ
プ１１はハンダボール１７，２７を介して配線パターン２に電気的に接続される。
【００７８】
次に、第２の半導体チップ１２のボンディングパッドとテープ基板１の配線パターン２と
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をボンディングワイヤー４によって接続する。これにより、第２の半導体チップ１２はボ
ンディングワイヤー４を介して配線パターン２に電気的に接続される。次いで、このボン
ディングワイヤー４、テープ基板１上、第１～第３の半導体チップ１１，１２，２２を封
止樹脂５によりモールド成形する。次いで、テープ基板１の下面にハンダバンプ３を取り
付ける。このようにして半導体装置が形成される。
【００７９】
　上記第２の実施の形態においても第１の参考例と同様の効果を得ることができ、しかも
、第１の半導体チップ１１の下面に第３の半導体チップ２２を配置しているので、更なる
高密度化を実現することができる。
【００８０】
　図７は、本発明に係る第３の実施の形態による半導体装置を概略的に示す断面図であり
、図５と同一部分には同一符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【００８１】
第１の半導体チップ１１の再配線層１３の下には外部端子としてのハンダボール３１が配
置されている。第３の半導体チップ２２の再配線層２５の下には外部端子としてのハンダ
ボール３２が配置されている。ハンダボール３１，３２の表面は封止樹脂２８から露出し
ており、この露出した部分がテープ基板１の配線パターン２にボンディング接続されてい
る。
【００８２】
次に、図７に示す半導体装置の製造方法について説明する。
まず、ウエーハプロセスで再配線層１３まで形成された半導体ウエーハを準備し、第３の
半導体チップ２２を準備する。ここで、第３の半導体チップ２２は、再配線層２５まで形
成した半導体ウエーハをダイシング分割して各々のチップとしたものである。
【００８３】
次いで、上記半導体ウエーハ上に第３の半導体チップ２２を熱圧着シート等の絶縁性接着
層２１を介して複数個配置する。つまり、第３の半導体チップ２２の裏面が絶縁性接着層
２１によって半導体ウエーハのチップ領域の中央部上に接着される。この際、半導体ウエ
ーハと第３の半導体チップ２２とのアライメントは、該ウエーハに形成された搭載認識マ
ークを基準として行われる。この搭載認識マークは、ウエーハプロセスのフォトエッチン
グ工程ですくライブ領域等に一括パターニングされたものである。
【００８４】
次いで、再配線層１３，２５の上にフラックス（図示せず）を回転塗布もしくは吹き付け
た後、自動搭載機でハンダボール３１，３２を必要な再配線層１３，２５上に搭載する。
次いで、再配線層１３，２５及びハンダボール３１，３２に１７０～２００℃程度の熱処
理を行う。これにより、再配線層１３，２５の上にはハンダボール３１，３２が融着され
る。
【００８５】
この後、半導体ウエーハの能動面（表面）、再配線層１３、ハンダボール３１、第３の半
導体チップ２２、再配線層２５及びハンダボール３２を覆うようにモールド装置によりエ
ポキシ等の封止樹脂２８を所定の厚さでコーティングする。次いで、プラズマ装置で酸素
混合ガスによるプラズマを用いて封止樹脂２８にエッチバックを行う。これにより、ハン
ダボール３１，３２の表面を封止樹脂２８から露出させる。
【００８６】
　次いで、第１の半導体チップ上に第３の半導体チップが積層された構造の半導体装置単
品となるように、ダイシングソーやレーザーを用いて樹脂２８及び半導体ウエーハを切断
する。これにより、ウエーハはチップ毎に分割される。この後の製造工程は第２の実施の
形態と同様であるから説明を省略する。
【００８７】
　上記第３の実施の形態においても第２の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００８８】
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　また、第３の実施の形態では、第１及び第３の半導体チップを製造する際に、第２の実
施の形態のような金属ポストの形成や封止樹脂の厚みを厳密に制御する工程を必要としな
いので、工程が簡略化でき、スループットの向上及び製造コストの低減を図ることができ
る。
【００８９】
　図８は、本発明に係る第４の実施の形態による半導体装置を概略的に示す断面図であり
、図５と同一部分には同一符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【００９０】
第２の半導体チップ１２の能動面（表面）の中央部上には絶縁性接着層３４を介して第４
の半導体チップ３３が積層して配置されている。絶縁性接着層３４は、第４の半導体チッ
プ３３の裏面と第２の半導体チップ１２の能動面とを接着すると共に絶縁するものである
。
【００９１】
第４の半導体チップ３３の能動面の外周には複数のボンディングパッド（図示せず）が形
成されている。各々のボンディングパッドにはボンディングワイヤー３５の一端が接続さ
れており、ボンディングワイヤー３５の他端はテープ基板１の配線パターン２に接続され
ている。テープ基板１の上面上、第１～第４の半導体チップ１１，１２，２２，３３及び
ボンディングワイヤー４，３５は封止樹脂５によりモールド成形されている。
【００９２】
　次に図８に示す半導体装置を製造する方法について説明する。但し、第２の実施の形態
による半導体装置の製造方法と同一部分については説明を省略する。
【００９３】
第１の半導体チップ１１の裏面上に絶縁性接着層２３を介して第２の半導体チップ１２を
配置した後、第２の半導体チップ１２の能動面上に絶縁性接着層３４を介して第４の半導
体チップ３３を配置する。
【００９４】
次いで、第１～第４の半導体チップ１１，１２，２２，３３を一体的に形成した半導体装
置をテープ基板１上にフェイスダウンボンディングによりマウントした後、第２の半導体
チップ１２のボンディングパッドとテープ基板１の配線パターン２とをボンディングワイ
ヤー４によって接続し、第４の半導体チップ３３のボンディングパッドとテープ基板１の
配線パターン２とをボンディングワイヤー３５によって接続する。これにより、第２及び
第４の半導体チップ１２，３３それぞれはボンディングワイヤー４，３５を介して配線パ
ターン２に電気的に接続される。次いで、このボンディングワイヤー４，３５、テープ基
板１上、第１～第４の半導体チップ１１，１２，２２，３３を封止樹脂５によりモールド
成形する。
【００９５】
　上記第４の実施の形態では、ボンディングワイヤーを用いてテープ基板の配線パターン
と接続しているチップは従来技術と同様に２つであるが、第２の半導体チップ１２の下に
第１、第３の半導体チップ１１，２２を積層配置しているので、ＬＳＩパッケージの更な
る小型化、高密度化が可能となる。
【００９６】
　また、本発明は上記第１～第４の実施の形態に限定されず、種々変更して実施すること
が可能である。例えば、上述した半導体装置はメモリーやロジックなどの種々のＬＳＩに
適用することが可能である。また、フェイスダウンで配置する半導体チップの封止樹脂１
６及び２８は、金属ポストとハンダボールの位置ずれ、落下防止、金属ポストの補強の意
味合いが強く、最終的に樹脂５で再度封止することになるので、表面保護等の意味では必
須ではない。
【００９７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、テープ基板表面上にフェイスダウンで第１の半導体
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配置し、第１の半導体チップをテープ基板上の配線パターンと外部端子により接続し、第
２の半導体チップをボンディングワイヤーによりテープ基板の配線パターンに接続してい
る。したがって、小型化、高密度化を実現できる信頼性の高い半導体装置及びその製造方
法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る第１の参考例による半導体装置を概略的に示す断面図である。
【図２】　図１に示す第１の半導体チップの金属ポスト領域を部分的に拡大した断面図で
ある。
【図３】　本発明に係る第２の参考例による半導体装置を概略的に示す断面図である。
【図４】　本発明に係る第１の実施の形態による半導体装置を概略的に示す断面図である
。
【図５】　本発明に係る第２の実施の形態による半導体装置を概略的に示す断面図である
。
【図６】　（Ａ）～（Ｄ）は、図５に示す第１及び第３の半導体チップを一体化させたも
のを製造する方法を示す断面図である。
【図７】　本発明に係る第３の実施の形態による半導体装置を概略的に示す断面図である
。
【図８】　本発明に係る第４の実施の形態による半導体装置を概略的に示す断面図である
。
【図９】　従来の半導体装置の一例を概略的に示す断面図である。
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