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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１半導体素子と、一対の面のうち一方の面に前記第１半導体素子が実装され、前記一
対の面のうち他方の面に接続端子が接続される接続用導体パッドが複数形成され、一対の
面のうちいずれかの面に第１導体パッドが複数形成された第１配線基板と、を有する第１
半導体パッケージと、
　第２半導体素子と、一対の面のうちいずれかの面に前記第２半導体素子が実装され、一
対の面のうちいずれかの面に第２導体パッドが複数形成された第２配線基板と、を有し、
前記第１半導体パッケージの第１配線基板の一方の面に対向する側に配置された第２半導
体パッケージと、
　前記第１半導体パッケージと前記第２半導体パッケージとの間に介在し、前記第１半導
体パッケージ及び前記第２半導体パッケージが固着された板本体、及び前記板本体を基端
として前記第１配線基板の一方の面の端部に対向する位置まで突出する突出片を有する板
部材と、
　前記各第１導体パッドと前記各第２導体パッドとをそれぞれ電気的に接続する複数の金
属ワイヤと、
　少なくとも前記複数の第１導体パッド、前記複数の第２導体パッド及び前記複数の金属
ワイヤを封止する封止樹脂と、を備え、
　前記板部材は、
　前記突出片における前記第１配線基板の一方の面に対向する面に配置され、前記第１配
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線基板の一方の面に接触する脚部を有する、ことを特徴とする積層型半導体装置。
【請求項２】
　前記第２配線基板及び前記板本体は、前記第１配線基板の一方の面に垂直な方向から見
て、前記第１配線基板よりも小面積であり、且つ前記第１配線基板の一方の面の端部を除
く領域内に配置されていることを特徴とする請求項１に記載の積層型半導体装置。
【請求項３】
　前記脚部は、前記突出片の先端に配置されていることを特徴とする請求項１又は２に記
載の積層型半導体装置。
【請求項４】
　前記突出片が、前記第１配線基板の一方の面の端部のうち隅部に対向する位置に突出す
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の積層型半導体装置。
【請求項５】
　前記脚部は、前記第１配線基板の一方の面に対向する先端面を有し、前記先端面の前記
第１配線基板の隅部側とは反対側の部分に切欠が形成されていることを特徴とする請求項
４に記載の積層型半導体装置。
【請求項６】
　前記脚部は、前記第１配線基板の一方の面の端部に向かって先細る形状に形成されてい
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の積層型半導体装置。
【請求項７】
　プリント配線板と、
　前記プリント配線板に実装された請求項１乃至６のいずれか１項に記載の積層型半導体
装置と、を備えたことを特徴とするプリント回路板。
【請求項８】
　請求項７に記載のプリント回路板を備えた電子機器。
【請求項９】
　第１半導体素子と、一対の面のうち一方の面に前記第１半導体素子が実装され、前記一
対の面のうち他方の面に接続端子が接続される接続用導体パッドが複数形成され、一対の
面のうちいずれかの面に第１導体パッドが複数形成された第１配線基板と、を有する第１
半導体パッケージと、
　第２半導体素子と、一対の面のうちいずれかの面に前記第２半導体素子が実装され、一
対の面のうちいずれかの面に第２導体パッドが複数形成された第２配線基板と、を有し、
前記第１半導体パッケージの第１配線基板の一方の面に対向する側に配置された第２半導
体パッケージと、を備えた積層型半導体装置の製造方法において、
　板本体、前記板本体から突出する突出片、及び前記突出片に配置された脚部を有する板
部材の板本体を、前記板部材の脚部が前記第１半導体パッケージの第１配線基板の一方の
面に接触するように前記第１半導体パッケージに固着する第１固着工程と、
　前記板部材を前記第１半導体パッケージと前記第２半導体パッケージとで挟み込むよう
に、前記第２半導体パッケージを前記板部材の板本体に固着する第２固着工程と、
　前記各第１導体パッドと前記各第２導体パッドとをそれぞれ金属ワイヤで電気的に接続
するワイヤボンディング工程と、
　前記各第１導体パッド、前記各第２導体パッド及び前記各金属ワイヤに溶融樹脂を供給
し、溶融樹脂を固化して前記各第１導体パッド、前記各第２導体パッド及び前記各金属ワ
イヤを封止する樹脂封止工程と、を備えたことを特徴とする積層型半導体装置の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１半導体パッケージと第２半導体パッケージとを積層した積層型半導体装
置、積層型半導体装置を備えたプリント回路板、電子機器、及び積層型半導体装置の製造
方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　携帯情報機器やデジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ等の電子機器の小型化及
び高機能化に伴って、半導体装置の高密度化及び小型化が要求されている。これらの要求
に応えるため、積層型半導体装置の開発が行われている。
【０００３】
　積層型半導体装置としては、半導体素子を複数積層する、ＭＣＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｃｈｉ
ｐ　Ｐａｃｋａｇｅ）型の積層型半導体装置が存在する。しかしながら、半導体素子単体
に対して動作検査を行うことは難しいため、ＭＣＰ型の積層型半導体装置が完成するまで
、内部の複数の半導体素子が動作するか分からない。そのため、最終的なＭＣＰ型の積層
型半導体装置の歩留まりは、各々の半導体素子の良品率の掛け合わせになるため、大きく
低下する。また積層する半導体素子の数が増えるほど、この歩留まり低下はさらに高くな
る。
【０００４】
　一方、半導体素子は、個片化された半導体パッケージに内蔵された状態ならば動作検査
が容易なため、歩留まり高く積層型半導体装置を製造するためには、動作検査済みで良品
保証されている半導体パッケージを積層するのが望ましい。
【０００５】
　そこで、ＰｉＰ（Ｐａｃｋａｇｅ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）型の積層型半導体装置が開
発されている（特許文献１参照）。この種の積層型半導体装置の製造を行う場合、第１半
導体パッケージは、複数の第１半導体パッケージの配線基板がつながっている半完成品の
シート形態で製造工程に供給される。そしてシート形態の各第１半導体パッケージにそれ
ぞれ個片形態の第２半導体パッケージを積層する。次いで、第１半導体パッケージの配線
基板の導体パッドと第２半導体パッケージの配線基板の導体パッドとを、金属ワイヤで接
続する。次いで、金型を用いて、第１半導体パッケージの半導体素子と共に第２半導体パ
ッケージと金属ワイヤを樹脂封止する。次いで、第１半導体パッケージの配線基板の接続
用導体パッドにハンダ等で構成された接続端子を形成した後、第１半導体パッケージの配
線基板と封止樹脂を切断しそれぞれの積層型半導体装置に個片化する。
【０００６】
　上記特許文献１で提案されているＰｉＰ型の積層型半導体装置は、第２半導体パッケー
ジに検査済みの個片化された半導体パッケージを使用することができる。そのため、ＭＣ
Ｐ型の積層型半導体装置に比べ、歩留まり高く積層型半導体装置を製造することができる
。
【０００７】
　ここで、複数の第１半導体パッケージの配線基板が繋がっている半完成品のシート形態
で製造工程に供給されるのは、ワイヤボンディング工程や、樹脂封止工程、接続端子形成
工程で複数の積層型半導体装置を一括して効率よく製造するためである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４８００６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、シート形態の第１半導体パッケージは個片された半導体パッケージと異
なり、配線基板がつながった半完成品状態であるため、個片された半導体パッケージのよ
うに動作検査を行い、良品保障された状態で扱うことができない。
【００１０】
　ＰｉＰ型の積層型半導体装置の製造方法において第１半導体パッケージも検査済みの良
品保障された個片された半導体パッケージを使用するためには、複数の板部材が連結され
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たシート形態の板材を使用することが考えられる。板部材の上面に個片された第２半導体
パッケージを、下面に個片された第１半導体パッケージを固着すれば、シート状態の板材
を介して複数の個片の半導体パッケージを１つのシート形態として、製造工程に供給する
ことができる。
【００１１】
　このようにシート形態の板材を用いて複数の個片半導体パッケージを１つのシート形態
として製造工程に提供すれば、従来のＰｉＰ型の積層型半導体装置と同様に複数の積層型
半導体装置を一括して効率よく製造できる。そして複数の個片半導体パッケージを１つの
シート形態として製造すれば、使用する半導体パッケージの全てに良品保障された個片半
導体パッケージを使用し、より歩留まり高く、かつ生産性高いまま、ＰｉＰ型の積層型半
導体装置を製造することができる。
【００１２】
　ところが、半導体パッケージの配線基板は、半導体素子よりも線膨張係数の高いガラス
エポキシ樹脂（１３～４０［ｐｐｍ］）や配線の銅箔（１５～２０［ｐｐｍ］）で構成さ
れている。また半導体素子の搭載は１５０［℃］程度の加熱を伴うため、個片の半導体パ
ッケージは配線基板と半導体素子との線膨張差により、常温で配線基板の端部（特に隅部
）が半導体素子の搭載面（一方の面）とは反対側に反った形状を有している。
【００１３】
　従って、シート状態の板材に複数の第１半導体パッケージを固着すると、第１半導体パ
ッケージの反り形状や搭載装置の精度により傾いて搭載されてしまい、複数の第１半導体
パッケージの間で高さ方向の搭載位置のバラつきが生じてしまう。また、各第１半導体パ
ッケージ自体の厚みのバラつき（±５０［μｍ］）や、半導体パッケージの搭載装置の精
度により、第１半導体パッケージの高さ方向の搭載位置にバラつきが生じてしまう。
【００１４】
　更に、シート状態の板材に搭載された複数の第１半導体パッケージの高さ方向の搭載位
置がバラついた状態で樹脂封止を行うと、樹脂封止用の金型と第１半導体パッケージの配
線基板の半導体素子の搭載面とは反対側の裏面との間に隙間を生じてしまう。樹脂封止用
の金型と第１半導体パッケージの配線基板の裏面との間に隙間があると樹脂封止時にその
隙間に封止樹脂が入り込んでしまう。
【００１５】
　また、半導体パッケージが加熱されると、配線基板と半導体素子との線膨張差により熱
変形を生じる。半導体パッケージの樹脂封止では、半導体素子を配線基板に搭載する際の
加熱温度１５０［℃］よりも高い１７０［℃］程度の加熱が行われる。そのため、シート
状態の板材に搭載された、第１半導体パッケージの配線基板の端部は、半導体素子の搭載
面側に熱変形により反る。
【００１６】
　このようにシート状態の板材に搭載された複数の第１の半導体パッケージの配線基板の
端部が搭載面側に反ると、樹脂封止用の金型と第１半導体パッケージの配線基板の裏面と
の間に隙間を生じてしまう。樹脂封止用の金型と第１半導体パッケージの配線基板の裏面
との間に隙間があると、樹脂封止時にその隙間に封止樹脂が入り込んでしまう。
【００１７】
　第１半導体パッケージの裏面に封止樹脂が回り込むと、第１半導体パッケージの配線基
板の裏面に樹脂バリが発生する。第１半導体パッケージの配線基板の裏面に樹脂バリが発
生していると、第１半導体パッケージの配線基板の裏面に配置されている接続用導体パッ
ドが樹脂バリで覆われてしまい、はんだボール等の接続端子を形成することができず、接
続不良となる。このように、個片化された第１半導体パッケージと個片化された第２の半
導体パッケージとを板部材に固着して製造する場合、樹脂バリによりＰｉＰ型の積層型半
導体装置の歩留まりが低くなる問題があった。
【００１８】
　そこで、本発明は、歩留まりが高い積層型半導体装置、プリント回路板、電子機器、積
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層型半導体装置の製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の積層型半導体装置は、第１半導体素子と、一対の面のうち一方の面に前記第１
半導体素子が実装され、前記一対の面のうち他方の面に接続端子が接続される接続用導体
パッドが複数形成され、一対の面のうちいずれかの面に第１導体パッドが複数形成された
第１配線基板と、を有する第１半導体パッケージと、第２半導体素子と、一対の面のうち
いずれかの面に前記第２半導体素子が実装され、一対の面のうちいずれかの面に第２導体
パッドが複数形成された第２配線基板と、を有し、前記第１半導体パッケージの第１配線
基板の一方の面に対向する側に配置された第２半導体パッケージと、前記第１半導体パッ
ケージと前記第２半導体パッケージとの間に介在し、前記第１半導体パッケージ及び前記
第２半導体パッケージが固着された板本体、及び前記板本体を基端として前記第１配線基
板の一方の面の端部に対向する位置まで突出する突出片を有する板部材と、前記各第１導
体パッドと前記各第２導体パッドとをそれぞれ電気的に接続する複数の金属ワイヤと、少
なくとも前記複数の第１導体パッド、前記複数の第２導体パッド及び前記複数の金属ワイ
ヤを封止する封止樹脂と、を備え、前記板部材は、前記突出片における前記第１配線基板
の一方の面に対向する面に配置され、前記第１配線基板の一方の面に接触する脚部を有す
る、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、板部材の脚部を、第１半導体パッケージの第１配線基板に接触させて
第１配線基板を支持している。このため、第１配線基板の第１半導体素子が実装された一
方の面側への反りや、第１半導体パッケージの搭載傾きによる板部材の板本体に対する第
１半導体パッケージの搭載位置のバラつきを抑制できる。したがって、第１配線基板の他
方の面側における樹脂バリの発生が抑制され、接続用導体パッドにおける接続端子の接続
不良が少なくなり、積層型半導体装置の歩留まりが向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１実施形態に係る積層型半導体装置を備えたプリント回路板の概略構成を示す
平面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う積層型半導体装置の断面図である。
【図３】第１実施形態の板部材を示す説明図である。
【図４】第１実施形態に係る積層型半導体装置の製造方法の一例を示す説明図である。
【図５】第１実施形態に係る積層型半導体装置の製造方法の一例を示す説明図である。
【図６】第２実施形態に係る積層型半導体装置の概略構成を示す平面図である。
【図７】第３実施形態に係る積層型半導体装置の概略構成を示す断面図である。
【図８】第４実施形態に係る積層型半導体装置の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明を実施するための形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２３】
　［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態に係る積層型半導体装置を備えたプリント回路板の概略
構成を示す平面図である。図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う積層型半導体装置の断面図
である。なお、図１において、積層型半導体装置の封止樹脂は、説明の都合上図示を省略
している。
【００２４】
　図１に示すように、プリント回路板１００は、積層型半導体装置１５０と、プリント配
線板であるメイン基板１８０とを備えている。積層型半導体装置１５０は、メイン基板１
８０の両面のうち一方の面に実装されている。積層型半導体装置１５０は、ＰｉＰ（Ｐａ
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ｃｋａｇｅ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）型の積層型半導体装置である。
【００２５】
　図２に示すように、積層型半導体装置１５０は、半導体パッケージ（第１半導体パッケ
ージ）１０１と、半導体パッケージ１０１上に積層された半導体パッケージ（第２半導体
パッケージ）１０２とを備えている。
【００２６】
　半導体パッケージ１０１は、第１半導体素子としての半導体チップ１０３と、第１配線
基板としての配線基板１０５とを有している。配線基板１０５は、一方の面（表面）１０
５ａと、面１０５ａとは反対側の他方の面（裏面）１０５ｂとを有している平板状に形成
された、平面視で（面１０５ａに垂直な矢印Ｘ方向から見て）四角形状のインターポーザ
である。配線基板１０５の一対の面１０５ａ，１０５ｂのうち面１０５ａには、半導体チ
ップ１０３が実装されている。配線基板１０５の面１０５ｂには、導体で形成された、外
部の接続端子であるはんだボール１９０が接続される接続用導体パッド１０６が複数形成
されている。
【００２７】
　半導体チップ１０３は、配線基板１０５の面１０５ａ（又は面１０５ｂ）に垂直な矢印
Ｘ方向から見て、配線基板１０５の面積よりも小面積に形成されている。半導体チップ１
０３は、配線基板１０５の面１０５ａにフェースダウンで実装されている。この場合には
、半導体チップ１０３の突起電極１０９により配線基板１０５の面１０５ａに電気的に接
続されている。その際、半導体チップ１０３と配線基板１０５との間の突起電極１０９は
、封止樹脂１０４により保護（封止）されている構造とするのがよい。
【００２８】
　半導体チップ１０３が配線基板１０５にフェースダウンで実装された構造の場合、突起
電極１０９には、はんだバンプやＣｕバンプ、Ａｕバンプを用いることができる。また、
半導体チップ１０３と配線基板１０５との間の封止樹脂１０４にはシリカ入り熱硬化性樹
脂を用いることができる。また、半導体パッケージ１０１は、常温で配線基板１０５の端
部（外周縁部）、特に端部のうちの４つの隅部１０５ｃ（図１）が、配線基板１０５の面
１０５ｂ側へ反った形状を有している。
【００２９】
　具体的に説明すると、製造工程において、配線基板１０５に半導体チップ１０３を搭載
した状態で、これらを第１温度（１５０［℃］程度）に加熱することで、半導体チップ１
０３と配線基板１０５との接合が行われる。配線基板１０５は、半導体チップ１０３より
も線膨張係数の高いガラスエポキシ樹脂（１３～４０［ｐｐｍ］）や配線の銅箔（１５～
２０［ｐｐｍ］）で構成されている。したがって、半導体チップ１０３及び配線基板１０
５を冷却した際に、これらの線膨張差により、配線基板１０５の端部、特に隅部１０５ｃ
が、配線基板１０５の面１０５ｂ側へ反った形状となる。
【００３０】
　なお、半導体パッケージ１０１の半導体チップ１０３は、配線基板１０５の面１０５ａ
にフェースアップで実装され、配線基板１０５の面１０５ａに接合材で接着固定されてい
てもよい。その場合、半導体チップ１０３は、複数の金属ワイヤで配線基板１０５の面１
０５ａに電気的に接続される。そして半導体チップ１０３、配線基板１０５の面１０５ａ
、及び金属ワイヤを封止する封止樹脂を有する。その場合、金属ワイヤには例えば金ワイ
ヤや銅ワイヤ、銀ワイヤを用いることができる。
【００３１】
　半導体パッケージ１０２は、半導体パッケージ１０１の配線基板１０５の面１０５ａに
対向する側に配置されている。半導体パッケージ１０２は、第２半導体素子としての半導
体チップ１１１と、第２配線基板としての配線基板１１３と、を有している。配線基板１
１３は、一方の面１１３ａと、面１１３ａとは反対側の他方の面１１３ｂとを有している
平板状に形成された、平面視で（面１０５ａに垂直な矢印Ｘ方向から見て）四角形状のイ
ンターポーザである。配線基板１１３は、矢印Ｘ方向から見て、配線基板１０５の面積よ
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りも小面積に形成されている。そして、配線基板１１３は、矢印Ｘ方向から見て、配線基
板１０５の面１０５ａの端部（外周縁部）からはみ出さないように配線基板１０５の面１
０５ａの端部を除く領域内に配置されている。
【００３２】
　配線基板１１３の一対の面１１３ａ，１１３ｂのうち面１１３ａには、半導体チップ１
１１が実装されている。半導体チップ１１１は、矢印Ｘ方向から見て、配線基板１１３の
面積よりも小面積に形成されている。半導体チップ１１１は、配線基板１１３の面１１３
ａにフェースアップで設けられ、接合材（接着部材）１１２で固定（固着）されている。
半導体チップ１１１と配線基板１１３の面１１３ａとは、金属ワイヤ１１４で電気的に接
続されている。そして、配線基板１１３の面１１３ａ、半導体チップ１１１及び金属ワイ
ヤ１１４が封止樹脂１１５で封止されている。
【００３３】
　なお、半導体チップ１１１は、配線基板１１３の面１１３ａにフェースダウンで実装さ
れる場合であってもよい。この場合には、半導体チップ１１１の突起電極により配線基板
１１３の面１１３ａに電気的に接続されている構造であってもよい。
【００３４】
　本第１実施形態では、配線基板１０５の面１０５ａと配線基板１１３の面１１３ａとが
互いに対向するように配置されている。配線基板１０５の面１０５ａには、第１導体パッ
ドとしての導体パッド（電極）１１０が複数形成されている。配線基板１１３の面１１３
ｂには、第２導体パッドである導体パッド（電極）１１６が複数形成されている。
【００３５】
　図１に示すように、複数の導体パッド１１０は、配線基板１０５の面１０５ａの端部（
外周縁部）に沿って互いに間隔をあけて配置されている。また、複数の導体パッド１１６
は、配線基板１１３の面１１３ａの端部（外周縁部）に沿って互いに間隔をあけて配置さ
れている。つまり、複数の導体パッド１１０は、矢印Ｘ方向から見て、配線基板１１３に
重ならない位置に配置されている。換言すると、配線基板１１３は、矢印Ｘ方向から見て
、導体パッド１１０に重ならない位置に配置されている。
【００３６】
　積層型半導体装置１５０は、各導体パッド１１０と各導体パッド１１６とをそれぞれ電
気的に接続する複数の金属ワイヤ１２１と、少なくとも導体パッド１１０，１１６及び金
属ワイヤ１２１を封止する封止樹脂１２２を有している。
【００３７】
　複数の金属ワイヤ１２１で配線基板１０５の配線と配線基板１１３の配線とが接続され
ているので、はんだボールで接続する場合と比較して、配線密度を向上させることができ
る。本第１実施形態の金属ワイヤ１１４，１２１としては、例えば金ワイヤや銅ワイヤ、
銀ワイヤを用いることができる。
【００３８】
　半導体チップ１０３は、例えばＣＰＵ等であり、半導体チップ１１１は、例えばメモリ
等である。半導体チップ１０３と半導体チップ１１１とは、配線基板１０５，１１３及び
金属ワイヤ１２１を介して、信号の送受信を行う。半導体チップ１０３は、１つであって
も複数であってもよく、また、半導体チップ１１１も、１つであっても複数であってもよ
い。
【００３９】
　本第１実施形態では、導体パッド１１０，１１６及び金属ワイヤ１２１を樹脂封止する
ために、配線基板１０５の面１０５ａ、半導体チップ１０３、金属ワイヤ１２１及び半導
体パッケージ１０２が、封止樹脂１２２により封止されている。封止樹脂１２２の樹脂材
は、封止樹脂１１５と同一の樹脂材であってもよいし、異なる樹脂材であってもよい。
【００４０】
　積層型半導体装置１５０は、半導体パッケージ１０１と半導体パッケージ１０２との間
に介在された板部材１２３を備えている。本第１実施形態では、板部材１２３は、半導体
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チップ１０３と封止樹脂１１５との間に介在される。
【００４１】
　図３は、板部材１２３を示す説明図である。図３（ａ）は、板部材１２３の平面図、図
３（ｂ）は、図３（ａ）のＩＩＩｂ－ＩＩＩｂ線に沿う板部材１２３の断面図である。
【００４２】
　板部材１２３は、図３（ａ）に示すように、矢印Ｘ方向（図２）から見て、配線基板１
０５よりも小面積に形成された略四角形状の板本体１３１を備えている。この板本体１３
１の一方の面には、図２に示すように、接着部材等の接合材１２６で半導体パッケージ１
０１が固着され、他方の面には、接着部材等の接合材１２７で半導体パッケージ１０２が
固着されている。この板本体１３１は、金属ワイヤ１２１に干渉しない大きさで、半導体
パッケージ１０１，１０２が固着できる大きさであればよい。つまり、板本体１３１は、
配線基板１０５の面１０５ａに垂直な矢印Ｘ方向から見て、配線基板１０５よりも小面積
であり、配線基板１０５の面１０５ａの端部を除く領域内に配置されている。
【００４３】
　板部材１２３は、板本体１３１の各隅部を基端として各隅部からそれぞれ突出する３つ
以上の複数の突出片、本第１実施形態では４つの突出片１３２を有している。更に、板部
材１２３は、各突出片１３２における配線基板１０５の面１０５ａに対向する側の面１３
２ａにそれぞれ配置された脚部１３３を有する。本第１実施形態では、脚部１３３は、突
出片１３２と一体に形成されているが、接着部材等で突出片１３２に固定される場合であ
ってもよい。
【００４４】
　各突出片１３２は、矢印Ｘ方向から見て、金属ワイヤ１２１、即ち導体パッド１１０と
干渉しない位置に、配線基板１０５の面１０５ａの端部に向かって延びて形成されている
。本実施形態では、各突出片１３２は、面１０５ａの端部のうち隅部１０５ｃに対向する
位置に突出するように形成されている。
【００４５】
　各突出片１３２に設けられた脚部１３３は、配線基板１０５の面１０５ａ側に突出する
凸状に形成されている。各脚部１３３の先端面（接触面）は、配線基板１０５の面１０５
ａに接触している。つまり、半導体パッケージ１０１（具体的には半導体チップ１０３）
は、各脚部１３３が配線基板１０５の面１０５ａに接触する状態で板本体１３１に固定さ
れている。各脚部１３３は、面１３２ａから延びる矢印Ｘ方向の高さが、互いに同一の高
さに設定されている。
【００４６】
　このように配線基板１０５の面１０５ａと板部材１２３の脚部１３３とを直接接触させ
る構造とすることで、脚部１３３によって配線基板１０５が板部材１２３の板本体１３１
に対して傾くことなく、半導体パッケージ１０１が固着される。
【００４７】
　また、脚部１３３によって配線基板１０５が直接支持されるため、配線基板１０５の板
部材１２３に対する取り付け高さを、脚部１３３の高さで一定化することができる。さら
に脚部１３３によって配線基板１０５が直接支持されるため、樹脂封止工程における配線
基板１０５の熱変形を抑制できる。以上のように脚部１３３によって、配線基板１０５の
面１０５ｂの位置バラつきを抑制でき、積層型半導体装置１５０の樹脂封止工程における
金型と配線基板１０５の面１０５ｂとの間に隙間が発生することを防ぎ、樹脂バリ発生を
抑止できる。
【００４８】
　なお、本第１実施形態では、脚部１３３は円柱であるが、一点以上で配線基板１０５と
接することができればよく、球状や円錐、多角柱、多角錐等、いかなる形状であってもよ
い。
【００４９】
　また配線基板１０５の面１０５ａに向けた脚部１３３は、接着部材等の接合材を介して
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接触していてもよい。この場合、脚部１３３と配線基板１０５とは接合材を介して一体化
しているため、樹脂封止工程における配線基板１０５の熱変形をより効果的に抑制できる
。その結果、積層型半導体装置１５０の樹脂封止工程における金型と配線基板１０５の面
１０５ｂとの間に隙間が発生することをより効果的に防ぎ、樹脂バリ発生を抑止できる。
【００５０】
　本第１実施形態の材料として例えば接合材１１２，１２６，１２７に熱硬化性樹脂シー
トを、封止樹脂１０４，１１５，１２２にはシリカ入り熱硬化性樹脂を用いることができ
る。
【００５１】
　また配線基板１０５としては、例えば、基材にガラスエポキシ樹脂、配線層に銅箔を用
いることができる。そのときの配線基板１０５の線膨張係数は１．４×１０－５～１．６
×１０－５［１／Ｋ］程度であり、ヤング率は４０［Ｇｐａ］程度である。
【００５２】
　板部材１２３は、配線基板１０５を安定的に支持し、配線基板１０５の熱変形を抑制す
るため、配線基板１０５よりも大きい線膨張係数と高いヤング率を有していることが好ま
しい。板部材１２３を構成する材料としては、線膨張係数が４×１０－６［１／Ｋ］、ヤ
ング率１４５［Ｇｐａ］程度の４２アロイ合金などの金属材料や、線膨張係数１．０×１
０－５［１／Ｋ］、ヤング率８０［Ｇｐａ］程度のセラミック材料を使用することができ
る。
【００５３】
　本第１実施形態では、各突出片１３２は、矢印Ｘ方向から見て、板本体１３１から配線
基板１０５の４つの隅部１０５ｃの位置までそれぞれ突出するように形成されている。こ
のように、配線基板１０５が四角形状であるので、板部材１２３は、４つの隅部１０５ｃ
に対応して、４つの突出片１３２を有しているのがよい。なお、突出片１３２の数は、４
つよりも多くてもよく、４つに限定するものではない。ここで、矢印Ｘ方向から見て、隣
り合う２つの突出片１３２，１３２の間の領域Ｒは、金属ワイヤ１２１を配線するための
領域となっている。
【００５４】
　このように突出片１３２を隅部１０５ｃに対向するように設けたことで、金属ワイヤ１
２１を配線する領域Ｒを確保することができる。更に、樹脂封止工程で配線基板１０５の
熱変形が最も大きくなる４隅部１０５ｃを結ぶ対角線上により近い位置に脚部１３３を設
けることができる。このような脚部１３３の配置により、積層型半導体装置１５０の樹脂
封止工程における金型と配線基板１０５の面１０５ｂとの間に隙間が発生することをより
効果的に防ぎ、樹脂バリ発生を効果的に抑止できる。
【００５５】
　また脚部１３３は、封止樹脂１２２より露出していてもよい。この場合、脚部１３３を
配線基板１０５の熱変形が、４隅部１０５ｃを結ぶ対角線上で最も大きくなる４隅部１０
５ｃの直上に配置できるので、さらに効果的に樹脂バリ発生を抑止できる。
【００５６】
　図１中、破線１３４は、半導体パッケージ１０１の配線基板１０５の反り形状の等高線
を示している。半導体パッケージ１０１の配線基板１０５は、半導体チップ１０３の中心
を中心として同心円状に反るため、脚部１３３は配線基板１０５の面１０５ａの中心に対
して、同心円状で配置していることが望ましい。このように脚部１３３を配置すればより
安定して、脚部１３３により配線基板１０５を支持できるため、さらに効果的に樹脂バリ
発生を抑止できる。
【００５７】
　配線基板１０５の反りを含む熱変形は、配線基板１０５の端部が大きい。したがって、
脚部１３３は、突出片１３２の先端に配置されているのが好ましい。
【００５８】
　また、配線基板１０５の反りを含む熱変形は、配線基板１０５の４つの隅部１０５ｃを
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結ぶ対角線上が最も大きくなる。そのため、脚部１３３は、配線基板１０５の面１０５ａ
の４隅部１０５ｃを結ぶ対角線上に配置していることが望ましい。脚部１３３を配線基板
１０５の面１０５ａの４隅部１０５ｃを結ぶ対角線上に配置すれば、より安定して、脚部
１３３により配線基板１０５を支持できる。また樹脂封止工程における加熱による、配線
基板１０５の熱変形もより効果的に抑制できる。そのため樹脂バリを抑制する効果をより
高められる。
【００５９】
　また、板部材１２３が、金属ワイヤ１２１を配線する領域を残して、隣り合う２つの突
出片１３２の先端部同士を連結する梁部を更に有していてもよい。さらに梁部の一部、若
しくは全体に、配線基板１０５の面１０５ａに向かう脚部を設けていてもよい。このよう
な構造とすることで、樹脂封止工程における加熱による、配線基板１０５の熱変形をより
多くの面積で脚部により抑えることができる。そのため樹脂バリを抑制する効果をより高
められることができる。
【００６０】
　また配線基板１０５と脚部１３３が接触する位置は、配線基板１０５の面１０５ｂに垂
直な方向からみて、接続用導体パッド１０６が配置されている領域よりも外側で配線基板
１０５の面１０５ａと接触していることが望ましい。このように脚部１３３と配線基板１
０５が接触していれば、樹脂封止工程における配線基板１０５の熱変形を、接続用導体パ
ッド１０６が配置されている領域よりも外側で抑えることができる。そのため配線基板１
０５の面１０５ｂに配置されている接続用導体パッド１０６に樹脂バリが発生することを
効果的に抑制できる。
【００６１】
　図４及び図５は、本発明の第１実施形態に係る積層型半導体装置１５０の製造方法の一
例を示す説明図である。図４（ａ）は、積層型半導体装置１５０の製造工程における第１
固着工程を示す説明図である。図４（ｂ）は、積層型半導体装置１５０の製造工程におけ
る第２固着工程を示す説明図である。図４（ｃ）は、積層型半導体装置１５０の製造工程
におけるワイヤボンディング工程を示す説明図である。図５（ａ）は、積層型半導体装置
１５０の製造工程における樹脂封止工程を示す説明図である。図５（ｂ）は、積層型半導
体装置１５０の製造工程における接続端子であるはんだボール１９０の取付工程を示す説
明図である。図５（ｃ）は、積層型半導体装置１５０の製造工程における個片化工程を示
す説明図である。
【００６２】
　図４（ａ）に示すように、複数の板部材１２３が連結されたシート状の板材１５１を用
意し、板材１５１の各板部材１２３の板本体１３１の下面に、各半導体パッケージ１０１
をそれぞれ固着する（第１固着工程）。
【００６３】
　具体的には、半導体パッケージ１０１の半導体チップ１０３に接合材１２６としての熱
硬化性樹脂シートを用いて板部材１２３を接着し、接合材１２６を熱硬化させる。ここで
、板部材１２３は、図１に示すように、板本体１３１、突出片１３２及び脚部１３３を有
して構成されている。したがって、板部材１２３の板本体１３１を、板部材１２３の脚部
１３３が半導体パッケージ１０１の配線基板１０５の面１０５ａに接触するように半導体
パッケージ１０１に固着する。板本体１３１は、配線基板１０５の面１０５ａに垂直な方
向から見て、配線基板１０５の外周からはみ出さない位置に固着される。
【００６４】
　また、突出片１３２に設けられた脚部１３３と配線基板１０５が接触するように板本体
１３１が半導体パッケージ１０１の半導体チップ１０３上に固着される。従って、脚部１
３３によって配線基板１０５が板部材１２３の板本体１３１に対して傾くことなく半導体
パッケージ１０１が板本体１３１に固着される。
【００６５】
　板部材１２３の脚部１３３によって配線基板１０５が直接支持されるため、板本体１３
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１に対する配線基板１０５の取り付け高さを、脚部１３３の高さで一定化することができ
る。このとき脚部１３３の高さは、配線基板１０５の反り量と半導体チップ１０３の配線
基板１０５への実装高さを足し合わせた高さよりも、高いことが望ましい。このように脚
部１３３の高さを設定しておけば、より確実に脚部１３３と配線基板１０５とを接触させ
ることができる。
【００６６】
　次に、図４（ｂ）に示すように、各板部材１２３の板本体１３１上に、それぞれ半導体
パッケージ１０２を供給し、各半導体パッケージ１０２を各板部材１２３の板本体１３１
にそれぞれ固着する（第２固着工程）。
【００６７】
　具体的には、板部材１２３の板本体１３１上に、半導体パッケージ１０２を接合材１２
７として熱硬化性樹脂シートを用いて接着し、接合材１２７を熱硬化させる。その際、配
線基板１１３は、配線基板１０５の面１０５ａに垂直な方向から見て、配線基板１０５の
外周からはみ出さない位置、即ち板本体１３１上に固着される。これにより、板本体１３
１は、半導体パッケージ１０１，１０２により挟み込まれる。
【００６８】
　次に、図４（ｃ）に示すように、配線基板１０５の各導体パッド１１０と配線基板１１
３の各導体パッド１１６とをそれぞれ金属ワイヤ１２１でワイヤボンディングにより電気
的に接続する（ワイヤボンディング工程）。ここで、配線基板１１３は、配線基板１０５
の面１０５ａに垂直な方向から見て、配線基板１０５よりも小面積であり、且つ配線基板
１０５の領域内に配置されており、配線基板１０５の外周からはみ出していない。また、
板本体１３１は、配線基板１０５の面１０５ａに垂直な方向から見て、配線基板１１３の
面積以下の面積であり、且つ配線基板１１３の領域内に配置されているので、配線基板１
１３の外周からはみ出していない。従って、ワイヤボンディングの作業時に板本体１３１
が干渉することがなく、ワイヤボンディングの作業性がよい。
【００６９】
　次に、ワイヤボンディング工程後、図５（ａ）に示すように、半導体パッケージ１０１
，１０２及び板部材１２３からなるユニットを、金型１５２内のチャンバに配置する。こ
のとき、半導体パッケージ１０１の配線基板１０５の面１０５ｂが下面となるように配置
される。つまり、配線基板１０５の面１０５ｂが金型１５２の面１５２ａに接触する。配
線基板１０５は、端部（特に隅部）が面１０５ａ側に反っている場合があるが、面１０５
ｂと金型１５２の面１５２ａとの間に隙間がない状態で金型１５２内に配置される。
【００７０】
　そして、金型１５２内に溶融した溶融樹脂を供給し、固化させることで、半導体パッケ
ージ１０１、金属ワイヤ１２１及び半導体パッケージ１０２と共に、板部材１２３を、封
止樹脂１２２で一括封止する（樹脂封止工程）。つまり、複数の半導体パッケージ１０１
及び複数の半導体パッケージ１０２と共に、シート状板材１５１を、封止樹脂１２２で一
括封止する。具体的には、配線基板１０５の面１０５ａ、半導体チップ１０３、金属ワイ
ヤ１２１、半導体パッケージ１０２及び板部材１２３を封止樹脂１２２で一括封止する。
その際、封止樹脂１２２としてシリカ入り熱硬化性樹脂を用いてトランスファーモールド
により封止し、封止樹脂１２２を熱硬化させる。このとき、板本体１３１に対する配線基
板１０５の取り付け高さは、脚部１３３の接触によって、配線基板１０５の傾きが抑えら
れ、且つ一定化されている。従って、金型１５２の面１５２ａと配線基板１０５の面１０
５ｂとの間で隙間ができるのが抑制される。
【００７１】
　また、配線基板１０５は、第１温度（１５０［℃］）よりも高い第２温度（１８０［℃
］）まで加熱されることになるため、端部（特に隅部）が面１０５ａ側に反り返る方向に
力が発生する。しかし、配線基板１０５は、金型１５２の面１５２ａと脚部１３３によっ
て支持されているため、樹脂入封止時の加熱のよる熱変形が抑えられる。したがって、金
型１５２の面１５２ａと配線基板１０５の面１０５ｂとの間で隙間ができるのが抑制され
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る。このように金型１５２の面１５２ａと配線基板１０５の面１０５ｂとの間で隙間がで
きるのが抑制されるので、配線基板１０５の面１０５ｂに発生する樹脂バリを防ぐことが
できる。これにより、接続用導体パッド１０６におけるはんだボール１９０の接合不良が
少なくなり、積層型半導体装置１５０の歩留まりが向上する。また、シート状板材１５１
を用いることで、複数の半導体パッケージの樹脂バリ発生を抑止して一括封止できるため
生産性が高い。
【００７２】
　また樹脂封止する際に金型１５２の面１５２ａと配線基板１０５の面１０５ｂの間に弾
性を有するフィルム部材を設けていてもよい。その際には、金型１５２の１５２ａと配線
基板１０５の面１０５ｂとの隙間がフィルム部材の厚さよりも薄くなるように脚部の高さ
を設定しておくのが望ましい。このようにしておけば樹脂封止の際に配線基板１０５の面
１０５ｂがフィルムにめり込むこととなる。結果、フィルムと配線基板１０５の面１０５
ｂとの間に隙間ができることをより確実に抑止し、配線基板１０５の面１０５ｂに樹脂バ
リが発生することを確実に抑止できる。
【００７３】
　次に、図５（ｂ）に示すように、配線基板１０５の接続用導体パッド１０６に外部接続
端子としてのはんだボール１９０を位置決めし、リフローにより接続する（接続端子形成
工程）。次に、図５（ｃ）に示すように、封止樹脂１２２、シート状板材１５１を共にダ
イシング等により切断して個々の積層型半導体装置１５０に個片化する（個片化工程）。
【００７４】
　このような製造方法では、半導体パッケージ１０１，１０２の両方に個片状態の半導体
パッケージを使用できるので、動作検査を実施するのは容易であり、バーンイン検査など
のスクリーニング検査も実施できる。そのため、積層型半導体装置１５０の製造に用いる
半導体パッケージ１０１、１０２として、予め良品保証された半導体パッケージを使用す
ることが可能となる。また、配線基板１０５の面１０５ｂに樹脂バリが発生することを抑
止できるため、より歩留まり高く積層型半導体装置１５０を製造することができる。
【００７５】
　以上、シート形態の板材１５１の各板部材１２３に個片の各半導体パッケージ１０１と
、個片の各半導体パッケージ１０２を各々積層して製造する場合に発生する樹脂バリを抑
止し、ＰｉＰ型の積層型半導体装置１５０の歩留まりを向上できる。
【００７６】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態に係る積層型半導体装置について説明する。図６は、本発
明の第２実施形態に係る積層型半導体装置の概略構成を示す平面図である。なお、図６に
示す本第２実施形態の積層型半導体装置おいて上記第１実施形態の積層型半導体装置と同
様の構成については、同一符号を付して説明を省略する。
【００７７】
　本第２実施形態の積層型半導体装置２５０は、上記第１実施形態の板部材１２３とは異
なる形状の板部材２２３を備えているものである。
【００７８】
　板部材２２３は、上記第１実施形態と同様、板本体１３１と、板本体１３１の各隅部か
らそれぞれ突出する４つの突出片１３２とを有している。
【００７９】
　また、板部材２２３は、突出片１３２における配線基板１０５の面１０５ａに対向する
面に設けられた凸状の脚部２３３を有している。脚部２３３は、配線基板１０５の面１０
５ａに対向する先端面を有し、該先端面の配線基板１０５の隅部側とは反対側の部分に切
欠（窪み）２３５が形成されている。切欠２３５は、隅部１０５ｃへ向かって窪むように
形成されている。
【００８０】
　半導体パッケージ１０１は配線基板１０５の端部、特に隅部１０５ｃが配線基板１０５
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の面１０５ｂ側へ反った形状を有している。そのため、脚部２３３の形状が球状や円錐、
多角柱や多角錐の場合、配線基板１０５と一点で接触することとなる。
【００８１】
　本第２の実施形態によれば、脚部２３３の切欠２３５により、配線基板１０５の反り形
状に対応して、脚部２３３の２点で配線基板１０５と接触できる。脚部２３３と配線基板
１０５との接触点が増えれば、より安定して脚部２３３で配線基板１０５を支持できるた
め、より効果的に積層型半導体装置２５０の樹脂バリ発生を抑止できる。
【００８２】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態に係る積層型半導体装置について説明する。図７は、本発
明の第３実施形態に係る積層型半導体装置の概略構成を示す断面図である。なお、図７に
示す本第３実施形態の積層型半導体装置おいて上記第１実施形態の積層型半導体装置と同
様の構成については、同一符号を付して説明を省略する。
【００８３】
　本第３実施形態の積層型半導体装置３５０は、上記第１及び第２実施形態の板部材１２
３，２２３とは異なる形状の板部材３２３を備えているものである。
【００８４】
　板部材３２３は、上記第１実施形態と同様、板本体１３１と、板本体１３１の各隅部か
らそれぞれ突出する４つの突出片１３２とを有している。
【００８５】
　また、板部材３２３は、突出片１３２における配線基板１０５の面１０５ａに対向する
面に設けられた凸状の脚部３３３を有している。
【００８６】
　脚部３３３は、配線基板１０５の面１０５ａの端部（具体的には隅部）に向かって先細
る形状に形成されている。
【００８７】
　本第３実施形態では、脚部３３３の断面形状は、配線基板１０５の面１０５ａと水平な
方向から見て、配線基板１０５の上端に向けた斜面を有している。そして脚部３３３と配
線基板１０５の面１０５ａの隅部とは接触している。
【００８８】
　半導体パッケージ１０１の配線基板１０５の面１０５ａの端部、特に隅部は、樹脂封止
工程における加熱による熱変形が大きくなる。そのため脚部３３３により、配線基板１０
５の面１０５ａの隅部を支持することは、樹脂封止工程における加熱による熱変形を抑え
る効果が高く、より効果的に積層型半導体装置３５０の樹脂バリ発生を抑制することがで
きる。
【００８９】
　［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態に係る積層型半導体装置について説明する。図８は、本発
明の第４実施形態に係る積層型半導体装置の概略構成を示す断面図である。
【００９０】
　上記第１～第３実施形態では、配線基板１０５が配線基板１１３よりも大きい場合につ
いて説明したが、配線基板１１３が配線基板１０５よりも大きい場合であっても本発明は
適用可能である。この場合、図８に示すように配線基板１１３の面１１３ｂと配線基板１
０５の面１０５ａとが対向するように配置される。さらに配線基板１１３の面１１３ｂに
設けられた複数の導体パッド１１６と、配線基板１０５の面１０５ｂに設けられた複数の
導体パッド１１０とを金属ワイヤ１２１で接続する。配線基板１０５の面１０５ａと面１
０５ｂの一部、半導体チップ１０３、金属ワイヤ１２１及び半導体パッケージ１０２は、
封止樹脂１２２により封止される。
【００９１】
　この場合も配線基板１０５の面１０５ａと板部材１２３の脚部１３３とを直接接触させ
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る構造とすることで、脚部１３３によって配線基板１０５が板部材１２３の板本体１３１
に対して傾くことなく、半導体パッケージ１０１が固着される。
【００９２】
　また、脚部１３３によって配線基板１０５が直接支持されるため、配線基板１０５の板
部材１２３に対する取り付け高さを、脚部１３３の高さで一定化することができる。さら
に脚部１３３によって配線基板１０５が直接支持されるため、樹脂封止工程における配線
基板１０５の熱変形を抑制できる。以上のように脚部１３３によって、配線基板１０５の
面１０５ｂの位置バラつきを抑制できる。これにより、積層型半導体装置４５０の樹脂封
止工程における金型と配線基板１０５の面１０５ｂとの間に隙間が発生することを防ぎ、
接続用導体パッド１０６へ樹脂バリが発生することを抑止できる。
【００９３】
　なお、本発明は、以上説明した実施形態に限定されるものではなく、多くの変形が本発
明の技術的思想内で当分野において通常の知識を有する者により可能である。
【００９４】
　上記第１～第４実施形態では、第１半導体パッケージに第２半導体パッケージが一つ積
層された場合について説明したが、第２半導体パッケージ上に更に１つ又は複数の半導体
パッケージが積層される場合についても適用可能である。
【００９５】
　また、上記第１～第４実施形態では、導体パッド１１０が面１０５ａに形成されている
場合について説明したが、面１０５ｂに形成されている場合についても本発明は適用可能
である。
【００９６】
　また、上記第１～第４実施形態では、導体パッド１１６が面１１３ｂに形成されている
場合について説明したが、面１１３ａに形成されている場合についても本発明は適用可能
である。
【００９７】
　また、上記第１～第４実施形態では、半導体チップ１１１が面１１３ａに実装されてい
る場合について説明したが、面１１３ｂに実装されている場合についても本発明は適用可
能である。
【００９８】
　また、上記第１～第４実施形態では、配線基板１０５，１１３が基板の面に対して垂直
な方向から見て、略四角形状の場合について説明したが、これに限定するものではなく、
多角形状、円形状、楕円形状等、任意の形状であっても本発明は適用可能である。
【符号の説明】
【００９９】
１００…プリント回路板、１０１…半導体パッケージ（第１半導体パッケージ）、１０２
…半導体パッケージ（第２半導体パッケージ）、１０３…半導体チップ（第１半導体素子
）、１０５…配線基板（第１配線基板）、１０５ａ…面（一方の面）、１０５ｂ…面（他
方の面）、１０６…接続用導体パッド、１１０…導体パッド（第１導体パッド）、１１１
…半導体チップ（第２半導体素子）、１１３…配線基板（第２配線基板）、１１３ａ…面
、１１３ｂ…面、１１６…導体パッド（第２導体パッド）、１２１…金属ワイヤ、１２２
…封止樹脂、１２３…板部材、１３１…板本体、１３２…突出片、１３２ａ…面、１３３
…脚部、１５０…積層型半導体装置、１８０…メイン基板（プリント配線板）、１９０…
はんだボール（接続端子）
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