
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
主表面に複数の外部端子を有する集積回路が形成された半導体チップと、
前記半導体チップの前記主表面から前記半導体チップの裏面まで延在し、かつ前記半導体
チップの前記主表面側及び前記裏面側の夫々で前記半導体チップと固着されるテ－プとを
有し、
前記テ－プは、導電層と、この導電層を挟む絶縁層とからなり、かつ前記導電層と前記複
数の外部端子とが電気的に接続され、かつ前記半導体チップの前記主表面及び前記裏面の
夫々に位置する前記絶縁層に前記導電層を露出する開口部を夫々に有

ことを特徴とする半導体装
置。
【請求項２】
前記半導体チップは、緩衝膜を介して前記テープと固着されていることを特徴とする請求
項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
前記導電層と前記複数の外部端子との接続部が、樹脂で覆われていることを特徴とする請
求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
前記半導体チップの側面および前記裏面が、樹脂で覆われていることを特徴とする請求項
１に記載の半導体装置。
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【請求項５】
主表面に複数の外部端子を有する集積回路が形成された半導体チップと、前記半導体チッ
プの前記主表面から前記半導体チップの裏面まで延在し、かつ前記半導体チップの前記主
表面側及び前記裏面側の夫々で前記半導体チップと固着されるテ－プとを有し、前記テ－
プは、導電層と、この導電層を挟む絶縁層とからなり、かつ前記導電層と前記複数の外部
端子とが電気的に接続され、かつ前記半導体チップの前記主表面及び前記裏面の夫々に位
置する前記絶縁層に前記導電層を露出する開口部を夫々に有

第１の半導体装置と、
前記開口部で露出する前記導電層表面と電気的に接続されている第２の半導体装置とを有
することを特徴とする半導体モジュール。
【請求項６】
前記半導体チップは、緩衝膜を介して前記テープと固着されていることを特徴とする請求
項５に記載の半導体モジュール。
【請求項７】
前記導電層と前記複数の外部端子との接続部が、樹脂で覆われていることを特徴とする請
求項５に記載の半導体モジュール。
【請求項８】
前記半導体チップの側面および前記裏面が、樹脂で覆われていることを特徴とする請求項
５に記載の半導体モジュール。
【請求項９】
主表面に複数の外部端子を有する集積回路が形成された半導体チップと、前記半導体チッ
プの前記主表面から前記半導体チップの裏面まで延在し、かつ前記半導体チップの前記主
表面側及び前記裏面側の夫々で前記半導体チップと固着されるテ－プとを有し、前記テ－
プは、導電層と、この導電層を挟む絶縁層とからなり、かつ前記導電層と前記複数の外部
端子とが電気的に接続され、かつ前記半導体チップの前記主表面及び前記裏面の夫々に位
置する前記絶縁層に前記導電層を露出する開口部を有

第１の半導体装置と、
前記第１の半導体装置と電気的に接続されているプリント配線基板とを備えたことを特徴
とする半導体モジュール。
【請求項１０】
前記半導体チップは、緩衝膜を介して前記テープと固着されていることを特徴とする請求
項９に記載の半導体モジュール。
【請求項１１】
前記導電層と前記複数の外部端子との接続部が、樹脂で覆われていることを特徴とする請
求項９に記載の半導体モジュール。
【請求項１２】
前記半導体チップの側面および前記裏面が、樹脂で覆われていることを特徴とする請求項
９に記載の半導体モジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明はμＢＧＡ（μＢａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）型半導体装置に関し、特に、
積み重ね可能なμＢＧＡ型半導体装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図１３は従来のμＢＧＡ型半導体装置の断面構造図を示す。図１３に示すように、従来の
μＢＧＡ型半導体装置１３００は、主表面に複数の外部端子１３０４を有する集積回路が
形成された半導体チップ１３０１と、　導電層１３１０、およびこの導電層１３１０を絶
縁層１３０９、および絶縁層１３１３で挟む構造からなるテープ１３０８とから構成され
る。ここで、例えば導電層１３１０はＣｕ、絶縁層１３０９はポリイミドやガラスエポキ
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シ、絶縁層１３１３はソルダーレジストから構成される。
【０００３】
また、半導体チップ１３０１の主表面は、パッシベーション膜１３０５で覆われている。
【０００４】
さらに、導電層１３１０は、複数の外部端子１３０４と電気的に接続され、かつ、絶縁層
１３１３に形成された開口部１３０３ａから露出される。
【０００５】
さらに、テープ１３０８は、緩衝膜１３０７、例えばエラストマーを介して、パッシベー
ション膜１３０５上に固着されている。
【０００６】
そして、導電層１３１０と外部端子１３０４との接続部は、樹脂１３０２で覆われている
。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のμＢＧＡ型半導体装置は、外部装置、例えば他の半導体装置と電気
的に接続可能な接続部、つまり開口部１３０３ａから露出する導電層１３１０が半導体チ
ップ１３０１の主表面のみに形成された構造となっているので、複数の半導体装置を積み
重ねて実装することが困難であった。
【０００８】
本発明は、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易にする半導体装置及び半導体モジュ－
ルを提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
そこで本発明の半導体装置は、　主表面に複数の外部端子を有する集積回路が形成された
半導体チップと、半導体チップの主表面から半導体チップの裏面まで延在し、かつ半導体
チップの主表面側及び裏面側の夫々で半導体チップと固着されるテ－プとを有し、テ－プ
は、導電層と、この導電層を挟む絶縁層とからなり、かつ導電層と複数の外部端子とが電
気的に接続され、かつ半導体チップの主表面及び裏面の夫々に位置する絶縁層に導電層を
露出する開口部を夫々に有することを特徴とする。
【００１０】
また、本発明の半導体モジュールは、　主表面に複数の外部端子を有する集積回路が形成
された半導体チップと、半導体チップの主表面から半導体チップの裏面まで延在し、かつ
半導体チップの主表面側及び裏面側の夫々で半導体チップと固着されるテ－プとを有し、
テ－プは、導電層と、この導電層を挟む絶縁層とからなり、かつ導電層と複数の外部端子
とが電気的に接続され、かつ半導体チップの主表面及び裏面の夫々に位置する絶縁層に導
電層を露出する開口部を有する第１の半導体装置と、前記開口部で露出する前記導電層表
面と電気的に接続されているパッドを有する第２の半導体装置とを有することを特徴とす
る。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の第１の実施の形態の半導体装置について説明するための断面図である。以
下、図１を用いて本発明の第１の実施の形態の半導体装置について説明する。
【００１２】
この半導体装置１００は、主表面に複数の外部端子１０４を有する集積回路を形成された
半導体チップ１０１と、導電層１１０、およびこの導電層１１０を絶縁層１０９、および
１１３で挟む構造からなるテープ１０８とから構成される。ここで、例えば導電層１１０
はＣｕ、絶縁層１０９はポリイミドやガラスエポキシ、絶縁層１１３はソルダーレジスト
などから構成される。
【００１３】
また、半導体チップ１０１の主表面は、パッシベーション膜１０５で覆われている。
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【００１４】
テープ１０８は、半導体チップ１０１の主表面から裏面まで延在し、かつ半導体チップ１
０１の主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ１０１と固着されている。
【００１５】
さらに、導電層１１０は、複数の外部端子１０４と電気的に接続され、かつ、半導体チッ
プ１０１の主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層１１３に形成された開口部１０３ａ
および１０３ｂから露出されている。
【００１６】
上述した通り、本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００では、第１に、半導体装置
１００の主表面側に開口部１０３ａ、裏面側に開口部１０３ｂを有するので、開口部１０
３ａから露出する導電層１１０、もしくは、開口部１０３ｂから露出する導電層１１０、
もしくは、これら両方と、外部装置、例えば他の半導体装置と電気的に接続できる。つま
り、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易にすることができる。第２に、開口部１０３
ａから露出する導電層１１０、もしくは、開口部１０３ｂから露出する導電層１１０の一
方が他の半導体装置との接続に用いる場合、他方は半導体装置１００自身の電気的テスト
に用いることができる。
【００１７】
本発明の第１の実施の形態の半導体装置において、開口部１０３ａおよび開口部１０３ｂ
から夫々露出する導電層１１０は、金属バンプなどを介して、他の半導体装置などと接続
することができる。この場合は、絶縁層１１３にソルダーレジストなどの、溶かした金属
に対して濡れ性が低い絶縁層を用いると、金属バンプを正確に取りつけることができる。
【００１８】
さらに、テープ１０８の代わりに、フレキシブルテープを用いてもよい。
【００１９】
図２は本発明の第２の実施の形態の半導体装置について説明するための断面図である。以
下、図２を用いて本発明の第２の実施の形態の半導体装置について説明する。
【００２０】
この半導体装置２００は、本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００とほぼ同様の構
成のため、詳しい説明は省略する。本実施の形態は、本発明の第１の実施の形態の半導体
装置１００において、テープ１０８は、緩衝膜２０７、例えばエラストマーを介在して半
導体チップ１０１と固着することを特徴とする。
【００２１】
本発明の第２の実施の形態の半導体装置２００は、本発明の第１の実施の形態の半導体装
置１００と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のようにテープ１０
８は緩衝膜２０７を介在して半導体チップ１０１と固着されている。緩衝膜２０７は熱収
縮率の差により、テープ１０８が半導体チップ１０１から剥がれるのを防ぐように働く。
したがって、本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００の構造に比して、よりテープ
１０８と半導体チップ１０１が、剥がれにくい構造が得られる。
【００２２】
図３は本発明の第３の実施の形態の半導体装置について説明するための断面図である。以
下、図３を用いて本発明の第３の実施の形態の半導体装置について説明する。
【００２３】
この半導体装置３００は、本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００とほぼ同様の構
成のため、詳しい説明は省略する。本実施の形態は、本発明の第１の実施の形態の半導体
装置１００において、導電層１１０と外部端子１０４との接続部が樹脂３０２で覆われて
いることを特徴とする。
【００２４】
本発明の第３の実施の形態の半導体装置３００は、本発明の第１の実施の形態の半導体装
置１００と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層１１
０と外部端子１０４との接続部が樹脂３０２で覆われている。このため、本発明の第１の
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実施の形態の半導体装置１００の構造に比して、外部端子１０４と導電層１１０が剥がれ
にくい、堅固な構造を得ることができる。
【００２５】
図４は本発明の第４の実施の形態の半導体装置について説明するための断面図である。以
下、図４を用いて本発明の第４の実施の形態の半導体装置について説明する。
【００２６】
この半導体装置４００は、本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００とほぼ同様の構
成のため、詳しい説明は省略する。本実施の形態は、本発明の第１の実施の形態の半導体
装置１００において、導電層１１０と外部端子１０４との接続部を樹脂３０２が覆い、さ
らには半導体チップ１０１の側面および裏面を、樹脂４０６が夫々覆うことを特徴とする
。
【００２７】
本発明の第４の実施の形態の半導体装置４００は、本発明の第１の実施の形態の半導体装
置１００と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層１１
０と外部端子１０４との接続部を樹脂３０２が覆い、さらには半導体チップ１０１の側面
および裏面を、樹脂４０６が夫々覆っている。このため、本発明の第１の実施の形態の半
導体装置１００の構造に比して、半導体チップ１０１の主表面方向からの外力に対してよ
り強い、堅固な構造を得ることができる。
【００２８】
図５は本発明の第１の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図であ
る。以下、図５を用いて本発明の第１の実施の形態の半導体モジュールについて説明する
。
【００２９】
この半導体モジュール５００は、第１の半導体装置５００ａ、及び第２の半導体装置５０
０ｂから構成される。ここで、第２の半導体装置５００ｂは、第１の半導体装置５００ａ
と同一の構成であるため、第２の半導体装置５００ｂの説明は、第１の半導体装置５００
ａの説明により省略する。
【００３０】
この半導体装置５００ａは、主表面に複数の外部端子５０４ａを有する集積回路を形成さ
れた半導体チップ５０１ａと、導電層５１０ａ、およびこの導電層５１０ａを絶縁層５０
９ａ、５１３ａで挟む構造からなるテープ５０８ａとから構成される。ここで、例えば導
電層５１０ａはＣｕ、絶縁層５０９ａはポリイミドやガラスエポキシ、絶縁層５１３ａは
ソルダーレジストから構成される。
【００３１】
また、半導体チップ５０１ａの主表面は、パッシベーション膜５０５ａで覆われている。
【００３２】
テープ５０８ａは、半導体チップ５０１ａの主表面から裏面まで延在し、かつ半導体チッ
プ５０１ａの主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ５０１ａと固着されている。
【００３３】
さらに、導電層５１０ａは、複数の外部端子５０４ａと電気的に接続され、かつ、半導体
チップ５０１ａの主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層５１３ａに形成された開口部
５２３ａおよび５３３ａから露出されている。
【００３４】
上述したように本発明の第１の実施の形態の半導体モジュ－ル５００は、第１の半導体装
置５００ａの開口部５３３ａから露出する導電層５１０ａが、金属バンプ５０３を介して
、第２の半導体装置５００ｂの開口部５２３ｂから露出する導電層５１０ｂと接続される
。このようにして、第１および第２の半導体装置５００ａ、５００ｂからなる半導体モジ
ュール５００が得られる。
【００３５】
本発明の第１の実施の形態の半導体モジュ－ル５００は、上述のような構造を有するので
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、テープを有する半導体装置の積み重ね実装を容易に行うことが可能となり、かつ容易に
実装できるため、実装工程が簡易なため、コストを下げることも可能となる。
【００３６】
図６は本発明の第２の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図であ
る。以下、図６を用いて本発明の第２の実施の形態の半導体モジュールについて説明する
。
【００３７】
この半導体モジュール６００は、本発明の第１の実施の形態の半導体モジュール５００と
ほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第２の実施の形態の半導体モジ
ュール６００の半導体装置６００ａおよび６００ｂにおいて、テープ６０８ａ、およびテ
ープ６０８ｂは、夫々緩衝膜６０７ａおよび６０７ｂ、例えばエラストマーを介して、半
導体チップ６０１ａ、及び半導体チップ６０１ｂと固着されていることを特徴とする。
【００３８】
本発明の第２の実施の形態の半導体モジュール６００では、本発明の第１の実施の形態の
半導体モジュール５００と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のよ
うに緩衝膜６０７ａを有するので、これら緩衝膜６０７ａ、６０７ｂは熱収縮率の差によ
り、半導体チップ６０１ａとテープ６０８ａ、半導体チップ６０１ｂとテープ６０８ｂが
夫々剥がれるのを防ぐように働く。したがって、本発明の第１の実施の形態の半導体モジ
ュール５００の構造に比して、半導体チップ６０１ａとテープ６０８ａ、半導体チップ６
０１ｂとテープ６０８ｂ夫々が剥がれにくい構造が得られる。
【００３９】
図７は本発明の第３の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図であ
る。以下、図７を用いて本発明の第３の実施の形態の半導体モジュ－ルについて説明する
。
【００４０】
この半導体モジュール７００は、本発明の第１の実施の形態の半導体モジュール５００と
ほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第３の実施の形態の半導体モジ
ュ－ル７００の半導体装置７００ａおよび７００ｂにおいて、導電層７１０ａと外部端子
７０４ａ、導電層７１０ｂと外部端子７０４ｂの夫々の接続部が、夫々樹脂７０２ａおよ
び７０２ｂで覆われていることを特徴とする。
【００４１】
本発明の第３の実施の形態の半導体モジュール７００は、本発明の第１の実施の形態の半
導体モジュ－ル５００と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のよう
に導電層７１０ａと外部端子７０４ａ、導電層７１０ｂと外部端子７０４ｂの夫々の接続
部が、夫々樹脂７０２ａおよび７０２ｂで覆われている。このため、本発明の第１の実施
の形態の半導体モジュール５００の構造に比して、導電層７１０ａと外部端子７０４ａ、
導電層７１０ｂと外部端子７０４ｂが夫々剥がれにくい、堅固な構造を得ることができる
。
【００４２】
図８は本発明の第４の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図であ
る。以下、図８を用いて本発明の第４の実施の形態の半導体モジュ－ルについて説明する
。
【００４３】
この半導体モジュール８００は、本発明の第１の実施の形態の半導体モジュール５００と
ほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第４の実施の形態の半導体モジ
ュ－ル８００の半導体装置８００ａおよび８００ｂにおいて、導電層８１０ａと外部端子
８０４ａとの接続部を樹脂８０２ａが覆い、半導体チップ８０１ａの側面および裏面を樹
脂８０６ａが覆い、導電層８１０ｂと外部端子８０４ｂとの接続部を樹脂８０２ｂが覆い
、および半導体チップ８０１ｂの側面および裏面を樹脂８０６ｂが夫々覆うことを特徴と
する。
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【００４４】
本発明の第４の実施の形態の半導体モジュール８００は、本発明の第１の実施の形態の半
導体モジュ－ル５００と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のよう
に導電層８１０ａと外部端子８０４ａとの接続部を樹脂８０２ａが覆い、半導体チップ８
０１ａの側面および裏面を樹脂８０６ａが覆い、導電層８１０ｂと外部端子８０４ｂとの
接続部を樹脂８０２ｂが覆い、および半導体チップ８０１ｂの側面および裏面を樹脂８０
６ｂが夫々覆っている。このため、本発明の第１の実施の形態の半導体モジュール５００
の構造に比して、半導体チップ８０１ａおよび８０１ｂの主表面方向からの外力に対して
より強い、堅固な構造を得ることができる。
【００４５】
図９は本発明の第５の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図であ
る。以下、図９を用いて本発明の第５の実施の形態の半導体モジュ－ルについて説明する
。
【００４６】
この半導体モジュール９００は、半導体装置９００ａおよびプリント配線基板９２０から
構成される。
【００４７】
この半導体装置９００ａは、主表面に複数の外部端子９０４を有する集積回路を形成され
た半導体チップ９０１と、導電層９１０、およびこの導電層９１０を絶縁層９０９、９１
３で挟む構造からなるテープ９０８とから構成される。ここで、例えば導電層９１０はＣ
ｕ、絶縁層９０９はポリイミドやガラスエポキシ、絶縁層９１３はソルダーレジストから
構成される。
【００４８】
また、半導体チップ９０１の主表面は、パッシベーション膜９０５で覆われている。
【００４９】
テープ９０８は、半導体チップ９０１の主表面から裏面まで延在し、かつ半導体チップ９
０１の主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ９０１と固着されている。
【００５０】
さらに、導電層９１０は、複数の外部端子９０４と電気的に接続され、かつ、半導体チッ
プ９０１の主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層９１３に形成された開口部９０３ａ
および９０３ｂから露出されている。
【００５１】
この半導体装置９００ａの開口部９０３ｂで露出する導電層９１０の表面が、金属バンプ
９０３を用いて、プリント配線基板９２０上のパッド９２１と電気的に接続されている。
ここで、パッド９２１は、例えばＮｉ－Ａｕまたは半田から構成されている。
【００５２】
上述したように本発明の第５の実施の形態の半導体モジュール９００は、導電層９１０を
露出する開口部９０３ａが半導体チップ９０１の主表面側に設けられている。したがって
、半導体装置９００ａとプリント配線基板９２０との積み重ね実装を容易にする。さらに
、実装に用いられなかった半導体装置の開口部９０３ａから露出する導電層９１０は、半
導体装置９００ａとプリント配線基板９２０とが接続されているか否かの電気的テストに
用いることができる。
【００５３】
図１０は本発明の第６の実施の形態の半導体装置モジュールについて説明するための断面
図である。以下、図１０を用いて本発明の第６の実施の形態の半導体モジュ－ルについて
説明する。
【００５４】
この半導体モジュール１０００は、本発明の第５の実施の形態の半導体モジュール９００
とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第６の実施の形態の半導体モ
ジュ－ル１０００の半導体装置１０００ａにおいて、テープ１００８が緩衝膜１００７、
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例えばエラストマーを介して、半導体チップ１００１と固着されていることを特徴とする
。
【００５５】
本発明の第６の実施の形態の半導体モジュール１０００は、本発明の第５の実施の形態の
半導体モジュ－ル９００と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のよ
うな緩衝膜１００７を有するので、この緩衝膜１００７は熱収縮率の差により、テープ１
００８が半導体チップ１００１から剥がれるのを防ぐように働く。したがって、本発明の
第５の実施の形態の半導体モジュール９００の構造に比して、よりテープ１００８と半導
体チップ１００１が剥がれにくい構造が得られる。
【００５６】
図１１は本発明の第７の実施の形態の半導体装置モジュールについて説明するための断面
図である。以下、図１１を用いて本発明の第７の実施の形態の半導体モジュ－ルについて
説明する。
【００５７】
この半導体モジュール１１００は、本発明の第５の実施の形態の半導体モジュール９００
ａとほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第７の実施の形態の半導体
モジュ－ル１１００の半導体装置１１００ａにおいて、導電層１１１０と外部端子１１０
４との接続部が樹脂１１０２で覆われていることを特徴とする。
【００５８】
本発明の第７の実施の形態の半導体モジュール１１００は、本発明の第５の実施の形態の
半導体モジュ－ル９００と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のよ
うに導電層１１１０と外部端子１１０４との接続部が樹脂１１０２で覆われている。この
ため、本発明の第５の実施の形態の半導体モジュール９００の構造に比して、外部端子１
１０４と導電層１１１０が剥がれにくい、堅固な構造を得ることができる。
【００５９】
図１２は本発明の第８の実施の形態の半導体装置モジュールについて説明するための断面
図である。以下、図１２を用いて本発明の第８の実施の形態の半導体モジュ－ルについて
説明する。
【００６０】
この半導体モジュール１２００は、本発明の第５の実施の形態の半導体モジュール９００
とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第８の実施の形態の半導体モ
ジュ－ル１２００の半導体装置１２００ａにおいて、導電層１２１０と外部端子１２０４
との接続部を樹脂１２０２が覆い、さらには半導体チップ１２０１の側面および裏面を、
樹脂１２０６が夫々覆うことを特徴とする。
【００６１】
本発明の第８の実施の形態の半導体モジュール１２００は、本発明の第５の実施の形態の
半導体モジュ－ル９００と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のよ
うに導電層１２１０と外部端子１２０４との接続部を樹脂１２０２が覆い、さらには半導
体チップ１２０１の側面および裏面を、樹脂１２０６が夫々覆っている。このため、本発
明の第５の実施の形態の半導体モジュール９００の構造に比して、半導体チップ１２０１
の主表面方向からの外力に対してより強い、堅固な構造を得ることができる。
【００６２】
【発明の効果】
本発明の半導体モジュ－ルは、第１に、半導体装置の主表面側に開口部、裏面側に開口部
を有するので、開口部から露出する導電層、もしくは、開口部から露出する導電層、もし
くは、これら両方と、外部装置、例えば他の半導体装置と電気的に接続できる。つまり、
複数の半導体装置の積み重ね実装を容易にすることができる。第２に、開口部から露出す
る導電層、もしくは、開口部から露出する導電層の一方が他の半導体装置との接続に用い
る場合、他方は半導体装置自身の電気的テストに用いることができる。
【００６３】
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また、本発明の半導体モジュ－ルにおいて、第１の半導体装置は、開口部から露出する導
電層を介して、第２の半導体装置または、プリント配線基板と接続される。したがって、
本発明の半導体モジュ－ルは、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易に行うことが可能
となり、かつ容易に実装できるため、実装工程が簡易なため、コストを下げることも可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の半導体装置の構造を断面図で示すものである。
【図２】本発明の第２の実施の形態の半導体装置の構造を断面図で示すものである。
【図３】本発明の第３の実施の形態の半導体装置の構造を断面図で示すものである。
【図４】本発明の第４の実施の形態の半導体装置の構造を断面図で示すものである。
【図５】本発明の第１の実施の形態の半導体モジュールの構造を断面図で示すものである
。
【図６】本発明の第２の実施の形態の半導体モジュールの構造を断面図で示すものである
。
【図７】本発明の第３の実施の形態の半導体モジュールの構造を断面図で示すものである
。
【図８】本発明の第４の実施の形態の半導体モジュールの構造を断面図で示すものである
。
【図９】本発明の第５の実施の形態の半導体モジュールの構造を断面図で示すものである
。
【図１０】本発明の第６の実施の形態の半導体モジュールの構造を断面図で示すものであ
る。
【図１１】本発明の第７の実施の形態の半導体モジュールの構造を断面図で示すものであ
る。
【図１２】本発明の第８の実施の形態の半導体モジュールの構造を断面図で示すものであ
る。
【図１３】従来のμＢＧＡ型半導体装置の構造の断面図を示すものである。
【符号の説明】
１００：半導体装置
１０１：半導体チップ
１０３ａ：開口部
１０３ｂ：開口部
１０４：外部端子
１０５：パッシベーション膜
１０８：テープ
１０９：絶縁層
１１０：導電層
１１３：絶縁層
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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