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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路パターンの浮き上がり現象を抑制するパッケージオンパッケージであって、
　内部に複数の半導体チップが積層された下部半導体パッケージと、
　前記下部半導体パッケージの上部面の封止材の一部を除去して設けられ、該封止材より
高さが低い連結部と、
　前記下部半導体パッケージの連結部にソルダーボールを通じてファンイン構造で連結さ
れる上部半導体パッケージと、を備え、
　前記下部半導体パッケージの連結部は
　前記下部半導体パッケージの内部に積層された前記複数の半導体チップの内の最上部の
半導体チップの表面に形成されたパッド再配置パターンと、
　前記パッド再配置パターンの連結端子上に形成された銅ポストと、を備え、
　前記ソルダーボールは前記銅ポストの上面と側壁を覆う構造を備えることを特徴とする
パッケージオンパッケージ。
【請求項２】
　前記下部半導体パッケージは、
　パッケージ製造用の基板と、
　前記基板上に積層された複数の半導体チップと、
　前記積層された最上部の半導体チップの表面に形成されたパッド再配置パターンと、
　前記パッド再配置パターンの連結端子上に形成された銅ポストと、
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　前記半導体チップと前記基板とを連結するワイヤと、
　前記基板の上部、半導体チップ、銅ポストを密封する封止材と、
　前記基板の下部に付着されたソルダーボールと、を備えることを特徴とする請求項１に
記載のパッケージオンパッケージ。
【請求項３】
　前記積層された複数の半導体チップは、
　第１及び第２傾斜を有するように階段型に前記基板上に積層されることを特徴とする請
求項２に記載のパッケージオンパッケージ。
【請求項４】
　前記下部半導体パッケージは、
　前記基板の他の領域に搭載されて前記基板とワイヤで連結される受動素子を更に備える
ことを特徴とする請求項２に記載のパッケージオンパッケージ。
【請求項５】
　前記連結部の銅ポストは、
　前記銅ポストの側面及び上部表面にソルダーがメッキされるか、又は上部表面にのみソ
ルダーがメッキされることを特徴とする請求項１に記載のパッケージオンパッケージ。
【請求項６】
　前記連結部の銅ポストは、
　中間部分が空いている形態であることを特徴とする請求項１に記載のパッケージオンパ
ッケージ。
【請求項７】
　前記封止材の一部が除去された形状は、
　前記銅ポストの一部のみが外部に現れるように除去されることを特徴とする請求項１に
記載のパッケージオンパッケージ。
【請求項８】
　前記封止材の一部が除去された形状は、
　前記銅ポストの全体が外部に現れるように除去されることを特徴とする請求項１に記載
のパッケージオンパッケージ。
【請求項９】
　前記上部半導体パッケージのソルダーボールの一部は、
　前記下部半導体パッケージの封止材の高さより低い高さで前記連結部の銅ポストと連結
されることを特徴とする請求項１に記載のパッケージオンパッケージ。
【請求項１０】
　前記パッケージオンパッケージは、
　前記下部半導体パッケージと前記上部半導体パッケージとの間を充填するアンダーフィ
ルを更に備えることを特徴とする請求項１に記載のパッケージオンパッケージ。
【請求項１１】
　回路パターンの浮き上がり現象を抑制するパッケージオンパッケージの製造方法であっ
て、
　複数の半導体チップが積層された構造であり、最上部の半導体チップにパッド再配置パ
ターンが形成され、該パッド再配置パターンの連結端子に銅ポストが形成された下部半導
体パッケージを準備する工程と、
　前記下部半導体パッケージの封止材の一部を除去し、前記銅ポストを露出させて連結部
を形成する工程と、
　複数の半導体チップが積層された上部半導体パッケージのソルダーボールがリフロー工
程を経ながら溶けて前記銅ポストに直接連結されるように前記ソルダーボールを前記下部
半導体パッケージの連結部の銅ポストにファンイン方式で接合させる工程と、を有するこ
とを特徴とするパッケージオンパッケージの製造方法。
【請求項１２】
　前記下部半導体パッケージは、
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　半導体パッケージ用の基板を準備する工程と、
　前記基板上に複数の半導体チップを第１及び第２傾斜を有するように階段型に積層する
工程と、
　最上部にパッド再配置パターンと銅ポストとが形成された半導体チップを積層する工程
と、
　前記半導体チップと前記基板とをワイヤで連結する工程と、
　前記基板の上部、半導体チップ、ワイヤを封止材で密封する工程と、
　前記基板下部にソルダーボールを付着する工程と、を含んで設けられることを特徴とす
る請求項１１に記載のパッケージオンパッケージの製造方法。
【請求項１３】
　前記下部半導体パッケージの封止材の一部を除去して前記銅ポストを露出させる方法は
、
　前記銅ポストが完全に露出されるように除去することを特徴とする請求項１１に記載の
パッケージオンパッケージの製造方法。
【請求項１４】
　前記下部半導体パッケージの封止材の一部を除去して前記銅ポストを露出させる方法は
、
　前記銅ポストが一部露出されるように除去することを特徴とする請求項１１に記載のパ
ッケージオンパッケージの製造方法。
【請求項１５】
　前記最上部にパッド再配置パターンと銅ポストとが形成された半導体チップは、
　前記銅ポストの表面にソルダーがメッキされたものを使用することを特徴とする請求項
１２に記載のパッケージオンパッケージの製造方法。
【請求項１６】
　前記銅ポストにソルダーがメッキされた形態は、
　前記銅ポストの側面と上部面とにソルダーが同時にメッキされた形態であるか、又は前
記銅ポストの上部面にのみソルダーがメッキされた形態であることを特徴とする請求項１
５に記載のパッケージオンパッケージの製造方法。
【請求項１７】
　前記下部半導体パッケージの封止材の一部を除去して銅ポストを露出させる方法は、
　レーザエッチングを利用して前記銅ポストを露出させることを特徴とする請求項１１に
記載のパッケージオンパッケージの製造方法。
【請求項１８】
　前記下部半導体パッケージの封止材の一部を除去して銅ポストを露出させる方法は、
　マスクを使用したドライエッチング或いはウェットエッチングを利用して前記銅ポスト
を露出させることを特徴とする請求項１１に記載のパッケージオンパッケージの製造方法
。
【請求項１９】
　前記下部半導体パッケージの封止材の一部を除去して銅ポストを露出させる方法は、
　銅ポストの形成後に離型フィルムを銅ポストに付着する工程と、
　離型フィルムが付着された下部半導体パッケージを封止材で密封する工程と、
　前記封止材の密封が完了した後に前記離型フィルムを除去する工程と、を通じて前記銅
ポストを露出させることを特徴とする請求項１１に記載のパッケージオンパッケージの製
造方法。
【請求項２０】
　前記上部半導体パッケージのソルダーボールが前記銅ポストに接合される位置は、前記
下部半導体パッケージの封止材の高さより低いことを特徴とする請求項１１に記載のパッ
ケージオンパッケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体パッケージ及びその製造方法に係り、より詳細には、二つの半導体パ
ッケージが上／下方向から連結されたパッケージオンパッケージ（ＰＯＰ：Ｐａｃｋａｇ
ｅ　Ｏｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子携帯機器の小型化によって、半導体パッケージのサイズも次第に小型化、薄
型化、軽量化されている。従来は、電子携帯機器のメイン印刷回路基板に一つの機能を担
当する半導体パッケージがそれぞれ搭載されたが、最近では、２つ以上の異なる機能を担
当する進歩した形態の半導体パッケージが搭載されている。
【０００３】
　このような進歩した形態の半導体パッケージとして代表的なものは、ＳＩＰ（Ｓｙｓｔ
ｅｍ　Ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）、ＭＣＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｃｈｉｐ　Ｐａｃｋａｇｅ）、及
びＰＯＰ（Ｐａｃｋａｇｅ　Ｏｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）のような統合型半導体パッケージが
ある。このような統合型半導体パッケージのうち、ＰＯＰは、それぞれの半導体パッケー
ジで組立て及び電気的検査が完了した後に、二つの半導体パッケージを一つに統合する方
式である。従って、単品半導体パッケージに対して、電気的機能を完全に検査して不良を
除去した状態で組立てられるため、ＰＯＰ状態で組立てた後に発生する電気的不良が減少
する長所があり、異なる機能を担う単品半導体パッケージを一つの半導体パッケージにで
きるという長所がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、半導体パッ
ケージの高さを低くさせつつ、ソルダー接合の信頼度を向上させて、回路パターンの浮き
上がり欠陥を抑制できるパッケージオンパッケージ（ＰＯＰ）を提供することにある。
　本発明の他の目的は、半導体パッケージの高さを低くさせつつ、ソルダー接合信頼度を
向上させて、回路パターンの浮き上がり欠陥を抑制できるＰＯＰの製造方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するためになされた本発明による回路パターンの浮き上がり現象を抑制
するパッケージオンパッケージ（ＰＯＰ）は、内部に複数の半導体チップが積層された下
部半導体パッケージと、前記下部半導体パッケージの上部面の封止材の一部を除去して設
けられ、該封止材より高さが低い銅ポスト形態の連結部と、前記下部半導体パッケージの
連結部にソルダーボールを通じてファンイン構造で連結される上部半導体パッケージと、
を備えることを特徴とする。
　本発明の望ましい実施形態によれば、前記下部半導体パッケージは、パッケージ製造用
の基板と、前記基板上に積層された複数の半導体チップと、前記積層された最上部の半導
体チップの表面に形成されたパッド再配置パターンと、前記パッド再配置パターンの連結
端子上に形成された銅ポストと、前記半導体チップと前記基板とを連結するワイヤと、前
記基板の上部、半導体チップ、ワイヤ及び銅ポストを密封する封止材と、前記基板の下部
に付着されたソルダーボールと、を備えることが適している。
　また、本発明の望ましい実施形態によれば、前記積層された複数の半導体チップは、第
１及び第２傾斜を有するように階段型に前記基板上に積層されることが適し、前記下部半
導体パッケージは、前記基板の他の領域に搭載されて前記基板とワイヤで連結される受動
素子を更に備えることが適している。
　望ましくは、前記連結部の銅ポストは、前記銅ポストの側面及び上部表面にソルダーが
メッキされるか、又は上部表面にのみソルダーがメッキされることが適し、中間部分が空
いている形態もある。
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　一方、前記封止材の一部が除去された形状は、前記銅ポストの一部のみが外部に現れる
ように除去されるか、又は前記銅ポスト全体が外部に現れるように除去されたものでもあ
る。
　前記上部半導体パッケージのソルダーボールの一部は、前記下部半導体パッケージの封
止材の高さより低い高さで前記連結部の銅ポストと連結されることが適し、前記回路パタ
ーンの浮き上がり現象を抑制するＰＯＰは、前記下部半導体パッケージと前記上部半導体
パッケージとの間を充填するアンダーフィルを更に備え得る。
【０００６】
　上記他の目的を達成するためになされた本発明による回路パターンの浮き上がり現象を
抑制するパッケージオンパッケージ（ＰＯＰ）の製造方法は、複数の半導体チップが積層
された構造であり、最上部の半導体チップにパッド再配置パターンが形成され、該パッド
再配置パターンの連結端子に銅ポストが形成された下部半導体パッケージを準備する工程
と、前記下部半導体パッケージの封止材の一部を除去し、前記銅ポストを露出させて連結
部を形成する工程と、複数の半導体チップが積層された上部半導体パッケージのソルダー
ボールを前記下部半導体パッケージの連結部の銅ポストにファンイン方式で接合させる工
程と、を有することを特徴とする。
　本発明の望ましい実施形態によれば、前記下部半導体パッケージは、半導体パッケージ
用の基板を準備する工程と、前記基板上に複数の半導体チップを第１及び第２傾斜を有す
るように階段型に積層する工程と、最上部にパッド再配置パターン及び銅ポストが形成さ
れた半導体チップを積層する工程と、前記半導体チップと前記基板とをワイヤで連結する
工程と、前記基板の上部、半導体チップ、ワイヤを封止材で密封する工程と、前記基板の
下部にソルダーボールを付着する工程と、を含んで設けられることが適している。
　望ましくは、前記下部半導体パッケージの封止材の一部を除去して前記銅ポストを露出
させる方法は、前記銅ポストが完全に露出されるように除去するか、又は前記銅ポストが
一部露出されるように除去することが適している。
　一方、前記最上部にパッド再配置パターン及び銅ポストが形成された半導体チップは、
前記銅ポストの表面にソルダーがメッキされたものを使用することが適し、前記銅ポスト
にソルダーがメッキされた形態は、前記銅ポストの側面と上部面とにソルダーが同時にメ
ッキされた形態であるか、又は前記銅ポストの上部面にのみソルダーがメッキされた形態
であることが望ましい。
　また、本発明の望ましい実施形態によれば、前記下部半導体パッケージの封止材の一部
を除去して銅ポストを露出させる方法は、レーザエッチングを利用して前記銅ポストを露
出させるか、又はマスクを使用したドライエッチング或いはウェットエッチングを利用し
て前記銅ポストを露出させるか、又は銅ポストの形成後に離型フィルムを銅ポストに付着
する工程と、離型フィルムが付着された下部半導体パッケージを封止材で密封する工程と
、前記封止材の密封が完了した後に前記離型フィルムを除去する工程と、を通じて前記銅
ポストを露出させ得る。
　本発明の望ましい実施形態によれば、前記上部半導体パッケージのソルダーボールが前
記銅ポストに接合される位置は、前記下部半導体パッケージの封止材の高さより低いこと
が適している。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、第一に、ＰＯＰで上部半導体パッケージと下部半導体パッケージとが
連結される構造がファンイン（ｆａｎ－ｉｎ）形態であるため、上部又は下部半導体パッ
ケージの反り欠陥によって、上部及び下部半導体パッケージの連結不良が発生することを
防止できる。
　第二に、上部半導体パッケージのソルダーボールが下部半導体パッケージの封止材内に
埋め込まれる構造であるため、ＰＯＰの全体高さを低められ、上部半導体パッケージのソ
ルダーボールの高さが低くなるだけ、ソルダーボール間のピッチを狭めることが可能であ
り、これにより、ＰＯＰの設計工程でソルダーボールの配置を更に容易にできる。
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　第三に、上部半導体パッケージのソルダーボールが下部半導体パッケージの銅ポストと
連結されて封止材内に埋め込まれる構造であるため、温度サイクル信頼度検査で下部半導
体パッケージの封止材が温度変化によるストレスを吸収するバッファ層の役割を行える。
これにより、下部半導体パッケージの最上部の半導体チップで温度変化によるストレスに
よって回路パターンの浮き上がり欠陥が発生することを防止して、ＰＯＰでソルダー接合
信頼度（ＳＪＲ：Ｓｏｌｄｅｒ　Ｊｏｉｎｔ　Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ）を改善できる。
　第四に、上部及び下部半導体パッケージに対する電気的検査を完了した後、良品である
二つの個別半導体パッケージを連結するため、上部及び下部半導体パッケージを上下に連
結した後、個別上部及び下部半導体パッケージで電気的不良が発生する問題を防止できる
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態による回路パターンの浮き上がり現象を抑制するＰＯＰを説
明するための断面図である。
【図２】本発明の一実施形態による下部半導体パッケージで半導体チップを積層する方法
を説明するための断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による下部半導体パッケージで最上部の半導体チップの形態
の一例を示す平面図である。
【図４】本発明の一実施形態による下部半導体パッケージで最上部の半導体チップの形態
の他の例を示す平面図である。
【図５】本発明の一実施形態による下部半導体パッケージで最上部の半導体チップの形態
の更に他の例を示す平面図である。
【図６】本発明の一実施形態による下部半導体パッケージで最上部の半導体チップに形成
された銅ポストの形態の例を説明するための平面図である。
【図７】本発明の一実施形態による下部半導体パッケージで最上部の半導体チップに形成
された銅ポストの変形形態を説明するための平面図である。
【図８】図２の下部半導体パッケージにモールディング工程を完了した形態を示す断面図
である。
【図９】図８の下部半導体パッケージにエッチング工程を通じて連結部を形成した断面図
である。
【図１０】離型フィルムを使用して、本発明の一実施形態による下部半導体パッケージに
連結部を形成する断面図である。
【図１１】離型フィルムを使用して、図１０の下部半導体パッケージにモールディング工
程を完了した形態を示す断面図である。
【図１２】離型フィルムを使用して、図１１の下部半導体パッケージに連結部を形成した
断面図である。
【図１３】本発明の一実施形態による連結部が形成された下部半導体パッケージに、上部
半導体パッケージが搭載された形態を示す断面図である。
【図１４】本発明の一実施形態による下部半導体パッケージの連結部に上部半導体パッケ
ージのソルダーボールが連結される形態の一例を示す断面図である。
【図１５】本発明の一実施形態による下部半導体パッケージの連結部に上部半導体パッケ
ージのソルダーボールが連結される形態の他の例を示す断面図である。
【図１６】本発明の一実施形態による下部半導体パッケージの連結部に上部半導体パッケ
ージのソルダーボールが連結される形態の更に他の例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の回路パターンの浮き上がり現象を抑制するパッケージオンパッケージ及
びその製造方法を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
しかし、下記の詳細な説明で開示する実施形態は、本発明を限定しようとする意味ではな
く、当業者に本発明の開示が実施可能な形態で完全になるように発明の範囲を知らしめる
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ために提供する。
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態による回路パターンの浮き上がり現象を抑制するパッケー
ジオンパッケージ（ＰＯＰ）を説明するための断面図である。
【００１１】
　図１を参照すると、本発明による回路パターンの浮き上がり現象を抑制するパッケージ
オンパッケージ（ＰＯＰ）１０００は、内部に複数の半導体チップが積層された下部半導
体パッケージ１００と、下部半導体パッケージ１００の上部面の封止材１５０の一部を除
去して設けられ、封止材１５０より高さが低い銅ポスト１２０形態の連結部２００（図９
参照）と、下部半導体パッケージ１００の連結部にソルダーボール３６０を通じてファン
イン（ｆａｎ－ｉｎ）構造で連結される上部半導体パッケージ３００と、を備える。ここ
で、下部半導体パッケージ１００と上部半導体パッケージ３００との間（図面のＢ部分）
は、選択的にエポキシのようなアンダーフィル（ｕｎｄｅｒｆｉｌｌ）を充填できる。
【００１２】
　本発明による回路パターンの浮き上がり現象を抑制するＰＯＰ１０００は、上部半導体
パッケージ３００と下部半導体パッケージ１００とが連結される構造がファンイン形態で
ある。従って、上部及び下部半導体パッケージ３００、１００の反り欠陥によって上部及
び下部半導体パッケージ３００、１００の連結不良が発生することを防止できる。
【００１３】
　ここで、ファンイン構造とは、上部及び下部半導体パッケージ３００、１００の連結が
下部半導体パッケージ１００のエッジでなされず、半導体チップのある中央部で連結され
る構造を称す。一方、上部及び下部半導体パッケージ３００、１００の連結が下部半導体
パッケージ１００のエッジでなされる構造をファンアウト（ｆａｎ－ｏｕｔ）構造という
。この際、上部及び下部半導体パッケージの基板に若干の反り欠陥が発生すると、上部半
導体パッケージのソルダーボールが下部半導体パッケージの基板に正常に連結されない致
命的な連結不良が発生する恐れがある。従って、本発明による回路パターンの浮き上がり
現象を抑制するＰＯＰ１０００は、ファンイン構造を有するため、このような連結不良問
題を解決できる。
【００１４】
　本実施形態による回路パターンの浮き上がり現象を抑制するＰＯＰ１０００は、下部半
導体パッケージ１００の最上部の半導体チップにパッド再配置パターン１１８を形成し、
パッド再配置パターン１１８の連結端子に銅ポスト１２０が別途に形成される特徴がある
。そして、上部半導体パッケージ３００のソルダーボール３６０が下部半導体パッケージ
１００の封止材１５０より低い高さで下部半導体パッケージ１００の封止材１５０に埋め
込まれた形態で銅ポスト１２０と連結される。
【００１５】
　これにより、ＰＯＰ１０００の全体の高さが低くなって、半導体パッケージを更に小型
化させ得るという長所があり、上部半導体パッケージ３００のソルダーボール３６０の高
さが低くなる度合に比例して、ソルダーボール３６０間の間隔を狭め得る。このような長
所により、ＰＯＰ１０００の設計工程でソルダーボール３６０の配置を更に柔軟にできる
。
【００１６】
　一方、殆どの半導体パッケージは、製造が完了した後、多様な種類の信頼度検査を通じ
て最悪の環境でも半導体パッケージの機能が正常に作動できるか否かを確認する。このよ
うな信頼度検査のうち、温度変化による半導体パッケージの動作状態を確認する温度サイ
クル検査がある。温度サイクル検査は、通常、ＰＯＰ１０００を－２５℃で１０分間放置
した後、再びこれを１２５℃の高温で１０分間放置する検査を周期的に反復する信頼度検
査を称し、－２５℃と１２５℃とを１回ずつ遷移した状態を１サイクルと定義し、通常１
０００サイクルを反復した後、ＰＯＰ１０００の動作状態を電気的／物理的な側面で確認
する。
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【００１７】
　この時、上部半導体パッケージ３００のソルダーボール３６０と下部半導体パッケージ
１００の最上部の半導体チップとを銅ポスト１２０を使用せずに直接連結すると、ソルダ
ーボール３６０と半導体チップとの熱膨張係数（ＣＴＥ：Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ
　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ）の差によって、最上部の半導体チップに形成さ
れた回路パターン（図示せず）に浮き上がり現象が発生し、この部分で漏れ電流が発生す
るか、更には、回路連結が切れる致命的な欠陥が発生する恐れがある。
【００１８】
　しかし、本発明による回路パターンの浮き上がり現象を抑制するＰＯＰ１０００は、銅
ポスト１２０が上部半導体パッケージ３００のソルダーボール３６０と下部半導体パッケ
ージ１００の最上部の半導体チップとの間の熱膨張係数（ＣＴＥ）の差を吸収できるバッ
ファの役割を担うため、熱膨張係数の差によるストレスを分散させる役割を持つ。このよ
うに、上部半導体パッケージ３００のソルダーボール３６０が下部半導体パッケージ１０
０の封止材１５０に埋め込まれる構造であるため、封止材１５０も熱膨張係数の差によっ
て発生する熱的ストレスを吸収できる役割を担ってＰＯＰ構造でソルダー接合信頼度（Ｓ
ＪＲ：Ｓｏｌｄｅｒ　Ｊｏｉｎｔ　Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ）を改善できる。
【００１９】
　図２は、本発明の一実施形態による下部半導体パッケージで半導体チップを積層する方
法を説明するための断面図である。
【００２０】
　図２を参照すると、まずパッケージ用の基板１１０を準備する。パッケージ用の基板１
１０は、印刷回路基板であって、上部面は、半導体チップ１１６が搭載されるチップ接着
部が設けられ、チップ接着部のエッジに沿ってボンドフィンガー１１２が形成されている
。また、パッケージ用の基板１１０の下部面には、ソルダーボールを付着できるソルダー
ボールパッド１１４が設けられている。
【００２１】
　次いで、パッケージ用の基板１１０のチップ接着部に第１傾斜を有するように階段型に
半導体チップ１１６を搭載する。そして、第１傾斜で搭載された半導体チップ１１６上に
、再び元の方向に向かって第２傾斜を有するように他の半導体チップ１１６を階段型に搭
載する。ここで、最上部に搭載された半導体チップ１１６には、パッド再配置パターン１
１８が、回路パターンが形成された活性領域上に別途に形成され、パッド再配置パターン
１１８の連結端子に銅ポスト１２０がそれぞれ形成されている。一方、パッケージ用の基
板１１０の他の領域には、受動素子１４０が搭載され得る。
【００２２】
　第１傾斜で階段型に搭載された半導体チップ１１６は、第１ワイヤ１３０でパッケージ
用の基板１１０のボンドフィンガー１１２と連結され、第２傾斜で階段型に搭載された半
導体チップ１１６は、第２ワイヤ１３２を通じてパッケージ用の基板１１０のボンドフィ
ンガー１１２と連結され、受動素子１４０も第３ワイヤ１３４を通じてパッケージ用の基
板１１０のボンドフィンガー１１２とそれぞれ連結される。
【００２３】
　図３～図５は、本発明の一実施形態による下部半導体パッケージで最上部の半導体チッ
プの形態を示す平面図である。
【００２４】
　図３～図５を参照すると、パッケージ用の基板の最上部に搭載された半導体チップ１１
６には、別途のパッド再配置パターン１１８が構成されている。パッド再配置パターン１
１８は、半導体チップ１１６に形成されたボンドパッド１１１を別途の連結端子１１３と
電気的に相互連結させる回路パターンであり、連結端子１１３上には、本実施形態による
銅ポスト１２０が形成されている。
【００２５】
　ここで、半導体チップ１１６にあるボンドパッド１１１は、図３のように、半導体チッ
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プ１１６のエッジに沿って２列に形成されたもの１１１Ａでもあり、図４のように、半導
体チップ１１６の一側面に１列に形成されたもの１１１Ｂでもあり、図５のように、半導
体チップ１１６の中央部に２列に設けられたもの１１１Ｃでもあり得る。
【００２６】
　図６は、本発明の一実施形態による下部半導体パッケージで最上部の半導体チップに形
成された銅ポストの形態を説明するための平面図であり、図７は、銅ポストの変形形態を
説明するための平面図である。
【００２７】
　図６及び図７を参照すると、最上部の半導体チップ上にあるパッド再配置パターンの連
結端子上に形成された銅ポスト１２０（図１参照）は、図６に示したように、十字型、多
角形、円形、及び楕円形の多様な形態に作り得る。そして、これを変形して、図７のよう
に、中間が空いている形態に作ることもある。ここで、図７のように、中間が空いている
形態に銅ポストを設計する場合、ソルダーボールと最上部の半導体チップとの熱膨張係数
（ＣＴＥ）差による熱的ストレスの吸収に更に有利である。
【００２８】
　一方、銅ポスト１２０は、外部表面にソルダー（図１４の１２２Ａ、図１５の１２２Ｂ
）が電気メッキ方式でメッキされていることが望ましい。銅ポスト１２０にメッキされた
ソルダー１２２Ａ（図１４）は、銅ポスト１２０の側面と上部面とにいずれもメッキされ
た形態であるか、又は銅ポスト１２０の上部面にのみソルダー１２２Ｂ（図１５）がメッ
キされた形態であることが望ましく、必要に応じて、ソルダー１２０（図１６）をメッキ
しないこともある。
【００２９】
　図８は、図２の本発明の一実施形態による下部半導体パッケージにモールディング工程
を完了した形態を示す断面図である。
【００３０】
　図８を参照すると、銅ポスト１２０が形成され、第１～第３ワイヤ１３０、１３２、１
３４が連結された結果物に対して、封止材１５０、例えば、エポキシモールドコンパウン
ド（ＥＭＣ：Ｅｐｏｘｙ　Ｍｏｌｄ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ）を使用して、基板１１０の上面
、半導体チップ１１６、第１～第３ワイヤ１３０、１３２、１３４、パッド再配置パター
ン１１８、及び銅ポスト１２０を完全に密封する。ここで、封止材１５０は、銅ポスト１
２０を完全に覆い得る厚さにモールディング工程が行われることが適している。
【００３１】
　図９は、図８の本発明の一実施形態による下部半導体パッケージにエッチング工程を通
じて連結部を形成した断面図である。
【００３２】
　図９を参照すると、モールディングが完了した下部半導体パッケージ１００に対して銅
ポスト１２０が露出するようにエッチングを進める。この時、銅ポスト１２０は、上部半
導体パッケージ１３０（図１３）のソルダーボールの位置に相互対応して形成されている
ことが望ましい。エッチングは、レーザを使用して封止材１５０の一部を除去して銅ポス
ト１２０を露出させるビアを形成でき、それ以外にも、レーザの代りに、ドライエッチン
グ或いはウェットエッチング工程を通じても、封止材１５０の一部を除去して銅ポスト１
２０を露出させるビアの連結部２００を形成できる。
【００３３】
　ここで、銅ポスト１２０にソルダー（図１４及び図１５の１２２Ａ、１２２Ｂを参照）
がメッキされていない場合、連結部２００を形成した後、ソルダーを更にコーティングで
きる。ソルダーをコーティングする形態は、銅ポスト１２０の上部にのみコーティングす
るか、或いは上部及び側面のいずれにもコーティングできる。
【００３４】
　図１０～図１２は、離型フィルムを使用して、本発明の一実施形態による下部半導体パ
ッケージに連結部を形成した断面図である。
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【００３５】
　図１０～図１２を参照すると、図９では、レーザ或いはドライ／ウェットエッチングを
通じて封止材１５０をエッチングして銅ポスト１２０を露出させるビアを形成した。しか
し、他の方式で形成が可能である。詳細に説明すると、まず封止材を使用してモールディ
ング工程を行う前に、離型フィルム１７０を、図１０のように、銅ポスト１２０を覆い包
むように形成する。その後、離型フィルム１７０が封止材１５０の表面に露出するように
、封止材１５０を使用して基板１１０の上部を図１１のように密封する。次いで、モール
ディングが完了した後、封止材１５０の表面に露出した離型フィルム１７０を除去して、
銅ポスト１２０を露出させる連結部２００を形成できる。
【００３６】
　図１３は、本発明の一実施形態による連結部が形成された下部半導体パッケージに上部
半導体パッケージが搭載された形態を示す断面図である。
【００３７】
　図１３を参照すると、連結部が形成された下部半導体パッケージ１００上に上部半導体
パッケージ３００を搭載する。下部半導体パッケージ１００上に上部半導体パッケージ３
００を搭載する方法は、下部半導体パッケージ１００の上部に形成された連結部２００に
上部半導体パッケージ３００のソルダーボール３６０が挿入されてファンイン構造のＰＯ
Ｐ１０００を作る。ここで、連結部（図面のＡ）でリフロー工程を進めると、上部半導体
パッケージ３００のソルダーボール３６０は、溶けて銅ポスト１２０と連結される。これ
についての詳細な構造は、図１４～図１６を参照して詳細に説明する。上部半導体パッケ
ージ３００と下部半導体パッケージ１００とを連結する工程後、上部及び下部半導体パッ
ケージ３００、１００の間の空間（図面のＢ）に、エポキシを使用したアンダーフィルを
更に充填する工程を進め得る。
【００３８】
　図１４～図１６は、本発明の一実施形態による下部半導体パッケージの連結部に上部半
導体パッケージのソルダーボールが連結される形態を示す断面図である。
【００３９】
　図１４～図１６を参照すると、図１４は、銅ポスト１２０が完全に露出するように連結
部を形成した形態である。ここで、メッキされたソルダー１２２Ａが下部半導体パッケー
ジ１００にある銅ポスト１２０の上部面と側面とのいずれにも形成されている。従って、
リフロー工程を通じて溶けた上部半導体パッケージ３００のソルダーボール３６０は、ソ
ルダー１２２Ａがメッキされた銅ポスト１２０を中心に広がってソルダーボール３６０と
銅ポスト１２０との接合を形成する。ここで、銅ポスト１２０の上部及び側面にメッキさ
れたソルダー１２２Ａは、レーザを使用して封止材１５０の一部を除去する連結部２００
形成工程でエッチング阻止層の役割を担える。
【００４０】
　図１５の場合は、ソルダー１２２Ｂが銅ポスト１２０の上部にのみメッキされた形態で
あり、この場合は、連結部を形成する時、銅ポスト１２０を完全に露出させず、一部のみ
が露出するようにビアを形成する。これにより、銅ポスト１２０とソルダーボール３６０
との間には、封止材１５０が残留するため、温度サイクル検査で封止材１５０が接合され
る物質の熱膨張係数差による熱的ストレスを適切に吸収できる構造となる。
【００４１】
　図１６は、銅ポスト１２０を完全に露出させないように連結部２００を形成したが、銅
ポスト１２０に別途のソルダーを形成しない形態である。この場合、上部半導体パッケー
ジ３００のソルダーボール３６０がリフロー工程を経ながら溶けて銅ポスト１２０に直接
連結される。この場合にも、銅ポスト１２０とソルダーボール３６０との間には、封止材
１５０が残留するため、温度サイクル検査で封止材１５０が接合される物質の熱膨張係数
差による熱的ストレスを適切に吸収できる構造となる。
【００４２】
　以上、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上述の実
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施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変
更実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、半導体パッケージの製造関連の技術分野に好適に適用可能である。
【符号の説明】
【００４４】
　１００　　下部半導体パッケージ
　１１０、３１０　　基板
　１１１　　ボンドパッド
　１１２　　ボンドフィンガー
　１１３　　パッド再配置パターンの連結端子
　１１４、３１４　　ソルダーボールパッド
　１１６　　半導体チップ
　１１８　　パッド再配置パターン
　１２０　　銅ポスト
　１２２Ａ、１２２Ｂ　　ソルダー
　１３０　　第１ワイヤ
　１３２　　第２ワイヤ
　１３４　　第３ワイヤ
　１４０　　受動素子
　１５０、３５０　　封止材
　１６０、３６０　　ソルダーボール
　１７０　　離型フィルム
　２００　　連結部
　３００　　上部半導体パッケージ
　１０００　　パッケージオンパッケージ（ＰＯＰ）
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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