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(57)【要約】
【課題】複数の半導体チップが積層されてオーバハング
した部分が生じる場合でも、簡易な手順および構成でオ
ーバハングした部分の樹脂の未充填を防ぐ。
【解決手段】半導体装置１００は、基板１０２と、基板
１０２上に搭載された第１の半導体チップ１１０と、第
１の半導体チップ１１０上に第１の半導体チップ１１０
から離間した状態で積層されるとともに、第１の半導体
チップ１１０からオーバハングした部分を有して設けら
れた第２の半導体チップ１２０と、第１の半導体チップ
１１０と第２の半導体チップ１２０との間に充填される
とともに、第２の半導体チップ１２０が第１の半導体チ
ップ１１０からオーバハングした部分と基板１０２との
間に充填された絶縁樹脂１３２と、を含む。
【選択図】図１



(2) JP 2010-118554 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に搭載された第１の半導体チップと、
　前記第１の半導体チップ上に当該第１の半導体チップから離間した状態で積層されると
ともに、前記第１の半導体チップからオーバハングした部分を有して設けられた第２の半
導体チップと、
　前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップとの間に充填されるとともに、前記
第２の半導体チップが前記第１の半導体チップからオーバハングした部分と前記基板との
間に充填された絶縁樹脂と、
を含む半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第２の半導体チップの、前記第１の半導体チップと対向する面全面に前記絶縁樹脂
が形成された半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体装置において、
　前記第１の半導体チップは、前記第２の半導体チップと対向する面に形成された第１の
ボンディングパッドと、当該第１のボンディングパッドと前記基板とを接続する第１のボ
ンディングワイヤとを含み、
　前記第２の半導体チップは、前記第１のボンディングワイヤの少なくとも一部の上でオ
ーバハングし、
　前記絶縁樹脂は、前記第２の半導体チップがオーバハングした部分の下方に位置する前
記第１のボンディングワイヤの少なくとも一部を充填する半導体装置。
【請求項４】
　請求項１から３いずれに記載の半導体装置において、
　前記第２の半導体チップは、前記オーバハングした部分において、前記第１の半導体チ
ップと対向する面と反対側の面に形成された第２のボンディングパッドと、当該第２のボ
ンディングパッドと前記基板とを接続する第２のボンディングワイヤと、を含む半導体装
置。
【請求項５】
　基板上に搭載された第１の半導体チップ上に、第２の半導体チップを積層搭載する工程
を含み、
　当該工程は、
　前記第１の半導体チップ上に、平面視で前記第１の半導体チップからオーバハングした
部分を有するように、前記第２の半導体チップと同じサイズの絶縁樹脂の層と前記第２の
半導体チップとをこの順で配置する工程と、
　前記第２の半導体チップを前記第１の半導体チップの方向に押圧して、前記第１の半導
体チップと前記第２の半導体チップとの間に前記絶縁樹脂を充填するとともに、前記第２
の半導体チップが前記第１の半導体チップからオーバハングした部分と前記基板との間に
も前記絶縁樹脂を充填する工程と、
を含む半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記絶縁樹脂の層と前記第２の半導体チップとをこの順で配置する工程において、前記
第２の半導体チップの前記第１の半導体チップと対向する面の全面に前記絶縁樹脂の層を
貼り付けた状態で、前記第２の半導体チップを前記第１の半導体チップ上に配置する半導
体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の半導体装置の製造方法において、
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　前記絶縁樹脂の層は、前記第１の半導体チップの高さ以上の膜厚を有する半導体装置の
製造方法。
【請求項８】
　請求項５から７いずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記絶縁樹脂の層は、フィルム状に形成された層である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、半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の半導体素子を配線基板等の基板に搭載する際、半導体素子上に同等サイズの半導
体素子をスタックする時は、下段の半導体素子上にその半導体素子よりもサイズの小さい
スペーサ（かさ上げ）を設け、その上に上段の半導体素子を設ける構成がとられる。これ
は下段の半導体素子のワイヤと上段の半導体素子が接触することを回避するためである。
しかし、スペーサによってオーバハング構造が生じ、封止樹脂のフィラーの大きさにより
、オーバハング構造下に封止樹脂の未充填およびボイド等が発生するという問題があった
。
【０００３】
　特許文献１（特開２００６－１２８１６９号公報）には、スペーサを用いない構成の半
導体装置が記載されている。当該文献には、基板に搭載された第１の半導体チップ上に積
層された第２の半導体チップの底部に２種の接着層が形成されており、第１の半導体チッ
プのワイヤが接着層に入り込んだ構成が記載されている。
【０００４】
　しかし、特許文献１においては、上段の半導体チップが下段の半導体チップよりサイズ
が大きい場合にオーバハング構造が生じ、依然としてオーバハング構造下に封止樹脂の未
充填およびボイド等が発生するという問題があった。また、上段の半導体素子が下段の半
導体素子よりもサイズが大きい場合、上段の半導体素子のボンディング時の支えがないた
めボンディングの強度が充分でなく、ボンディングが行えない可能性もある。
【０００５】
　特許文献２（特開２０００－２７７５５９号公報）には、基板上に、第１のペレット（
素子）と、下段の第１のペレットのボンディングパッドと重ならないように上段に第２の
ペレットとが積層されており、第２のペレットが第１のペレットからはみ出した部分（オ
ーバハング構造）と基板との間の空間に絶縁材が充填された構成が記載されている。この
構成により、上層のペレットを充分に固定することができるとされている。
【特許文献１】特開２００６－１２８１６９号公報
【特許文献２】特開２０００－２７７５５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献２に記載の技術では、第２のペレットが下段の第１のペレットのボン
ディングパッドと重ならないような特殊な配置となっており、半導体素子の形状や配置に
制限がある。また、第２のペレットを第１のペレット上に積層した後に、絶縁材を充填す
る手順が増え、工程数が増加するという問題もある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、
　基板と、
　前記基板上に搭載された第１の半導体チップと、
　前記第１の半導体チップ上に当該第１の半導体チップから離間した状態で積層されると
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ともに、前記第１の半導体チップからオーバハングした部分を有して設けられた第２の半
導体チップと、
　前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップとの間に充填されるとともに、前記
第２の半導体チップが前記第１の半導体チップからオーバハングした部分と前記基板との
間に充填された絶縁樹脂と、
を含む半導体装置が提供される。
【０００８】
　本発明によれば、
　基板上に搭載された第１の半導体チップ上に、第２の半導体チップを積層搭載する工程
を含み、
　当該工程は、
　前記第１の半導体チップ上に、平面視で前記第１の半導体チップからオーバハングした
部分を有するように、前記第２の半導体チップと同じサイズの絶縁樹脂の層と前記第２の
半導体チップとをこの順で配置する工程と、
　前記第２の半導体チップを前記第１の半導体チップの方向に押圧して、前記第１の半導
体チップと前記第２の半導体チップとの間に前記絶縁樹脂を充填するとともに、前記第２
の半導体チップが前記第１の半導体チップからオーバハングした部分と前記基板との間に
も前記絶縁樹脂を充填する工程と、
を含む半導体装置の製造方法が提供される。
【０００９】
　この構成によれば、第２の半導体チップと第１の半導体チップとの間に設けられる絶縁
樹脂が第２の半導体チップが第１の半導体チップからオーバハングした部分の下方にも配
置されているため、簡易な手順および構成で封止樹脂の未充填やボイドの発生を防ぐこと
ができる。また、第２の半導体チップと第１の半導体チップとの配置に関わらず、封止樹
脂の未充填やボイドの発生を防ぐことができる。
【００１０】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置などの間で変換した
ものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数の半導体チップが積層されてオーバハングした部分が生じる場合
でも、簡易な手順および構成で封止樹脂の未充填を防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１３】
　図１は、本実施の形態における半導体装置１００の構成を示す断面図である。図２は、
半導体装置１００を模式的に示した平面図である。図１は、図２のＡ－Ａ’断面図に該当
する。なお、図２では、各要素の配置関係をわかりやすくするために、各要素を線でのみ
記載している。
【００１４】
　半導体装置１００は、基板１０２と、基板１０２上に搭載された第１の半導体チップ１
１０と、第１の半導体チップ１１０上に積層された第２の半導体チップ１２０と、を含む
。第２の半導体チップ１２０は、第１の半導体チップ１１０から離間した状態で積層され
るとともに、第１の半導体チップ１１０からオーバハングした部分を有して設けられてい
る。オーバハングした部分とは、平面視で、第２の半導体チップ１２０下に第１の半導体
チップ１１０が存在しない箇所のことである。基板１０２は、配線層を含む配線基板とす
ることができる。本実施の形態において、基板１０２は、複数の配線層が接続された多層
配線基板とすることができる。
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【００１５】
　また、半導体装置１００は、第１の半導体チップ１１０と第２の半導体チップ１２０と
の間に充填された絶縁樹脂１３２を含む。絶縁樹脂１３２は、第２の半導体チップ１２０
が第１の半導体チップ１１０からオーバハングした部分と基板１０２との間にも充填して
設けられる。絶縁樹脂１３２は、たとえば、エポキシ樹脂、硬化剤、シリカ等の充填材、
可撓剤等を含む構成とすることができる。また、絶縁樹脂１３２は、たとえば、放熱効果
等を有する構成とすることができる。このような効果を持たせるためには、絶縁樹脂１３
２は、たとえば充填材としてアルミナ等を含む構成とすることができる。
【００１６】
　半導体装置１００は、さらに、第２の半導体チップ１２０および第１の半導体チップ１
１０を埋め込む封止樹脂１４０を含む。封止樹脂１４０は、たとえばエポキシ樹脂、硬化
剤、シリカ等の充填材、可撓剤等を含む構成とすることができる。また、封止樹脂１４０
は、封止する第１の半導体チップ１１０や第２の半導体チップ１２０を保護するために、
カーボンブラックを含む構成とすることができる。絶縁樹脂１３２も、カーボンブラック
を含む構成としてもよいが、絶縁樹脂１３２は、さらに封止樹脂１４０で覆われるため、
カーボンブラックの含有量を低くすることができる。
【００１７】
　また、第１の半導体チップ１１０は、第２の半導体チップ１２０と対向する面に形成さ
れた第１のボンディングパッド（不図示）と、当該第１のボンディングパッドと基板１０
２とを接続するボンディングワイヤ１１２（第１のボンディングワイヤ）とを含む。第２
の半導体チップ１２０は、ボンディングワイヤ１１２の少なくとも一部の上でオーバハン
グした構成とすることができる。また、絶縁樹脂１３２は、第２の半導体チップ１２０が
オーバハングした部分の下方に位置するボンディングワイヤ１１２の少なくとも一部を埋
め込む。
【００１８】
　本実施の形態において、第２の半導体チップ１２０の第１の半導体チップ１１０と対向
する面（以下、裏面とも言う。）全面に絶縁樹脂１３２が形成されている。絶縁樹脂１３
２は、少なくとも第１の半導体チップ１１０の第２の半導体チップ１２０との間隔以上の
膜厚で、第２の半導体チップ１２０の裏面全面に形成されている。本実施の形態において
、第２の半導体チップ１２０は、第１の半導体チップ１１０の全てのボンディングワイヤ
１１２上でオーバハングした構成となっている。また、第１の半導体チップ１１０のボン
ディングワイヤ１１２は、絶縁樹脂１３２により完全に埋め込まれている。
【００１９】
　第２の半導体チップ１２０は、オーバハングした部分において、第１の半導体チップ１
１０と対向する面と反対側の面に形成された第２のボンディングパッド（不図示）と、当
該第２のボンディングパッドと基板１０２とを接続するボンディングワイヤ１２２（第２
のボンディングワイヤ）と、を含む。
【００２０】
　図３は、本実施の形態における半導体装置１００の製造手順を示す工程断面図である。
以下、図３を参照して半導体装置１００の製造手順を説明する。
　まず、基板１０２上にマウント材である接着剤１３０を介して第１の半導体チップ１１
０を取り付ける。接着剤１３０は、たとえば、Ａｇペースト等の導電ペースト、エポキシ
樹脂等の絶縁ペーストまたはダイアタッチフィルム（ＤＡＦ：Die Attach Film）等とす
ることができる。次いで、第１の半導体チップ１１０の第１のボンディングパッドと基板
１０２とをボンディングワイヤ１１２を介して電気的に接続する。これにより、第１の半
導体チップ１１０が基板１０２上に搭載される。
【００２１】
　つづいて、基板１０２上に搭載された第１の半導体チップ１１０上に、第２の半導体チ
ップ１２０を積層搭載する。この工程は、第１の半導体チップ１１０上に、平面視で第１
の半導体チップ１１０からオーバハングした部分を有するように、第２の半導体チップ１
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２０と同じサイズの絶縁樹脂１３２の層と第２の半導体チップ１２０とをこの順で配置す
る工程と、第２の半導体チップ１２０を第１の半導体チップ１１０の方向に押圧して、第
１の半導体チップ１１０と第２の半導体チップ１２０との間に絶縁樹脂１３２を充填する
とともに、第２の半導体チップ１２０が第１の半導体チップ１１０からオーバハングした
部分と基板１０２との間にも絶縁樹脂１３２を充填する工程とを含む。
【００２２】
　本実施の形態においては、第２の半導体チップ１２０の裏面に、マウント材として、全
面に絶縁樹脂１３２の層を貼り付けておく。本実施の形態において、絶縁樹脂１３２の層
は、フィルム状に形成された構成とすることができる。たとえば、絶縁樹脂１３２の層は
、両面に接着性を有するフィルム状の層とすることができる。
【００２３】
　また、絶縁樹脂１３２の層は、下段の第１の半導体チップ１１０の厚さ以上の膜厚を有
する。とくに限定されないが、第２の半導体チップ１２０の下段に搭載する第１の半導体
チップ１１０の高さは、たとえば１５～１００μｍ程度となる。絶縁樹脂１３２の層の膜
厚は、ボンディングワイヤ１１２の高さを考慮して、第１の半導体チップ１１０の高さに
さらに５０μｍ程度加えた膜厚以上とすることが望ましい。
【００２４】
　このように、裏面にフィルム状の絶縁樹脂１３２が貼り付けられた第２の半導体チップ
１２０を第１の半導体チップ１１０が搭載された基板１０２上に搭載し、第２の半導体チ
ップ１２０を第１の半導体チップ１１０の方向に押圧する（図３（ａ））。絶縁樹脂１３
２の層は未硬化の状態で第２の半導体チップ１２０の裏面に塗布される。第２の半導体チ
ップ１２０を第１の半導体チップ１１０上に搭載する時に、第２の半導体チップ１２０を
加熱することができる。これにより、絶縁樹脂１３２の層が軟化（ゲル化）して、粘度が
低下し、第１の半導体チップ１１０のボンディングワイヤ１１２を変形することなく、ボ
ンディングワイヤ１１２を絶縁樹脂１３２で埋め込むことができる。この後、絶縁樹脂１
３２を硬化する。これにより、第１の半導体チップ１１０と第２の半導体チップ１２０と
の間に絶縁樹脂１３２が充填され、第１の半導体チップ１１０と第２の半導体チップ１２
０との間の領域が絶縁樹脂１３２により埋め込まれた構成とすることができる。また、こ
のとき、第２の半導体チップ１２０が第１の半導体チップ１１０上でオーバハングした部
分の裏面に形成された絶縁樹脂１３２を基板１０２と接触させる。これにより、第２の半
導体チップ１２０がオーバハングした部分と基板１０２との間にも絶縁樹脂１３２が充填
される。さらに、同時に、第１の半導体チップ１１０のボンディングワイヤ１１２が一括
して絶縁樹脂１３２で埋め込まれる。これにより、図３（ｂ）に示した構成となる。
【００２５】
　この後、第２の半導体チップ１２０の表面に形成された第２のボンディングパッドと基
板１０２とをボンディングワイヤ１２２を介して電気的に接続する。これにより、第２の
半導体チップ１２０が基板１０２上に搭載される（図３（ｃ））。
【００２６】
　つづいて、第２の半導体チップ１２０、第１の半導体チップ１１０、および第２の半導
体チップ１２０のボンディングワイヤ１２２を封止樹脂１４０で封止する。これにより、
図１に示した構成の半導体装置１００が得られる。
【００２７】
　また、絶縁樹脂１３２として、両面に接着性を有するフィルム状の層を用いる場合、第
２の半導体チップ１２０の裏面に貼り付けるのではなく、第２の半導体チップ１２０を搭
載する前に、絶縁樹脂１３２を第１の半導体チップ１１０上に貼り付けておくこともでき
る。この場合、絶縁樹脂１３２を平面視で第２の半導体チップ１２０と同じサイズ以上に
しておき、第１の半導体チップ１１０上の第２の半導体チップ１２０を搭載するのと同じ
箇所に絶縁樹脂１３２を配置しておく。次いで、絶縁樹脂１３２と重なるように第２の半
導体チップ１２０を絶縁樹脂１３２上に搭載し、第２の半導体チップ１２０を第１の半導
体チップ１１０の方向に押圧する。これによっても、図３（ｂ）に示した構成とすること
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ができる。
【００２８】
　本実施の形態における半導体装置１００の効果を説明する。
　本実施の形態において、第２の半導体チップ１２０と第１の半導体チップ１１０との間
に充填される絶縁樹脂１３２が第２の半導体チップ１２０の第１の半導体チップ１１０か
らオーバハングした部分の下方にも充填されているため、簡易な手順でオーバハングした
部分の封止樹脂の未充填やボイドの発生を防ぐことができる。また、第２の半導体チップ
１２０と第１の半導体チップ１１０との配置に関わらず、封止樹脂の未充填やボイドの発
生を防ぐことができる。
【００２９】
　さらに、第２の半導体チップ１２０のオーバハングした部分の下方に絶縁樹脂１３２が
充填されているため、第２の半導体チップ１２０のボンディングを行う際に、絶縁樹脂１
３２が支えとなり、ボンディングワイヤ１２２のボンディングを良好に行うことができる
。さらに、第１の半導体チップ１１０のボンディングワイヤ１１２が絶縁樹脂１３２で埋
め込まれた構成となるので、封止樹脂１４０によるワイヤ流れや封止樹脂１４０に含まれ
るフィラー等によるワイヤへの影響をなくすことができる。
【００３０】
　本実施の形態においては、ボンディングワイヤ１１２が一種類の絶縁樹脂１３２により
埋め込まれているので、ボンディングワイヤ１１２を取り囲む材料の線膨張の違い等によ
るボンディングワイヤ１１２の破断の可能性もなくすことができる。さらに、スペーサレ
スの構造となり、パッケージを小型化することもできる。
【００３１】
（他の例）
　図４は、図１から図３に示した半導体装置１００の他の例を示す図である。図４（ａ）
は、断面図、図４（ｂ）は、平面図である。図４（ａ）は、図４（ｂ）のＢ－Ｂ’断面図
に該当する。なお、図４（ｂ）では、各要素の配置関係をわかりやすくするために、各要
素を線でのみ記載している。
【００３２】
　本例において、基板１０２上の第１の半導体チップ１１０と同層には、第１の半導体チ
ップ１１０と並置してさらに第３の半導体チップ１５０が搭載された構成とすることがで
きる。第２の半導体チップ１２０は、第１の半導体チップ１１０と第３の半導体チップ１
５０とを覆うとともに、第１の半導体チップ１１０および第３の半導体チップ１５０から
オーバハングした部分を有する構成とすることができる。
【００３３】
　第３の半導体チップ１５０は、第２の半導体チップ１２０と対向する面に形成されたボ
ンディングパッド（不図示）と、当該ボンディングパッドと基板１０２とを接続するボン
ディングワイヤ１５２とを含む。ここで、ボンディングワイヤ１５２も、絶縁樹脂１３２
により完全に埋め込まれた構成とすることができる。また、第２の半導体チップ１２０が
第１の半導体チップ１１０および第３の半導体チップ１５０からオーバハングした部分、
すなわち平面視で第２の半導体チップ１２０の下方に第１の半導体チップ１１０または第
３の半導体チップ１５０が形成されていない箇所においては、絶縁樹脂１３２が基板１０
２と接触して第２の半導体チップ１２０と基板１０２との間が絶縁樹脂１３２で充填され
た構成とすることができる。
【００３４】
　本例において、第２の半導体チップ１２０を第１の半導体チップ１１０上に搭載する際
の絶縁樹脂１３２の層の膜厚は、第１の半導体チップ１１０と第３の半導体チップ１５０
のうち、高さの高い方のチップの高さにさらに５０μｍ程度加えた膜厚以上とすることが
できる。このような構成としても、図１から図３に示した半導体装置１００と同様の効果
が得られる。
【００３５】
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　図５は、図４（ｂ）に示した半導体装置１００の平面図の他の例を示す図である。図４
（ａ）は、図５のＢ－Ｂ’断面図にも該当する。なお、図５でも、各要素の配置関係をわ
かりやすくするために、各要素を線でのみ記載している。
【００３６】
　図示したように、基板１０２上の第１の半導体チップ１１０および第３の半導体チップ
１５０と同層には、これらと並置してさらに半導体チップ１６０が搭載された構成とする
ことができる。第２の半導体チップ１２０は、第１の半導体チップ１１０、第３の半導体
チップ１５０、および半導体チップ１６０を覆うとともに、これらからオーバハングした
部分を有する構成とすることができる。
【００３７】
　半導体チップ１６０は、第２の半導体チップ１２０と対向する面に形成されたボンディ
ングパッド（不図示）と、当該ボンディングパッドと基板１０２とを接続するボンディン
グワイヤ１６２とを含む。ここで、ボンディングワイヤ１６２も、絶縁樹脂１３２により
完全に埋め込まれた構成とすることができる。また、第２の半導体チップ１２０が第１の
半導体チップ１１０、第３の半導体チップ１５０および半導体チップ１６０からオーバハ
ングした部分、すなわち平面視で第２の半導体チップ１２０の下方に第１の半導体チップ
１１０、第３の半導体チップ１５０、または半導体チップ１６０が形成されていない箇所
においては、絶縁樹脂１３２が基板１０２と接触して第２の半導体チップ１２０と基板１
０２との間が絶縁樹脂１３２で充填された構成とすることができる。
【００３８】
　本例において、第２の半導体チップ１２０を第１の半導体チップ１１０上に搭載する際
の絶縁樹脂１３２の膜厚は、第１の半導体チップ１１０、第３の半導体チップ１５０およ
び半導体チップ１６０のうち、高さが最も高いチップの高さにさらに５０μｍ程度加えた
膜厚以上とすることができる。このような構成としても、図１から図３に示した半導体装
置１００と同様の効果が得られる。
【００３９】
　図６および図７は、図１から図５に示した半導体装置１００のまた他の例を示す図であ
る。図６は断面図、図７は平面図である。図６（ａ）は、図７のＣ－Ｃ’断面図に該当す
る。なお、図７でも、各要素の配置関係をわかりやすくするために、各要素を線でのみ記
載している。図６（ａ）では、第２の半導体チップ１２０の下に一つの第１の半導体チッ
プ１１０が設けられた構成、図６（ｂ）は、図４と同様、第２の半導体チップ１２０の下
に第１の半導体チップ１１０と第３の半導体チップ１５０とが設けられた構成を示す。こ
こでは、下段に搭載された第１の半導体チップ１１０が完全に第２の半導体チップ１２０
に覆われていない点で図１から図５に示した例と異なる。
【００４０】
　この例においても、第２の半導体チップ１２０は、第１の半導体チップ１１０や第３の
半導体チップ１５０からオーバハングした部分を有する構成とすることができる。第２の
半導体チップ１２０は、下段の半導体チップのボンディングワイヤ１１２やボンディング
ワイヤ１５２の少なくとも一部の上でオーバハングした構成とすることができる。また、
絶縁樹脂１３２は、第２の半導体チップ１２０がオーバハングした部分の下方に位置する
ボンディングワイヤ１１２を埋め込む。
【００４１】
　また、第２の半導体チップ１２０が第１の半導体チップ１１０および第３の半導体チッ
プ１５０からオーバハングした部分、すなわち平面視で第２の半導体チップ１２０の下方
に第１の半導体チップ１１０または第３の半導体チップ１５０が形成されていない箇所に
おいては、絶縁樹脂１３２が基板１０２と接触して第２の半導体チップ１２０と基板１０
２との間が絶縁樹脂１３２で充填された構成とすることができる。このような構成として
も、図１から図５に示した半導体装置１００と同様の効果が得られる。
【００４２】
　図８は、図７に示した半導体装置１００の他の例を示す平面図である。なお、図８でも
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、各要素の配置関係をわかりやすくするために、各要素を線でのみ記載している。ここで
は、下段に搭載された第１の半導体チップ１１０上に、さらに半導体チップ１７０が設け
られている点で図７に示した例と異なる。
【００４３】
　半導体チップ１７０は、第１の半導体チップ１１０と対向する面と反対側の面に形成さ
れたボンディングパッド（不図示）と、当該ボンディングパッドと基板１０２とを接続す
るボンディングワイヤ１７２とを含む。本例において、半導体チップ１７０は、第２の半
導体チップ１２０に取り付けられたのと同様の絶縁樹脂１３２により、第１の半導体チッ
プ１１０上にマウントされた構成とすることもでき、また、接着剤１３０と同様の接着剤
により、第１の半導体チップ１１０上にマウントされた構成とすることもできる。このよ
うな構成としても、図１から図３に示した半導体装置１００と同様の効果が得られる。
【００４４】
　図９は、図１から図３に示した半導体装置１００の他の例を示す断面図である。ここで
は、下段に搭載された第１の半導体チップ１１０のボンディングワイヤ１１２が絶縁樹脂
１３２により完全に埋め込まれていない点で図１から図３に示した例と異なる。
【００４５】
　すなわち、この例では、第２の半導体チップ１２０は、ボンディングワイヤ１１２の少
なくとも一部の上でオーバハングした構成とすることができる。また、絶縁樹脂１３２は
、第２の半導体チップ１２０がオーバハングした部分の下方に位置するボンディングワイ
ヤ１１２の一部、すなわち第１の半導体チップ１１０の表面のボンディングパッドとの接
続部分を埋め込んでいる。第１の半導体チップ１１０の残りの部分は、封止樹脂１４０に
より埋め込まれている。
【００４６】
　このような構成としても、簡易な手順で樹脂の未充填やボイドの発生を防ぐことができ
る。また、第２の半導体チップ１２０のボンディングを行う際に、絶縁樹脂１３２が支え
となり、ボンディングワイヤ１２２のボンディングを良好に行うことができる。さらに、
第１の半導体チップ１１０の表面のボンディングパッドとの接続部分が絶縁樹脂１３２で
埋め込まれているため、封止樹脂１４０によるワイヤ流れ等を防ぐことができる。
【００４７】
　図１０は、図１から図３に示した半導体装置１００の他の例を示す断面図である。本例
において、第１の半導体チップ１１０がボンディングワイヤ１１２ではなく、バンプ１１
４を介して基板１０２とフリップチップ接続された構成である点で図１から図３に示した
構成と異なる。このような構成としても、簡易な手順でオーバハングした部分の樹脂の未
充填やボイドの発生を防ぐことができる。また、第２の半導体チップ１２０のボンディン
グを行う際に、絶縁樹脂１３２が支えとなり、ボンディングワイヤ１２２のボンディング
を良好に行うことができる。
【００４８】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【００４９】
　以上の実施の形態において、絶縁樹脂１３２がフィルム状に形成されたフィルム状の層
である場合を例として説明したが、絶縁樹脂１３２は、液状タイプの樹脂とすることもで
きる。たとえば、液状タイプの樹脂を第１の半導体チップ１１０の表面に多めに塗布して
、第２の半導体チップ１２０を第１の半導体チップ１１０上に配置して半導体装置１００
を製造することもできる。また、液状タイプの樹脂の形状がある程度維持できるのであれ
ば、液状タイプの樹脂を第２の半導体チップ１２０の裏面に塗布して、第１の半導体チッ
プ１１０上に配置して半導体装置１００を製造することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の形態における半導体装置の構成を示す断面図である。
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【図２】本発明の実施の形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図３】本発明の実施の形態における半導体装置の製造手順を示す工程断面図である。
【図４】図１から図３に示した半導体装置の他の例を示す図である。
【図５】図４（ｂ）に示した半導体装置の平面図の他の例を示す図である。
【図６】図１から図５に示した半導体装置の他の例を示す図である。
【図７】図１から図５に示した半導体装置の他の例を示す図である。
【図８】図７に示した半導体装置の他の例を示す断面図である。
【図９】図１から図３に示した半導体装置の他の例を示す断面図である。
【図１０】図１から図３に示した半導体装置の他の例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５１】
１００ 半導体装置
１０２ 基板
１１０ 第１の半導体チップ
１１２ ボンディングワイヤ
１１４ バンプ
１２０ 第２の半導体チップ
１２２ ボンディングワイヤ
１３０ 接着剤
１３２ 絶縁樹脂
１４０ 封止樹脂
１５０ 第３の半導体チップ
１５２ ボンディングワイヤ
１６０ 半導体チップ
１６２ ボンディングワイヤ
１７０ 半導体チップ
１７２ ボンディングワイヤ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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