
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の半導体チップと、
　この第１の半導体チップの表面に 接合され
た第２の半導体チップと、
　前記第１の半導体チップの表面に形成され、外部との接続のための突起電極と、
　前記突起電極の頭部を露出させた状態で上記第１の半導体チップの表面を封止する保護
樹脂とを含

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　半導体基板の表面に、複数の半導体チップを、それらの活性表面を前記半導体基板の表
面に対向させたフェースダウン状態で接合するチップ接合工程と、
　前記半導体基板の表面に複数の突起電極を形成する電極形成工程と、
　前記半導体チップおよび前記突起電極の形成後に露出する前記半導体基板の表面を、前
記突起電極の頭部を露出させた状態で、保護樹脂で封止する樹脂封止工程と、
　前記半導体基板を予め定める切断ラインに沿って切断することにより、チップ・オン・
チップ構造の半導体装置の個片を取り出す切り出し工程とを含
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活性表面を対向させたフェースダウン状態で

み、
　前記突起電極の頭部、前記保護樹脂および前記第２の半導体チップの非活性表面が面一
をなしている

み、
　前記樹脂封止工程は、前記保護樹脂の表層部を除去して前記突起電極の頭部を露出させ
、この突起電極の頭部、前記保護樹脂および前記第２の半導体チップの非活性表面が面一



むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記電極露出工程は、前記保護樹脂と前記半導体チップの非活性表面側とを同時に研磨
または研削するチップ研削工程を含むことを特徴とする請求項 記載の半導体装置の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、半導体チップ上に別の半導体チップを接合したチップ・オン・チップ構造の
半導体装置およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　チップ・オン チップ構造の半導体装置は、たとえば、図６に示すように、親チップ１
の表面に子チップ２をフェースダウンで接合するとともに、親チップ２の裏面に外部接続
電極３を設けた構造となっている。このようなチップ・オン・チップ構造は、素子の高集
積化を図るうえで有利な構造であるが、親チップ１および子チップ２の厚さａ，ｂのほか
に、外部接続電極３の高さｃが必要であり、全体の高さ（ａ＋ｂ＋ｃ）が比較的高くなる
のが欠点である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、この発明の目的は、チップ・オン・チップ構造を有し、かつ、薄型化された半導
体装置およびその製造方法を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
　上記の目的を達成するための請求項１記載の発明は、第１の半導体チップと、この第１
の半導体チップの表面に 接合された第２の半
導体チップと、前記第１の半導体チップの表面に形成され、外部との接続のための突起電
極と、前記突起電極の頭部を露出させた状態で上記第１の半導体チップの表面を封止する
保護樹脂とを含

ことを特徴とする半導体装置である。
【０００５】
この構成によれば、第１の半導体チップの表面に第２の半導体チップが接合され、そして
、その同じ表面に突起電極が形成され、第１の半導体チップの表面は、突起電極の頭部を
露出させた状態で保護樹脂で封止されている。したがって、第１の半導体チップの裏面側
に外部接続電極を設ける場合に比較して、半導体装置全体の高さを低くすることができ、
チップ・オン・チップ構造の薄型半導体装置を実現できる。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、半導体基板の表面に、複数の半導体チップを、それらの活性表
面を前記半導体基板の表面に対向させたフェースダウン状態で接合するチップ接合工程と
、前記半導体基板の表面に複数の突起電極を形成する電極形成工程と、前記半導体チップ
および前記突起電極の形成後に露出する前記半導体基板の表面を、前記突起電極の頭部を
露出させた状態で、保護樹脂で封止する樹脂封止工程と、前記半導体基板を予め定める切
断ラインに沿って切断することにより、チップ・オン・チップ構造の半導体装置の個片を
取り出す切り出し工程とを含

むことを特徴とする半
導体装置の製造方法である。
【０００８】
この方法により、請求項１記載の構造の薄型のチップ・オン・チップ型半導体装置を製造
することができる。そして、この方法では、半導体基板の表面に複数の半導体チップを接
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をなすようにする電極露出工程を含

２

・

活性表面を対向させたフェースダウン状態で

み、前記突起電極の頭部、前記保護樹脂および前記第２の半導体チップの
非活性表面が面一をなしている

み、前記樹脂封止工程は、前記保護樹脂の表層部を除去して
前記突起電極の頭部を露出させ、この突起電極の頭部、前記保護樹脂および前記第２の半
導体チップの非活性表面が面一をなすようにする電極露出工程を含



合するとともに、複数の突起電極をその同じ表面に形成するようにしているので、半導体
基板（半導体ウエハ）の状態で、チップの接合と電極の形成を行うことができ、その後に
、チップ・オン・チップ構造の半導体装置の個片に切り出すことによって、複数個のチッ
プ・オン・チップ型半導体装置を効率良く製造することができる。
【０００９】
半導体基板の表面は、保護樹脂で樹脂封止され、また、半導体チップはフェースダウンで
半導体基板の表面に接合されるので、半導体基板または半導体チップの各表面（活性表面
）の保護は十分である。したがって、半導体基板とこれに搭載された半導体チップとの厚
さの和に近い高さの薄型半導体パッケージが実現される。
なお、必要であれば、切り出し工程よりも前に、半導体基板の裏面や半導体チップの裏面
側（非活性表面側）をグラインダーなどで研磨または研削すれば、さらなる薄型化が達成
される。
【００１０】

この発明によれば、保護樹脂の表層部を除去して突起電極の頭部を露出させる工
程が含まれることにより、突起電極を確実に露出させることができる。
　保護樹脂の表層部の除去は、グラインダーなどによる研削により行えばよいが、エッチ
ングなどの他の手法を用いてもよい。
【００１１】
　請求項 記載の発明は、前記電極露出工程は、前記保護樹脂と前記半導体チップの非活
性表面側とを同時に研磨または研削するチップ研削工程を含むことを特徴とする請求項
記載の半導体装置の製造方法である。
　この発明によれば、保護樹脂と半導体チップの非活性表面とを同時に研磨または研削す
ることにより、突起電極の頭部が確実に露出させられ、かつ、半導体チップの薄型化も図
られる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下では、この発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
図１は、この発明の一実施形態に係る半導体装置の構成を示す斜視図である。この半導体
装置１０は、親チップＭ（第１の半導体チップ）の表面（活性表面）に、子チップＤ（第
２の半導体チップ）を、その表面（活性表面）を対向させたフェースダウン状態で接合し
たチップ・オン・チップ構造を有している。親チップＭおよび子チップＤは、たとえば、
いずれもシリコンチップからなり、それぞれの表面には、トランジスタなどの能動素子、
抵抗やコンデンサなどの受動素子および配線などが形成されている。
【００１３】
この実施形態においては、親チップＭおよび子チップＤは、いずれも、平面視において矩
形形状に成形されていて、子チップＤは、親チップＭよりも、平面視において若干小さく
成形されている。そして、子チップＤの周囲の領域には、親チップＭの表面（活性表面）
に、外部接続電極としての突起電極（この実施形態では柱状の電極）Ｔが複数個形成され
ている。
親チップＭの表面において子チップＤまたは突起電極Ｔが形成されていない領域は、保護
樹脂（たとえばエポキシ樹脂など）１１で樹脂封止されており、親チップＭの表面の保護
が図られている。子チップＤの表面は、親チップＭに対向しており、かつ、その側面が保
護樹脂１１で封止されていることにより、外部から保護されている。
【００１４】
この実施形態では、保護樹脂１１、突起電極Ｔの頭部および子チップＤの非活性表面は、
面一をなしている。
このような構成の半導体装置１０は、親チップＭと子チップＤとの各厚さの和に近い高さ
を有する極めて薄型に作成することができるので、薄型のチップ・オン・チップ型半導体
装置を実現することができる。
図２は、上述のような半導体装置１０の製造工程を工程順に示す断面図である。半導体基
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　また、

３
２



板としての半導体ウエハＷ（以下単に「ウエハＷ」という。）の表面（活性表面）Ｗａに
は、窒化膜などからなる保護膜（パッシベーション膜）が形成されており、この保護膜に
は、外部との接続が必要な複数箇所において、内部配線のパッドが露出させられている。
これらのパッド上には、図２ (a)に示すように、複数の突起電極Ｔおよび複数のバンプＢ
が形成される（電極形成工程）。突起電極Ｔは、外部接続用のパッド上に形成され、バン
プＢは、子チップＤと接続すべきチップ間接続用のパッド上に形成される。突起電極Ｔお
よびバンプＢは、いずれも同じ材料で形成することができ、たとえば、金などの耐酸化性
金属で構成されることが好ましい。また、突起電極Ｔは、バンプＢよりも高く形成される
ことが好ましい。
【００１５】
続いて、図２ (b)に示すように、子チップＤを、その表面（活性表面）ＤａをウエハＷの
表面Ｗａに対向させてフェースダウンで接合した後に（チップ接合工程）、ウエハＷの表
面Ｗａ、突起電極ＴおよびバンプＢが保護樹脂１１で樹脂封止される（樹脂封止工程）。
このとき、突起電極Ｔの頭部および／または子チップＤの裏面（非活性表面）Ｄｂが保護
樹脂１１から露出するようにされてもよく、ウエハＷの表面Ｗａの露出部が保護樹脂１１
で覆われていればよい。
【００１６】
続いて、図２ (c)に示すように、ウエハＷの裏面（非活性表面）Ｗｂがグラインダーを用
いて研磨または研削され、さらなる薄型化が図られる。
次に、保護樹脂１１をグラインダーを用いて研磨または研削することにより、図２ (d)に
示すように、突起電極Ｔを露出させる（電極露出工程）。さらに研削位置が子チップＤの
非活性表面Ｄｂに達した後には、保護樹脂１１および子チップＤの非活性表面Ｄｂが同時
に研磨または研削され（チップ研削工程）、子チップＤおよび保護樹脂１１がさらに薄型
化される。
【００１７】
この後、図２ (e)に示すように、スクライブラインＬ（切断ライン）に沿ってウエハＷを
保護樹脂１１とともにダイシングソー１５で切断することにより、ウエハＷから切り出さ
れた親チップＭ上に子チップＤが接合された、図１の構造の半導体装置１０の個片が切り
出される。
なお、図２ (c)の工程と図２ (d)の工程とは、いずれが先に行われてもよく、また、不要で
あれば、図２ (c)の工程は省かれてもよい。
【００１８】
以上のようにこの実施形態の方法によれば、ウエハＷから親チップＭを切り出す前に子チ
ップＤの接合を行うようにしており、この子チップＤが接合されるウエハＷの表面Ｗａ側
に外部接続電極としての突起電極Ｔを形成するようにしている。そして、保護樹脂１１で
表面Ｗａが保護されたウエハＷを切り出すことにより、パッケージ化されたチップ・オン
・チップ構造の半導体装置１０の個片が得られる。したがって、薄型のチップ・オン・チ
ップ型半導体装置を効率的に生産することができる。
【００１９】
　 上述の実施形態では、保護樹脂１１、突起電極
Ｔおよび子チップＤの非活性表面Ｄｂが面一になるようにしているが、図３に示す

、突起電極Ｔの頭部が保護樹脂１１の表面から突出して 図４に示す
、保護樹脂１１の表面から子チップＤの非活性表面Ｄｂ側が突出してい 。図３ま

たは図４の構造は、たとえば、保護樹脂１１を十分に薄く形成することにより作製可能で
ある。この場合に、突起電極Ｔの頭部に保護樹脂１１が付着するおそれがあれば、グライ
ンダーなどによる研磨または研削やエッチングによって、突起電極Ｔの頭部に付着した保
護樹脂を除去すればよい。
【００２０】
　 、上記の実施形態では、突起電極Ｔが子チップＤの非活性表面Ｄｂよりも高く形成
される例について説明したが、図５に示すように、突起電極Ｔの高さは、子チップＤの非
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図３および図４に参考例の構成を示す。
参考例

では いる。また、 参考
例では る

なお



活性表面Ｄｂよりも低くても構わない（たとえば、１００μｍ未満）。この場合でも、裏
面研削（実線の位置まで研削）および表面研削（二点鎖線の位置まで研削）の両工程を経
た後には、上述の第１の実施形態の場合と同様な構造を得ることができる。そして、突起
電極Ｔの高さを低くしておくことにより、突起電極Ｔの形成を短時間で容易に行うことが
でき、また、材料も削減できるので、生産性を向上でき、かつ、コストの低減に寄与でき
る。ただし、子チップＤと突起電極Ｔとを同時研削して、これらの表面を面一にするため
には、始めに形成される突起電極Ｔの高さは、子チップＤの活性表面Ｄａよりも高くして
おくことが好ましい。
【００２１】
また、上記の実施形態では、１つの親チップＭに１つの子チップＤが接合される例につい
て説明したが、１つの親チップＭに２つ以上の子チップＤが接合されてもよい。
さらに、上述の実施形態では、突起電極Ｔは、柱状のものとしたが、バンプ形状のもので
あっても構わない。
また、上述の実施形態では、親チップＭと子チップＤとは、いずれもシリコン半導体から
なっていることとしたが、シリコンの他にも、ガリウム砒素半導体やゲルマニウム半導体
などの他の任意の半導体材料を用いた半導体チップをこの発明の半導体装置に適用するこ
とができる。この場合に、親チップＭと子チップＤとの半導体材料は、同じでもよいし異
なっていてもよい。
【００２２】
その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態に係る半導体装置の構成を示す斜視図である。
【図２】上記半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である。
【図３】 に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図４】 に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図５】この発明 の実施形態に係る半導体装置の製造工程を説明するための
断面図である。
【図６】従来のチップ・オン・チップ型半導体装置の構造を説明するための図解図である
。
【符号の説明】
１０　　半導体装置
１１　　保護樹脂
Ｍ　　　親チップ
Ｄ　　　子チップ
Ｔ　　　突起電極
Ｂ　　　バンプ
Ｗ　　　半導体ウエハ
Ｌ　　　スクライブライン
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参考例
他の参考例

の他



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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