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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一及び第二のパッケージされた集積回路デバイスを提供するステップであって、前記
第一及び第二のパッケージされた集積回路デバイスのそれぞれが複数の導電性端子を有す
る、ステップと、
　複数のリードフレーム延長部を前記第一のパッケージされた集積回路デバイスの前記導
電性端子と位置整合させ、かつ、前記リードフレーム延長部を前記第一のパッケージされ
た集積回路デバイスの対応する導電性端子に取り付けるための第一のリフロー工程を行な
うステップと、
　前記複数のリードフレーム延長部を前記第二のパッケージされた集積回路デバイスの前
記導電性端子と位置整合させ、かつ、前記リードフレーム延長部を前記第二のパッケージ
された集積回路デバイスの対応する導電性端子に取り付けるための第二のリフロー工程を
行ない、これにより前記第一及び第二のパッケージされた集積回路デバイスを互いに導電
的に接続するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記複数のリードフレーム延長部を位置整合するステップは、前記リードフレーム延長
部のそれぞれの外縁が前記第一及び第二のパッケージされた集積回路デバイスの少なくと
も一方の外縁とほぼ位置整合されるように、前記複数のリードフレーム延長部を配置する
ステップを含む、請求項１の方法。
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【請求項３】
　前記リードフレーム延長部のそれぞれが、上から見て、ほぼ方形の構成を有する、請求
項１の方法。
【請求項４】
　リードフレームの複数の延長部を第一のパッケージされた集積回路デバイスの上面の複
数の導電性端子に導電的に接続するための第一のリフロー工程を行なうステップと、
　前記リードフレームの複数の延長部を第二のパッケージされた集積回路デバイスの下面
の複数の導電性端子に導電的に接続するための第二のリフロー工程を行うステップと、
　前記リードフレームを分断して、前記複数の延長部を単独化するステップと、
を含む方法。
【請求項５】
　前記リードフレームを分断するステップが、前記複数の延長部を前記リードフレームの
タイバーから分離するステップを含む、請求項４の方法。
【請求項６】
　前記複数の延長部分の外縁が、積み重ねられた前記第一及び第二のパッケージされた集
積回路デバイスの少なくとも一方の外縁とほぼ位置整合されるように、前記リードフレー
ムの前記分断が行われる、請求項４の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示する本主題は、概してパッケージング集積回路デバイスの分野に関し、さら
に、より具体的には、積み重ねられたパッケージ集積回路デバイスと、それを製造するさ
まざまな方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路技術は、機能的な回路の莫大な配列を系統立てて配設するために、トランジス
タ、抵抗、キャパシタ等の電気デバイスを利用している。これらの回路の複雑さのため、
回路の目的とする機能を得るには、接続される電気的デバイスの必要数は増える一方であ
る。トランジスタの数が増加するにつれ、集積回路のサイズは縮小している。半導体産業
における課題のひとつとして、電気的に接続するための改良方法を開発させることと、同
じおよび／または異なるウェハもしくはチップ上に組み立てられるパッケージング回路デ
バイスを開発させることがある。一般的に、半導体産業では、トランジスタがシリコンチ
ップ／シリコンダイの上に占める表面積を小さくするよう製造することが望まれる。
【０００３】
　半導体デバイス部品の製造において、ひとつの半導体ダイがそれぞれの封じられたパッ
ケージに組み込まれることがもっとも一般的である。デュアルインラインパッケージ（Ｄ
ＩＰ）、ジグザグインラインパッケージ（ＺＩＰ）、スモールアウトラインＪベンズ（Ｓ
ＯＪ）、シンスモールアウトラインパッケージ（ＴＳＯＰ）、プラスティックリードチッ
プキャリア（ＰＬＣＣ）、スモールアウトライン集積回路（ＳＯＩＣ）、プラスティック
クアッドフラットパック（ＰＱＦＰ）、集積リードフレーム（ＩＤＦ）を含む多くの異な
るパッケージスタイルが利用されている。いくつかの半導体デバイス部品はカプセル化さ
れる前に、回路基板のような基板に接続される。製造者はパッケージ集積回路デバイスの
サイズ縮小と、パッケージ集積回路デバイスにおけるパッケージング密度を増加させると
いう、絶えず続く要求の中にいる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　プロット（plot）スペースを維持しようとする努力から、パッケージ集積回路デバイス
を逐次上に積み重ねてゆく手法が採られた場合もある。積み重ねられたパッケージ集積回
路デバイスを導電的に互いに接続するための従来技術としては、こうした接続を構築する



(3) JP 5051463 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

ためのはんだボールもしくはワイアボンドが典型的なものである。望まれるのは、積み重
ねられたパッケージデバイスを互いに導電的に接続するための新しく、改良された技術で
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　図１は本発明の一実施形態にしたがった、例示的な積み重ね型ダイパッケージ１０を示
す。第一のパッケージ集積回路デバイス１２Ａは、第二のパッケージ回路デバイス１２Ｂ
の真下に配置される。複数のはんだボール３２、もしくは他の周知の技術が、第一のパッ
ケージ集積回路デバイス１２Ａと実例的なプリント回路基板４０を導電的に接続するため
に使用されてもよい。本願を通読後の当業者であれば認識するように、第一のパッケージ
集積回路デバイス１２Ａと第二のパッケージ回路デバイス１２Ｂは、同じ型の集積回路デ
バイスでもよいし、互いに異なる型の集積回路デバイスでもよい。例えば、第一のパッケ
ージ集積回路デバイス１２ＡはパッケージＤＲＡＭデバイスでもよく、一方、第二のパッ
ケージ回路デバイス１２ＢはＮＡＮＤデバイスでもよい。さらに、第一のパッケージ集積
回路デバイス１２Ａと第二のパッケージ回路デバイス１２Ｂは、異なる物理的パッケージ
サイズを持つパッケージでもよい。ここに述べる実際の例では、第一のパッケージ集積回
路デバイス１２Ａと第二のパッケージ回路デバイス１２Ｂはほぼ同じパッケージサイズを
持つ。さらに、本開示の方法を用いて、積み重ねられたダイパッケージ１０は、図１に示
された例示的なパッケージデバイス１２Ａと１２Ｂの二つ以上を含む。例えば、３個から
５個のパッケージ集積回路デバイスを、本開示の構造および方法を用いて、一つの積み重
ね１０として配置できる。
【０００６】
　開示の例では、第一のパッケージ集積回路デバイス１２Ａと第二のパッケージ集積回路
デバイス１２Ｂのそれぞれが、基板内に空洞１６が形成されたプリント回路基板１４を含
む。集積回路ダイ１８は、例えば接着性材料のような従来技術に従って空洞（凹部）１６
に固定される。例示的なワイアボンド２０は、ダイ１８上のボンディングパッド（bond p
ads）２４とプリント回路基板１４上のボンディングパッド２６を導電的に接続するため
に使用される。伝統的な成形材料（mold compound material）２２を使用して空洞１６を
塞いでもよい。
【０００７】
　複数の導電性端子２８は、第一のパッケージ集積回路デバイス１２Ａと第二のパッケー
ジ回路デバイス１２Ｂの、上面３０Ｔと下面３０Ｂ上に形成できる。図２は、（成形材料
２２を除いた）第二のパッケージ回路デバイス１２Ｂを上から見た図であり、ここでは、
例示的な導電性端子２８の配置が示されている。もちろん、導電性端子２８の具体的な配
置もしくは配列は、それぞれの用途に応じて変更してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本主題の例示的な実施形態を以下に示す。解りやすくするため、実際の実施例のすべて
の特徴が本明細書に示されているわけではない。任意のこのような実際の実施形態の開発
においては、或る実施例を他の実施例に変えてゆく実施例固有の多数の決定が、システム
に関連した制約もしくはビジネスに関連した制約に従うといったような開発者固有の目標
を達成するためになされるべきである、ということはもちろん理解されるであろう。さら
に、開発努力は複雑かつ時間のかかるものではあるが、本開示を読むという利益を得た当
業者にとってはルーチンワークに過ぎないものであることも理解されたい。
【０００９】
　図に示される多くの領域および構造は、非常に精密に、鮮明な輪郭および概観図をもっ
て描かれているが、実際に当業者に理解されるように、これらの領域および構造は、図に
示されるのと同程度まで精密ではない。加えて、様々の特徴の相対的なサイズと図に示さ
れるドーピングされた領域は、製造された装置上の特徴または領域と比較して、誇張また
は矮小化されうる。にもかかわらず、添付の図は、本開示の主題の実例となる例を描写し
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、または説明するために含まれている。
【００１０】
　図３から７は、本開示の積み重ねられたパッケージダイ１０を作るための、ひとつの例
示的な方法を示す。図３は、パッケージ集積回路デバイスに用いられる例示的なリードフ
レーム５０のある部分を示す。リードフレーム５０は複数のタイバー５２を含み、複数の
タイバー５２のそれぞれは、タイバー５２から物理的に延長したリードフレーム延長部５
４を備える。リードフレーム５４のサイズ、数、間隔は、具体的な実施形態に応じ変更可
能である。一実施形態では、延長部５４は、厚さ約５０－１５０マイクロメートルの範囲
の平面の板状構造である。その他の物理的寸法、すなわち、長さ、幅は、延長部の一般的
な構成と同様に変更可能である。本願を通読後の当業者であれば認識するように、延長部
５４のサイズと固定位置は、延長部５４が最終的には導電的に接続する導電性端子２８の
サイズと固定位置に合うように調整される。延長部５４はいろいろな導電性材料、例えば
銅や、合金４２からつくることができる。延長部５４の材料による酸化を防ぐ等のさまざ
まな理由で、表面保護剤が延長部５４に適用される。いくつかの実施形態では、延長部５
４は、濡れ性をもつ表面を形成するために、銀、スズ、金／ニッケル合金のような被覆物
で覆ってもよい。このような被覆物の厚さは、約０．２５－４．０マイクロメートルとで
きる。加えて、いくつかの実施形態では、金または銅のスタッドバンプ（突起電極）を延
長部５４に設けて、延長部５４からパッケージ集積回路デバイス１２Ａ、１２Ｂへの接続
をつくってもよい。
【００１１】
　図４に示されるように、リードフレーム５０は、第一のパッケージ集積回路デバイス１
２Ａの上面３０Ｔで導電的に導電性端子２８と接続する。一具体例では、延長部５４およ
び／または第一のパッケージ集積回路デバイス１２Ａの上面３０Ｔ上の導電性端子２８に
、はんだ用フラックスを塗る。リードフレーム５０は、延長部５４が導電性端子２８に接
触するように位置を調整して配置される。その後に最初の熱処理過程を行い、はんだをリ
フロー（再熔融）して、延長部５４と導電性端子２８とを互いに導電的に接続させる。
【００１２】
　次に、図５に示すように、第二のパッケージ回路デバイス１２Ｂが上に配置され、リー
ドフレーム５０に対して位置整合される。この過程の間に、第二のパッケージ回路デバイ
ス１２Ｂの下面３０Ｂにある導電性端子２８が、延長部５４と導電的に接続するように位
置整合される。この過程の間に、はんだ用フラックスを導電性端子２８および／または延
長部５４に塗ってもよい。その後第二の熱処理過程を行い、延長部５４と、第二のパッケ
ージ回路デバイス１２Ｂの下面３０Ｂにある導電性端子２８との間の接続のためにリフロ
ーが行われる。
【００１３】
　その後、図６に示すように、複数のはんだボール３２が第一のパッケージ集積回路デバ
イス１２Ａの下面３０Ｂにある導電性端子２８上に従来技術を使って形成される。それか
ら、リードフレーム５０のタイバー部分５２が切り取られ、結果として図７に示された構
造となる。この切り取り過程は、パンチのような任意のさまざまな既知の技術を用いて行
うことができる。図３は、リードフレーム５０に対する例示的なカットライン５６を示す
。切り取り過程により、延長部が導電的に互いに接続しないように単独化することとなる
。延長部５４の外縁５４ｅは第一と第二のパッケージ集積回路デバイス１２Ａと１２Ｂの
縁１２ｅとほぼ一直線上に並ぶことに、注意されたい。いくつかの実施形態では、第一と
第二のパッケージ集積回路デバイス１２Ａと１２Ｂが異なる物理的サイズを持つ場合には
、延長部５４の縁５４ｅは積み重ねられたパッケージ集積回路デバイスのひとつの縁にの
み一直線状に並べられる。図８は、独立した延長部５４と第二のパッケージ集積回路デバ
イス１２Ａの下面にある結合部２８の上面図である。延長部５４は、ほぼ方形で平面型の
導電的材料として、積み重ねられたパッケージ集積回路デバイス１２Ａと１２Ｂの間で機
能する。
【００１４】
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　ここに開示した本主題には、さまざまな修正を施すことや別の形態を選択することが可
能ではあるが、具体的な実施形態は、図の例によって表されており、またここに詳細に記
述される。しかしながら、ここに開示される具体的な実施形態は、開示された具体的な形
態に発明を限定するつもりはなく、むしろ逆に、添付の請求項によって定義されるような
発明の本質の範囲内に入る、全ての変形例、均等物、および代替物をも包含する、と理解
されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　本主題は、参照番号が要素を明らかにしている添付の図に関連する以降の記述を参照す
ることによって理解されるであろう。
【図１】図１は本発明の一態様と一致する積み重ねられたパッケージ集積回路デバイスの
さまざまな図である。
【図２】図２は本発明の一態様と一致する積み重ねられたパッケージ集積回路デバイスの
さまざまな図である。
【図３】図２は本開示の発明として使用されるリードフレームの例示的な部分の図である
。
【図４】図４はここで開示されるように、積み重ねられた集積回路デバイスを製造するた
めのひとつの例示的な過程の流れを示す。
【図５】図５はここで開示されるように、積み重ねられた集積回路デバイスを製造するた
めのひとつの例示的な過程の流れを示す。
【図６】図６はここで開示されるように、積み重ねられた集積回路デバイスを製造するた
めのひとつの例示的な過程の流れを示す。
【図７】図７はここで開示されるように、積み重ねられた集積回路デバイスを製造するた
めのひとつの例示的な過程の流れを示す。
【図８】図８はここで開示されるように、集積回路デバイスのための例示的な導電的接続
の上面図である。
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