
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも上面に回路素子、この回路素子に対する 形成したメインＩＣチッ
プと、少なくとも片面に回路素子とこの回路素子に対する電極パッドとを形成したサブＩ
Ｃチップとから成り、前記サブＩＣチップを、前記メインＩＣチップの上面側に、当該サ
ブＩＣチップにおける回路素子及び電極パッドが前記メインＩＣチップにおける回路素子
及び電極パッドに対面するように下向きにして配設し、前記メインＩＣチップにおける電
極パッド及びサブＩＣチップにおける電極パッドのうち一方の電極パッドにバンプを設け
、前記メインＩＣチップにおける電極パッド及びサブＩＣチップにおける電極パッドのう
ち他方の電極パッドが設けられる側のＩＣチップに、当該ＩＣチップにおける回路素子及
び前記他方の電極パッドを覆う保護膜を形成し、この保護膜のうち前記他方の電極パッド
を覆う部分に、当該電極パッドの周囲に保護膜の電極パッドに対する重なり部を残して開
口部を設け、前記他方の電極パッドのうち前記開口部内の部分に、バリアメタルを、当該
バリアメタルの周囲が前記保護膜のうち前記開口部の周囲縁の部分に重なるように形成し
て、前記バリアメタルにおける上面のうち前記開口部の部分に前記バンプが嵌まる凹所を
設け、更に、前記両ＩＣチップの相互間を、その間に介挿した導電粒子混入の接着フィル
ムにて、前記バンプが当該接着フィルムを前記バリアメタルに対して圧縮変形するように
して接着したことを特徴とする複数のＩＣチップを備えた半導体装置の構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、複数個のＩＣチップを、その相互間を電気的に接続した状態で一体的に接合し
た半導体装置の構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、二つのＩＣチップを、その相互間を電気的に接続した状態で、一体的に接合するに
際しては、前記両ＩＣチップのうち一方のメインＩＣチップに形成した各電極パッド及び
前記両ＩＣチップのうち他方のサブＩＣチップに形成した各電極パッドのうちいずれか一
方の電極パッドにバンプを設けて、このバンプを、他方の電極パッドに対して圧着すると
言う方法を採用している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、この方法において、メインＩＣチップとサブＩＣチップとの一体化を、メインＩ
Ｃチップの各電極パッド及びサブＩＣチップの各電極パッドのうちいずれか一方の電極パ
ッドに設けたバンプにおける他方の電極パッドへの圧着のみに依存することができず、前
記した圧着後において、両ＩＣチップの間に、その両者を一体的に接着するための合成樹
脂を充填するようにしなければならないから、両ＩＣチップを一体化することに要するコ
ストが大幅にアップすると言う問題があった。
【０００４】
しかも、前記ＩＣチップにおける電極パッドは、一般的に言ってアルミニウム製であるの
に対し、バンプは、アルミニウムと異質の金又は半田製であることにより、一方の電極パ
ッドに設けたバンプを、他方の電極パッドに対して圧着することの確実性が低く、その確
実性を確保するためには、その押圧力を可成り強くしなければならず、このバンプを他方
の電極パッドに圧着するときに、この他方の電極パッドに対して大きなダメージを及ぼす
ことになるから、電気的接続の信頼性が低くて、不良品の発生率が高いと言う問題もあっ
た。
【０００５】
本発明は、これらの問題を解消できるようにした半導体装置の構造を提供することを技術
的課題とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
この技術的課題を達成するため本発明は、
「少なくとも上面に回路素子、この回路素子に対する 形成したメインＩＣチ
ップと、少なくとも片面に回路素子とこの回路素子に対する電極パッドとを形成したサブ
ＩＣチップとから成り、前記サブＩＣチップを、前記メインＩＣチップの上面側に、当該
サブＩＣチップにおける回路素子及び電極パッドが前記メインＩＣチップにおける回路素
子及び電極パッドに対面するように下向きにして配設し、前記メインＩＣチップにおける
電極パッド及びサブＩＣチップにおける電極パッドのうち一方の電極パッドにバンプを設
け、前記メインＩＣチップにおける電極パッド及びサブＩＣチップにおける電極パッドの
うち他方の電極パッドが設けられる側のＩＣチップに、当該ＩＣチップにおける回路素子
及び前記他方の電極パッドを覆う保護膜を形成し、この保護膜のうち前記他方の電極パッ
ドを覆う部分に、当該電極パッドの周囲に保護膜の電極パッドに対する重なり部を残して
開口部を設け、前記他方の電極パッドのうち前記開口部内の部分に、バリアメタルを、当
該バリアメタルの周囲が前記保護膜のうち前記開口部の周囲縁の部分に重なるように形成
して、前記バリアメタルにおける上面のうち前記開口部の部分に前記バンプが嵌まる凹所
を設け、更に、前記両ＩＣチップの相互間を、その間に介挿した導電粒子混入の接着フィ
ルムにて、前記バンプが当該接着フィルムを前記バリアメタルに対して圧縮変形するよう
にして接着する。」
と言う構成にした。
【０００７】
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【発明の作用・効果】
このように構成することにより、両ＩＣチップを、その間に介挿した接着フィルムにて強
固に一体化することができる一方、前記接着フィルムを、一方の電極パッドに設けたバン
プが他方の電極パッドに設けたバリアメタルに対して圧縮変形することにより、この接着
フィルムに混入されている導電粒子が、このバンプと、他方の電極パッドの表面に形成さ
れているバリアメタルとの間に挟まれることになり、しかも、この導電粒子が前記バンプ
とバリアメタルとの間から横方向に逃げるのを、前記バリアメタルの上面に設けられる凹
所にて阻止でき、換言すると、前記バリアメタルの上面における凹所内に、多くの導電粒
子を確保することができるから、前記接着フィルムへの導電粒子の混入量を多くすること
なく、メインＩＣチップにおける各電極パッドと、サブＩＣチップにおける各電極パッド
との相互間を電気的に確実に接続することができるのである。
【０００８】
しかも、前記一方の電極パッドに設けたバンプが他方の電極パッドに対してダメージを及
ぼすことを、この他方の電極パッドの表面に形成されているバリアメタルによって確実に
低減できるのである。
従って、本発明によると、メインＩＣチップとサブＩＣチップとを、その間に接着フィル
ムを介挿したのち押圧するだけで、その相互間を電気的に接続した状態で簡単に一体化す
ることができる一方、その相互間に電気的な接続に際して、電極パッドに対して及ぼすダ
メージが小さいと共に、電気的接続の信頼性を高くて、不良品の発生率が低いから、前記
一体化が簡単にできることと相俟って、製造コストを大幅に低減できる効果を有する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、一つのパッケージ体にて二つのＩＣチップを密封した形式
の半導体装置に適用した場合の図面（図１～図８）について説明する。
この図において、符号１は、矩形状のチップマウント部１ａと、このチップマウント部１
ａにおける四つの各辺から外向きに延びる複数本のリード端子１ｂとを備えたリードフレ
ームを示す。
【００１０】
また、符号２は、前記リードフレーム１におけるチップマウント部１ａに対してダイボン
ディングされるメインＩＣチップを示し、このメインＩＣチップ２の上面には、図示しな
い能動素子又は受動素子等のような回路素子の多数個が形成されている 共に、その周囲
にワイヤボンディング用電極パッド２ａの多数個が、その内側に後述するサブＩＣチップ
３に対する接続用の電極パッド２ｂの多数個が形成されている。
【００１１】
この場合において、前記メインＩＣチップ２の上面には、図３に示すように、当該上面に
形成されている各種の回路素子を覆う保護膜２ｃが、前記各電極パッド２ｂの部分に開口
部を設けて形成され、更に、前記各電極パッド２ｂの部分には、バリアメタル２ｅが、当
該電極パッド２ｂのうち前記保護膜２ｃにおける開口部内の部分及び前記保護膜２ｃのう
ち開口部の周囲縁の部分を覆うように形成されている。
つまり、このように構成することにより、前記バリアメタル２ｅの上面に、前記保護膜２
ｃの膜厚さと略等しい深さの凹所を形成することができる。
なお、このバリアメタル２ｅは、例えば、チタンを下層としタングステンを上層とするか
、クロムを下層とし銀を上層とする二層構造に構成されている。
【００１２】
更にまた、符号３は、前記メインＩＣチップ２の上面に一体化されるサブＩＣチップを示
し、このサブＩＣチップ３における表裏両面のうち少なくとも片面には、前記メインＩＣ
チップ２と同様に図示しない能動素子又は受動素子等のような回路素子の多数個が形成さ
れている共に、前記メインＩＣチップ２における各電極パッド２ｂの各々に対応する箇所
ごとに接続用の電極パッド３ａが形成されている。
【００１３】
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そして、前記サブＩＣチップ３を、前記メインＩＣチップ２に対して、これらにおける電
極パッド２ｂ，３ｂの相互間を電気的に接続した状態で一体化するに際しては、前記サブ
ＩＣチップ３における各電極パッド３ａの各々に、金又は半田等によるバンプ３ｂを設け
るのである。
次いで、前記サブＩＣチップ３を、その回路素子、電極パッド３ａ及びバンプ３ｂを形成
した片面を下向きにして、前記メインＩＣチップ２の上面側に配設し、その間に導電粒子
を混入した接着フィルム４を介挿したのち、前記サブＩＣチップ３を、メインＩＣチップ
２に向かって、その間における前記接着フィルム４を、図５に示すように、各バンプ３ｂ
により圧縮変形するように押圧し、この押圧を保持した状態で、加熱等にて前記接着フィ
ルム４を乾燥・硬化することにより、前記サブＩＣチップ３を、メインＩＣチップ２に対
して、その間に介挿した接着フィルム４により確実に且つ強固に一体化できるのである。
【００１４】
また、前記サブＩＣチップ３における各バンプ３ｂが、前記接着フィルム４を、圧縮変形
することにより、この接着フィルム４に混入されている導電粒子が、この各バンプ３ｂと
、メインＩＣチップ２における各電極パッド２ｂの表面に形成したバリアメタル２ｅとの
間に挟まれることにより、サブＩＣチップ３における各電極パッド３ａと、メインＩＣチ
ップ２における各電極パッド２ｂとの相互間を電気的に接続することができるのであり、
前記した押圧のときにおいて、サブＩＣチップ３における各電極パッド３ａに設けたバン
プ３ｂが、メインＩＣチップ２における各電極パッド２ｂに対してダメージを及ぼすこと
を、この各電極パッド２ｂの表面に形成されているバリアメタル２ｄによって確実に低減
できるのである。
【００１５】
この場合において、図示のように、メインＩＣチップ２の上面における保護膜２ｃのうち
各電極パッド２ｂを覆う部分に、当該電極パッド２ｂの周囲に保護膜２ｃの電極パッド２
ｂに対する重なり部を残して開口部を設ける一方、バリアメタル２ｄを、電極パッド２ｂ
のうち前記保護膜２ｃにおける開口部内の部分及び前記保護膜２ｃのうち開口部の周囲縁
の部分を覆うように形成することにより、このバリアメタル２ｄの上面には、前記バンプ
３ｂが嵌まる凹所が形成されることになる。
【００１６】
これにより、前記接着フィルム４がバンプ３ｂによって前記バリアメタル２ｄにおける凹
所内に向かって圧縮変形されるときに、この接着フィルム４に混入した導電粒子が前記バ
ンプ３ｂとバリアメタル２ｄとの間から横方向に逃げるのを、前記バリアメタル２ｄの上
面に形成される凹所にて阻止でき、換言すると、前記バリアメタル２ｄの上面における凹
所内に、多くの導電粒子を確保することができるから、前記接着フィルム４への導電粒子
の混入量を多くすることなく、電気的接続の確実性を向上できるのである。
【００１７】
このようにして、メインＩＣチップ２に対してサブＩＣチップ３を一体化すると、このメ
インＩＣチップ２を、図６に示すように、前記リードフレーム１におけるチップマウント
部１ａに対してダイボンディング 、次いで、このメインＩＣチップ２における各ワイヤ
ボンディング用電極パッド２ａと、リードフレーム１における各リード端子１ｂとの間を
、細い金属線５によるワイヤボンディングにて電気的に接続したのち、これらの全体を、
図７に示すように、合成樹脂製のパッケージ体６にて密封し、次いで、図８に示すように
、リードフレーム１から切り離したのち、各リード端子１ｂのうちパッケージ体６から突
出する部分を、パッケージ体６の下面の同一平面状に折り曲げることにより、密封型半導
体装置の完成品とするのである。
【００１８】
なお、前記の説明は、バンプ３ｂを、サブＩＣチップ３における各電極パッド３ａに設け
て、このバンプ３ｂを、メインＩＣチップ２における各電極パッド２ｂに設けたバリアメ
タル２ｄに対して電気的に接続する場合を示したが、これに代えて、バンプを、メインＩ
Ｃチップ２における各電極パッド２ｂに設けて、このバンプを、サブＩＣチップ３におけ
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る各電極パッド３ａに設けたバリアメタルに対して電気的に接続するように構成にしても
良く、また、本発明は、前記のように、メインＩＣチップ２に対して一つのサブＩＣチッ
プ３を一体化することに限らず、メインＩＣチップ２に対して二つのサブＩＣチップ３を
一体化する場合にも適用できることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態を示す分解斜視図である。
【図２】図１の縦断正面図である。
【図３】図２の要部拡大図である。
【図４】サブＩＣチップをメインＩＣチップに対して一体化した状態を示す縦断正面図で
ある。
【図５】図４の要部拡大図である。
【図６】リードフレームに対してマウントした状態を示す縦断正面図である。
【図７】全体をパッケージ体に密封した状態を示す縦断正面図である。
【図８】半導体装置の縦断正面図である。
【符号の説明】
１　　　　　　　　　　リードフレーム
１ａ　　　　　　　　　チップマウント部
１ｂ　　　　　　　　　リード端子
２　　　　　　　　　　メインＩＣチップ
２ｂ　　　　　　　　　電極パッド
２ｃ　　　　　　　　　保護膜
２ｄ　　　　　　　　　バリアメタル
３　　　　　　　　　　サブＩＣチップ
３ａ　　　　　　　　　電極パッド
３ｂ　　　　　　　　　バンプ
４　　　　　　　　　　接着フィルム
５　　　　　　　　　　金属線
６　　　　　　　　　　パッケージ体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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