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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウエハの上面側に複数の配線を形成し、該配線の接続パッド部上に柱状電極を形成する
工程と、
　大気中において前記ウエハ上に液状樹脂からなる第１の封止膜形成用膜を前記配線間を
完全に埋めるように形成する工程と、
　前記第１の封止膜形成用膜に対して真空脱泡を行なう工程と、
　大気中において前記第１の封止膜形成用膜上にフィラーを含む液状樹脂からなる第２の
封止膜形成用膜を形成する工程と、
　前記第２の封止膜形成用膜に対して真空脱泡を行なう工程と、
　加熱処理により前記第１、第２の封止膜形成用膜を硬化させて第１、第２の封止膜を形
成する工程と、
　前記ウエハおよび前記第１、第２の封止膜を切断して複数個の半導体装置を得る工程と
、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の発明において、前記第１の封止膜形成用膜を形成する工程は、前記配
線を覆い、且つ、その上面が平坦となるように形成する工程であることを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項３】
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　請求項２に記載の発明において、前記第１の封止膜形成用膜はスピンコーティングによ
り形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の発明において、前記第２の封止膜形成用膜はスクリーン印刷により形
成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の発明において、前記第１、第２の封止膜を形成する工程後に、前記第
２の封止膜および前記柱状電極の上面側を研磨する工程を有することを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の発明において、前記研磨工程後に、前記柱状電極上に半田ボールを形
成する工程を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置には、一般的にＣＳＰ(chip size package)と呼ばれるもので、半導体基板
上に配線を設け、配線の接続パッド部上面に柱状電極を設け、柱状電極の周囲を封止膜で
覆ったものがある（例えば、特許文献１参照）。この場合、半導体基板と封止膜との熱膨
張係数差に起因する応力を小さくするため、封止膜は、半導体基板側から順に、エポキシ
樹脂中にシリカ粒子が多く混入されてなる下側封止膜と、エポキシ樹脂中にシリカ粒子が
少し混入されてなる中間封止膜と、エポキシ樹脂のみからなる上側封止膜との３層構造と
なっている。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２２０５２号公報
【０００４】
　ところで、封止膜形成方法としては、スクリーン印刷により、半導体基板上にシリカ粒
子を含むまたは含まない液状エポキシ樹脂からなる封止膜形成用膜を形成し、この封止膜
形成用膜中の液状エポキシ樹脂を加熱して硬化させることにより、封止膜を形成する方法
がある。
【０００５】
　しかるに、スクリーン印刷を大気中で行なうと、スキージで液状樹脂をスクリーンに押
し付けるため、封止膜形成用膜中に空気が気泡として巻き込まれてしまう。そして、その
まま硬化すると、封止膜中に気泡が散在するため、その強度や耐湿性が劣化してしまう。
そこで、スクリーン印刷後に真空チャンバ内で真空脱泡を行なうことにより、封止膜形成
用膜中に散在する気泡を除去することが考えられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の半導体装置では、封止膜のうち下側封止膜をエポキシ樹脂中
にシリカ粒子を多く混入させたものによって形成しているため、シリカ粒子の径が配線間
の間隔よりも大きい場合には、シリカ粒子が配線間に入らずに隣接する配線上に跨って配
置されることがある。このような場合には、スクリーン印刷により封止膜形成用膜を形成
するとき、隣接する配線上に跨って配置されたシリカ粒子下の空間が気泡として残りやす
く、しかもこの気泡を真空脱泡により除去しにくく、配線間にそのまま気泡として残って
しまうという問題があった。
【０００７】
　そこで、この発明は、封止膜をシリカ粒子等のフィラーを含む樹脂によって形成しても
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、配線間にフィラーに起因する気泡が残存しないようにすることができる半導体装置およ
びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、ウエ
ハの上面側に複数の配線を形成し、該配線の接続パッド部上に柱状電極を形成する工程と
、大気中において前記ウエハ上に液状樹脂からなる第１の封止膜形成用膜を前記配線間を
完全に埋めるように形成する工程と、前記第１の封止膜形成用膜に対して真空脱泡を行な
う工程と、大気中において前記第１の封止膜形成用膜上にフィラーを含む液状樹脂からな
る第２の封止膜形成用膜を形成する工程と、前記第２の封止膜形成用膜に対して真空脱泡
を行なう工程と、加熱処理により前記第１、第２の封止膜形成用膜を硬化させて第１、第
２の封止膜を形成する工程と、前記ウエハおよび前記第１、第２の封止膜を切断して複数
個の半導体装置を得る工程と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、液状樹脂のみからなる第１の封止膜形成用膜を配線間を完全に埋め
るように形成しているので、その上に第２の封止膜形成用膜をシリカ粒子等のフィラーを
含む液状樹脂によって形成しても、配線間にフィラーに起因する気泡が残存しないように
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１はこの発明の一実施形態としての半導体装置の断面図を示す。この半導体装置はシ
リコン基板（半導体基板）１を備えている。シリコン基板１の上面には所定の機能の集積
回路（図示せず）が設けられ、上面周辺部にはアルミニウム系金属等からなる複数の接続
パッド２が集積回路に接続されて設けられている。
【００１１】
　接続パッド２の中央部を除くシリコン基板１の上面には酸化シリコン等からなる絶縁膜
３が設けられ、接続パッド２の中央部は絶縁膜３に設けられた開口部４を介して露出され
ている。絶縁膜３の上面にはポリイミド系樹脂等からなる保護膜５が設けられている。絶
縁膜３の開口部４に対応する部分における保護膜５には開口部６が設けられている。
【００１２】
　保護膜５の上面には銅等からなる下地金属層７が設けられている。下地金属層７の上面
全体には銅からなる配線８が設けられている。下地金属層７を含む配線８の一端部は、絶
縁膜３および保護膜５の開口部４、６を介して接続パッド２に接続されている。配線８の
接続パッド部上面には銅からなる柱状電極９が設けられている。
【００１３】
　配線８を含む保護膜５の上面において柱状電極９の周囲には第１、第２の封止膜１０、
１１がこの順で設けられている。第１の封止膜１０は、エポキシ系樹脂等の樹脂のみから
なり、配線８を完全に覆い、且つ、その上面が平坦となるように設けられている。第２の
封止膜１１は、エポキシ系樹脂等の樹脂１１ａ中にシリカ粒子等からなるフィラー１１ｂ
が混入されたものからなり、その上面が柱状電極９の上面と面一となるように設けられて
いる。柱状電極９の上面には半田ボール１２が設けられている。
【００１４】
　次に、この半導体装置の製造方法の一例について説明する。まず、図２に示すように、
ウエハ状態のシリコン基板（以下、ウエハ１Ａという）の上面にアルミニウム系金属等か
らなる接続パッド２が設けられ、その上面の接続パッド２の中央部を除く領域に酸化シリ
コン等からなる絶縁膜３およびポリイミド系樹脂等からなる保護膜５が設けられ、絶縁膜
３および保護膜５に設けられた開口部４、６を介して露出された接続パッド２の上面を含
む保護膜５の上面に銅等からなる下地金属層７が設けられ、下地金属層７の上面全体に銅
からなる配線８が設けられ、配線８の接続パッド部上面に銅からなる柱状電極９が設けら
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れたものを用意する。なお、図２において、符号１３で示す領域はダイシングラインに対
応する領域である。
【００１５】
　次に、図３に示すように、後述するスピンコーティングにより、配線８を含む保護膜５
の上面において柱状電極９の周囲に液状のエポキシ系樹脂等からなる第１の封止膜形成用
膜１０Ａを配線８を覆って配線８間を完全に埋め且つその上面が平坦となるように形成す
る。この場合、第１の封止膜形成用膜１０Ａは配線８間を完全に埋め且つその上面が平坦
となればよく、その保護膜５上における厚さは数μｍ程度が好ましい。ところで、上記ス
ピンコーティングは後述の如く大気中で行なうため、第１の封止膜形成用膜１０Ａ中に空
気が気泡として巻き込まれる。そこで、次に、後述する真空脱泡により、第１の封止膜形
成用膜１０Ａ中に巻き込まれた気泡を除去する。
【００１６】
　次に、図４に示すように、後述するスクリーン印刷により、柱状電極９を含む第１の封
止膜形成用膜１０Ａの上面にフィラー１１ｂを含む液状のエポキシ系樹脂等の樹脂１１ｂ
からなる第２の封止膜形成用膜１１Ａをその厚さが柱状電極９の高さよりもやや厚くなる
ように形成する。したがって、この状態では、柱状電極９の上面は第２の封止膜形成用膜
１１Ａによって覆われている。
【００１７】
　この場合、配線８間は第１の封止膜形成用膜１０Ａにより完全に埋められているので、
シリカ粒子等からなるフィラー１１ｂの径が配線８間の間隔よりも大きく、フィラー１１
ｂが隣接する配線８上に跨って配置されても、この配置されたフィラー１１ｂ下における
配線８間に空間が形成されることがなく、この空間に起因する気泡の発生を確実に防止す
ることができる。したがって、第２の封止膜形成用膜１１Ａをシリカ粒子等のフィラー１
１ｂを含む樹脂１１ａによって形成しても、配線８間にフィラー１１ｂに起因する気泡が
残存しないようにすることができる。
【００１８】
　ところで、上記スクリーン印刷は後述の如く大気中で行なうため、第２の封止膜形成用
膜１１Ａ中に空気が気泡として巻き込まれる。そこで、次に、後述する真空脱泡により、
第２の封止膜形成用膜１１Ａ中に巻き込まれた気泡を除去する。次に、加熱処理により、
第１、第２の封止膜形成用膜１０Ａ、１１Ａを硬化させ、第１、第２の封止膜１０、１１
を形成する。
【００１９】
　次に、第２の封止膜１０および柱状電極９の上面側を適宜に研磨し、図５に示すように
、柱状電極９の上面を露出させ、且つ、この露出された柱状電極９の上面を含む第２の封
止膜１１の上面を平坦化する。次に、図６に示すように、柱状電極９の上面に半田ボール
１２を形成する。次に、図７に示すように、ウエハ１Ａ、絶縁膜３、保護膜５および第１
、第２の封止膜１０、１１をダイシングライン１３に沿って切断すると、図１に示す半導
体装置が複数個得られる。
【００２０】
　次に、図１に示す半導体装置の第１、第２の封止膜１０、１１を形成するための封止膜
形成装置について説明する。図８は封止膜形成装置の一例の概略平面図を示し、図９は図
８のIX－IX線にほぼ沿う概略断面図を示す。この封止膜形成装置はウエハ移動手段２１を
備えている。
【００２１】
　ウエハ移動手段２１は、上下方向に移動可能に配置された支持軸２２を備えている。支
持軸２２の上面には第１のアーム２３の基端部が回転機構（図示せず）を介して回転可能
に取り付けられている。第１のアーム２３の先端部上面には第２のアーム２４の基端部が
回転機構（図示せず）を介して回転可能に取り付けられている。第２のアーム２４の先端
部上面には第３のアーム２５の基端部が回転機構（図示せず）を介して回転可能に取り付
けられている。第３のアーム２５は、その先端部上面に後述するウエハ１Ａを真空吸着す
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るための真空吸着機構（図示せず）を有する構造となっている。
【００２２】
　図８および図９において、ウエハ移動手段２１の左側近傍の所定の位置にはウエハカセ
ット２６が配置されるようになっている。ウエハカセット２６は、一側面を開口され、こ
の開口された一側面側からその内部に複数枚（図９では便宜上５枚）のウエハ１Ａが上下
方向に間隔をおいて収容されるようになっている。ここで言うウエハ１Ａとは、図２に示
すように、ウエハ１Ａ上に設けられた配線８の接続パッド部上面に柱状電極９が設けられ
た状態におけるもののことである。
【００２３】
　図８において、ウエハ移動手段２１の上側近傍にはスピンコータ２７が配置されている
。スピンコータ２７は、図１３にも示すように、カップ２８を備えている。カップ２８の
底部中央部には回転軸２９が回転可能且つ上下動可能に挿通されている。回転軸２９の上
部にはスピンコートステージ３０が設けられている。スピンコートステージ３０は、その
上面にウエハ１Ａを真空吸着するための真空吸着機構（図示せず）を有し、且つ、その上
面側に出没可能な複数本例えば４本の支持ピン３１を有する構造となっている。
【００２４】
　カップ２８の外側の所定の箇所には樹脂滴下用ノズルアーム３２がその支持軸３３と共
に回転可能に配置されている。カップ２８の外側の他の所定の箇所にはエッジリンス用ノ
ズルアーム３４がその支持軸３５と共に回転可能に配置されている。そして、図８に示す
初期状態では、図１３を参照して説明すると、スピンコートステージ３０は回転軸２９と
共に上限位置に位置させられており、支持ピン３１は突出されており、両ノズルアーム３
２、３４はカップ２８の外側に位置させられている。
【００２５】
　図８および図９において、ウエハ移動手段２１の右側近傍には印刷ステージ３６が配置
されている。印刷ステージ３６は、その上面にウエハ１Ａを真空吸着するための真空吸着
機構（図示せず）を有し、且つ、その上面側に出没可能な複数本例えば４本の支持ピン３
７を有する構造となっている。印刷ステージ３６は、図８および図９において左右方向に
移動可能となっている。そして、図８および図９に示す初期状態では、印刷ステージ３６
は左方向移動限位置に位置させられており、支持ピン３７は突出されている。
【００２６】
　図８および図９において、印刷ステージ３６の右側近傍には、円形状の開口部３９を有
するメタルマスク３８が上下方向に移動可能に配置されている。メタルマスク３８の上側
にはスキージ４０が所定の方向に移動可能に配置されている。そして、図８および図９に
示す初期状態では、メタルマスク３８はスキージ４０と共に上限位置に位置させられてい
る。
【００２７】
　図８において、ウエハ移動手段２１の下側近傍には真空脱泡用筐体４１が設けられてい
る。真空脱泡用筐体４１は、その扉４２が閉じられるとその内部が密閉状態となり、図示
しない真空ポンプの駆動により、その内部が真空状態となるようになっている。真空脱泡
用筐体４１の内部には、ウエハカセット２６と同じ構造の脱泡用ウエハカセット４３がそ
の開口された一側面側を扉４２側とされた状態で配置されている。
【００２８】
　次に、この封止膜形成装置の動作について説明する。まず、図８および図９に示すよう
に、ウエハ移動手段２１の左側の所定の位置にウエハカセット２６を配置する。この場合
、ウエハカセット２６内には複数枚のウエハ１Ａが上下方向に間隔をおいて収容されてい
る。また、真空脱泡用筐体４１の扉４２を図８において一点鎖線で示すように開ける。こ
の場合、脱泡用ウエハカセット４３内にはウエハは１枚も収容されていない。
【００２９】
　次に、図１０および図１１に示すように、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１
～第３のアーム２３～２５が適宜に移動することにより、第３のアーム２５の先端部がウ
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エハカセット２６内の一番上に収容されているウエハ１Ａの下面中央部下に位置し、当該
ウエハ１Ａの下面中央部が第３のアーム２５の先端部上面に真空吸着される。
【００３０】
　次に、図１２および図１３に示すように、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１
～第３のアーム２３～２５が適宜に移動することにより、第３のアーム２５の先端部上面
に真空吸着されたウエハ１Ａの下面がスピンコートステージ３０の上面側に突出された複
数本の支持ピン３１上に位置決めして載置される。次に、第３のアーム２５の先端部上面
によるウエハ１Ａに対する真空吸着が解除される。
【００３１】
　次に、図１４および図１５に示すように、ウエハ移動手段２１の第１～第３のアーム２
３～２５が適宜に移動して、平面的に見て、図８に示す初期位置に位置する状態となる。
次に、スピンコートステージ３０の上面側に突出されていた複数本の支持ピン３１が下降
してスピンコートステージ３０内に位置することにより、ウエハ１Ａがスピンコートステ
ージ３０の上面の所定の箇所に載置されて真空吸着される。
【００３２】
　次に、図１６に示すように、スピンコートステージ３０が回転軸２９と共に下降して、
下限位置に位置する状態となる。次に、樹脂滴下用ノズルアーム３２が支持軸３３と共に
回転して、その先端部がスピンコートステージ３０の上面に真空吸着されたウエハ１Ａの
中心部上に位置する状態となる。次に、回転軸２９がスピンコートステージ３０およびそ
の上面に真空吸着されたウエハ１Ａと共に回転し、樹脂滴下用ノズルアーム３２の先端部
から所定量の液状樹脂がウエハ１Ａの中心部上に滴下されると、ウエハ１Ａ上の全面に第
１の封止膜形成用膜１０Ａが形成される（図３参照）。
【００３３】
　この場合、第１の封止膜形成用膜１０Ａの厚さ（図３に示す保護膜５上における厚さ）
は、液状樹脂の粘度、回転数、液状樹脂中の溶剤量等により決まるが、図３に示す配線８
間を完全に埋め且つその上面が平坦となればよく、数μｍ程度が好ましい。また、液状樹
脂の粘度としては２０００ｃｐ以下が好ましい。また、この場合、第１の封止膜形成用膜
１０Ａの形成は大気中で行なうので、第２の封止膜形成用膜１１Ａ中に空気が気泡として
巻き込まれる。
【００３４】
　次に、図１７に示すように、樹脂滴下用ノズルアーム３２が支持軸３３と共に回転して
、カップ２８の外側に位置する初期位置に戻る。次に、エッジリンス用ノズルアーム３４
が支持軸３５と共に回転して、その先端部が第１の封止膜形成用膜１０Ａの周辺部上に位
置する状態となる。次に、ウエハ１Ａ等をそのまま回転させた状態において、エッジリン
ス用ノズルアーム３４の先端部から液状樹脂中の溶剤と同じ溶剤等からなるリンス液が第
１の封止膜形成用膜１０Ａの周辺部上に供給されると、第１の封止膜形成用膜１０Ａの周
辺部が除去され、ウエハ１Ａ上の周辺部を後工程のアライメント用として使用するために
露出させる。次に、樹脂滴下用ノズルアーム３２が支持軸３３と共に回転して、カップ２
８の外側に位置する初期位置に戻り、また回転軸２９が停止する。
【００３５】
　次に、図１８および図１９に示すように、スピンコートステージ３０が回転軸２９と共
に上昇して、上限位置に位置する状態となる。次に、複数本の支持ピン３１がスピンコー
トステージ３０の上面側に突出され、これらの支持ピン３１上にウエハ１Ａが適宜に持ち
上げられて支持される。次に、ウエハ移動手段２１の第１～第３のアーム２３～２５が適
宜に移動することにより、第３のアーム２５の先端部が複数本の支持ピン３１に支持され
たウエハ１Ａの下面中央部下に位置し、当該ウエハ１Ａの下面中央部が第３のアーム２５
の先端部上面に真空吸着される。
【００３６】
　次に、図２０に示すように、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１～第３のアー
ム２３～２５が適宜に移動することにより、第３のアーム２５の先端部が真空脱泡用筐体
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４１内に進入し、さらに脱泡用ウエハカセット４３内の所定の箇所に進入し、第３のアー
ム２５の先端部上面に真空吸着されたウエハ１Ａが脱泡用ウエハカセット４３内の一番上
に収容される。次に、第３のアーム２５の先端部上面によるウエハ１Ａに対する真空吸着
が解除される。
【００３７】
　次に、図２１および図２２に示すように、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１
～第３のアーム２３～２５が適宜に移動して、平面的に見て、図８に示す初期位置に位置
する状態となる。この場合、第３のアーム２５は、ウエハカセット２６内の上から２番目
に収容されているウエハ１Ａの下面側に進入し得る高さ位置に位置している。
【００３８】
　次に、上記と同様の動作が繰り返されることにより、ウエハカセット２６内の上から２
番目に収容されているウエハ１Ａが取り出され、この取り出されたウエハ１Ａ上に第１の
封止膜形成用膜１０Ａが形成され、当該ウエハ１Ａが脱泡用ウエハカセット４３内の上か
ら２番目に収容される。以下、同様の動作が繰り返されることにより、ウエハカセット２
６内の上から３番目以下に収容されているウエハ１Ａが順次取り出され、これらの取り出
されたウエハ１Ａ上に第１の封止膜形成用膜１０Ａが形成され、これらのウエハ１Ａが脱
泡用ウエハカセット４３内の上から３番目以下に収容される。
【００３９】
　次に、扉４２を閉じ、真空脱泡用筐体４１内を密閉状態とする。次に、真空ポンプ（図
示せず）の駆動により、真空脱泡用筐体４１内を真空状態とし、脱泡用ウエハカセット４
３に収容されている複数枚のウエハ１Ａ上の第１の封止膜形成用膜１０Ａ中に散在する気
泡を一度に除去する。次に、真空ポンプを停止し、真空脱泡用筐体４１内を大気に戻す。
【００４０】
　ここで、スピンコーティングによる第１の封止膜形成用膜１０Ａの形成時間は長くても
６０秒程度であるが、真空ポンプによる排気時間と真空脱泡用筐体４１内を大気に戻すた
めの時間の合計は３～２０分程度と比較的長いため、複数枚のウエハ１Ａに対して脱泡処
理を一度に行なうと、全体の処理時間を短縮することができる。
【００４１】
　次に、扉４２を開ける。次に、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１～第３のア
ーム２３～２５の適宜な移動により、脱泡用ウエハカセット４３内に収容されている複数
枚のウエハ１Ａを順次取り出し、これらの取り出されたウエハ１Ａをウエハカセット２６
内の元の位置に戻す。
【００４２】
　次に、図２３および図２４に示すように、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１
～第３のアーム２３～２５が適宜に移動することにより、第３のアーム２５の先端部がウ
エハカセット２６内の一番上に収容されているウエハ１Ａの下面中央部下に位置し、当該
ウエハ１Ａの下面中央部が第３のアーム２５の先端部上面に真空吸着される。
【００４３】
　次に、図２５および図２６に示すように、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１
～第３のアーム２３～２５が適宜に移動することにより、第３のアーム２５の先端部上面
に真空吸着されたウエハ１Ａの下面が印刷ステージ３６の上面側に突出された複数本の支
持ピン３７上に位置決めして載置される。次に、第３のアーム２５の先端部上面によるウ
エハ１Ａに対する真空吸着が解除される。
【００４４】
　次に、図２７および図２８に示すように、ウエハ移動手段２１の第１～第３のアーム２
３～２５が適宜に移動して、平面的に見て、図８に示す初期位置に位置する状態となる。
次に、印刷ステージ３６の上面側に突出されていた複数本の支持ピン３７が下降して印刷
ステージ３６内に位置することにより、ウエハ１Ａが印刷ステージ３６の上面の所定の箇
所に載置されて真空吸着される。
【００４５】
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　次に、図２９に示すように、印刷ステージ３６が右方向に移動して、上限位置に位置す
るメタルマスク３８の下方における右方向移動限位置に位置する状態となる。この状態で
は、左方向移動限位置に位置するスキージ４０の右側におけるメタルマスク３８の上面に
、図示しない液状樹脂供給手段により、フィラーを含む液状樹脂からなる封止材料４４が
供給されている。
【００４６】
　次に、図３０に示すように、メタルマスク３８がスキージ４０と共に下降し、メタルマ
スク３８の開口部３９の周囲における下面が、印刷ステージ３６上に真空吸着されたウエ
ハ１Ａの外周部上面に載置される。この場合、メタルマスク３８の開口部３９の平面サイ
ズは、ウエハ１Ａ上に形成された第１の封止膜形成用膜１０Ａの平面サイズと同じとなっ
ている。したがって、第１の封止膜形成用膜１０Ａはメタルマスク３８の開口部３９内に
配置されている。
【００４７】
　次に、図３１に示すように、スキージ４０がメタルマスク３８上において右方向に移動
することにより、メタルマスク３８の開口部３９内における第１の封止膜形成用膜１０Ａ
の上面に封止材料４４からなる第２の封止膜形成用膜１１Ａが形成される（図４参照）。
この場合、スクリーン印刷は大気中で行なうので、第２の封止膜形成用膜１１Ａ中に空気
が気泡として巻き込まれる。
【００４８】
　次に、図３２に示すように、メタルマスク３８がスキージ４０と共に上昇して初期の上
限位置に戻る。この場合、スキージ４０は適当な時点で左方向に移動して初期の左方向移
動限位置に戻る。次に、印刷ステージ３６が左方向に移動して初期の左方向移動限位置に
戻る。
【００４９】
　次に、図３３に示すように、複数本の支持ピン３７が印刷ステージ３６の上面側に突出
され、これらの支持ピン３７上にウエハ１Ａが適宜に持ち上げられて支持される。次に、
ウエハ移動手段２１の第１～第３のアーム２３～２５が適宜に移動することにより、第３
のアーム２５の先端部が複数本の支持ピン３７に支持されたウエハ１Ａの下面中央部下に
位置し、当該ウエハ１Ａの下面中央部が第３のアーム２５の先端部上面に真空吸着される
。
【００５０】
　次に、図３４に示すように、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１～第３のアー
ム２３～２５が適宜に移動することにより、第３のアーム２５の先端部が真空脱泡用筐体
４１内に進入し、さらに脱泡用ウエハカセット４３内の所定の箇所に進入し、第３のアー
ム２５の先端部上面に真空吸着されたウエハ１Ａが脱泡用ウエハカセット４３内の一番上
に収容される。次に、第３のアーム２５の先端部上面によるウエハ１Ａに対する真空吸着
が解除される。
【００５１】
　次に、図３５および図３６に示すように、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１
～第３のアーム２３～２５が適宜に移動して、平面的に見て、図８に示す初期位置に位置
する状態となる。この場合、第３のアーム２５は、ウエハカセット２６内の上から２番目
に収容されているウエハ１Ａの下面側に進入し得る高さ位置に位置している。
【００５２】
　次に、上記と同様の動作が繰り返されることにより、ウエハカセット２６内の上から２
番目に収容されているウエハ１Ａが取り出され、この取り出されたウエハ１Ａ上の第１の
封止膜形成用膜１０Ａ上に第２の封止膜形成用膜１１Ａが形成され、当該ウエハ１Ａが脱
泡用ウエハカセット４３内の上から２番目に収容される。以下、同様の動作が繰り返され
ることにより、ウエハカセット２６内の上から３番目以下に収容されているウエハ１Ａが
順次取り出され、これらの取り出されたウエハ１Ａ上の第１の封止膜形成用膜１０Ａ上に
第２の封止膜形成用膜１１Ａが形成され、これらのウエハ１Ａが脱泡用ウエハカセット４
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３内の上から３番目以下に収容される。
【００５３】
　次に、扉４２を閉じ、真空脱泡用筐体４１内を密閉状態とする。次に、真空ポンプ（図
示せず）の駆動により、真空脱泡用筐体４１内を真空状態とし、脱泡用ウエハカセット４
３に収容されている複数枚のウエハ１Ａ上の第２の封止膜形成用膜１１Ａ中に散在する気
泡を一度に除去する。次に、真空ポンプを停止し、真空脱泡用筐体４１内を大気に戻す。
【００５４】
　ここで、スクリーン印刷による第２の封止膜形成用膜１１Ａの形成時間は長くても６０
秒程度であるが、真空ポンプによる排気時間と真空脱泡用筐体４１内を大気に戻すための
時間の合計は３～２０分程度と比較的長いため、複数枚のウエハ１Ａに対して脱泡処理を
一度に行なうと、全体の処理時間を短縮することができる。
【００５５】
　次に、扉４２を開ける。次に、ウエハ移動手段２１の支持軸２２および第１～第３のア
ーム２３～２５の適宜な移動により、脱泡用ウエハカセット４３内に収容されている複数
枚のウエハ１Ａを順次取り出し、これらの取り出されたウエハ１Ａをウエハカセット２６
内の元の位置に戻す。次に、ウエハカセット２６を加熱処理装置（図示せず）に移動させ
、加熱処理により、ウエハカセット４３内に収容されている複数枚のウエハ１Ａ上の第１
、第２の封止膜形成用膜１０Ａ、１１Ａを一度に硬化させ、第１、第２封止膜１０、１１
（図４参照）を形成する。
【００５６】
　ところで、第１の封止膜形成用膜１０Ａを形成せずに、第２の封止膜形成用膜１１Ａの
みを形成した場合には、第２の封止膜形成用膜１１Ａを形成する面が配線８を含む保護膜
５の上面からなる凸凹面であるため、第２の封止膜形成用膜１１Ａ中に気泡として巻き込
まれる空気の量が多く、第２の封止膜形成用膜１１Ａの表面まで出て来た気泡が膨らんで
脱泡した際に、第２の封止膜形成用膜１１Ａの表面に形成されるクレータ状の凹みからな
る脱泡跡が多く発生し、その後の図５に示す研磨工程を経ても、第２の封止膜１１の表面
に多くの脱泡跡として残ってしまうことがあり、強度低下の原因等となってしまう。
【００５７】
　これに対し、第１の封止膜形成用膜１０Ａを形成し、第１の封止膜形成用膜１０Ａの上
面に第２の封止膜形成用膜１１Ａを形成した場合には、第１の封止膜形成用膜１０Ａの上
面が平坦であるため、第２の封止膜形成用膜１１Ａ中に気泡として巻き込まれる空気の量
が少なく、第２の封止膜形成用膜１１Ａの表面まで出て来た気泡が膨らんで脱泡した際に
、第２の封止膜形成用膜１１Ａの表面に形成されるクレータ状の凹みからなる脱泡跡の発
生が減少し、その後の図５に示す研磨工程を経ると、第２の封止膜１１の表面に脱泡跡と
して残る度合いを低減することができる。
【００５８】
　なお、上記実施形態において、樹脂滴下用ノズルアーム３２の代わりに、ＸＹ方向にス
キャン可能な樹脂供給用スプレーノズルを用いるようにしてもよい。この場合、ウエハ１
Ａを固定した状態で樹脂供給用スプレーノズルをＸＹ方向にスキャンして液状樹脂を塗布
するため、ウエハ１Ａ上の周辺部の後工程でアライメント用として使用するための部分を
マスクで覆っておくと、エッジリンス用ノズルアーム３４を省略することもできる。また
、真空脱泡用筐体４１を下部筐体および上部筐体によって構成し、上部筐体を上下させる
ことにより、真空脱泡用筐体４１を開閉するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】この発明の一実施形態としての半導体装置の断面図。
【図２】図１に示す半導体装置の製造に際し、当初用意したものの断面図。
【図３】図２に続く工程の断面図。
【図４】図３に続く工程の断面図。
【図５】図４に続く工程の断面図。
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【図６】図５に続く工程の断面図。
【図７】図６に続く工程の断面図。
【図８】図１に示す半導体装置の第１、第２の封止膜を形成するための封止膜形成装置の
一例の概略平面図。
【図９】図８のIX－IX線にほぼ沿う概略断面図。
【図１０】図８および図９に示す封止膜形成装置を用いて第１、第２の封止膜を形成する
に際し、当初の工程の概略平面図。
【図１１】図１０のXI－XI線にほぼ沿う概略断面図。
【図１２】図１０および図１１に続く工程の概略平面図。
【図１３】図１２のXIII－XIII線にほぼ沿う概略断面図。
【図１４】図１２および図１３に続く工程の概略平面図。
【図１５】図１４のXV－XV線にほぼ沿う概略断面図。
【図１６】図１４および図１５に続く工程の概略断面図。
【図１７】図１６に続く工程の概略断面図。
【図１８】図１７に続く工程の概略平面図。
【図１９】図１８のIXX－IXX線にほぼ沿う概略断面図。
【図２０】図１８および図１９に続く工程の概略平面図。
【図２１】図２０に続く工程の概略平面図。
【図２２】図２１のXXII－XXII線にほぼ沿う概略断面図。
【図２３】図２１および図２２に続く工程の概略平面図。
【図２４】図２３のXXIV－XXIV線にほぼ沿う概略断面図。
【図２５】図２３および図２４に続く工程の概略平面図。
【図２６】図２５のXXVI－XXVI線にほぼ沿う概略断面図。
【図２７】図２５および図２６に続く工程の概略平面図。
【図２８】図２７のXXVIII－XXVIII線にほぼ沿う概略断面図。
【図２９】図２７および図２８に続く工程の概略断面図。
【図３０】図２９に続く工程の概略断面図。
【図３１】図３０に続く工程の概略断面図。
【図３２】図３１に続く工程の概略断面図。
【図３３】図３２に続く工程の概略断面図。
【図３４】図３３に続く工程の概略平面図。
【図３５】図３４に続く工程の概略平面図。
【図３６】図３５のXXXVI－XXXVI線にほぼ沿う概略断面図。
【符号の説明】
【００６０】
　１　シリコン基板
　２　接続パッド
　３　絶縁膜
　５　保護膜
　７　下地金属層
　８　配線
　９　柱状電極
　１０　第１の封止膜
　１１　第２の封止膜
　１２　半田ボール
　１Ａ　ウエハ
　１０Ａ　第１の封止膜形成用膜
　１１Ａ　第２の封止膜形成用膜
　２１　ウエハ移動手段
　２６　ウエハカセット
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　２７　スピンコータ
　３６　印刷ステージ
　３８　メタルマスク
　４０　スキージ
　４１　真空脱泡用筐体
　４３　脱泡用ウエハカセット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】
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