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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに平行な少なくとも２つの周縁部に沿って夫々形成された複数のバンプを有する半
導体素子と、前記半導体素子がフエイスダウンで実装され、前記複数のバンプに夫々接続
される複数の電極を有する可撓性の基板と、を具備する半導体装置の製造方法であって、
　前記バンプが接続される前記電極上の接合部分で挟まれる領域に対応した寸法及び形状
の基板吸着部を有するボンディングステージ上に、前記領域と前記基板吸着部とが対応す
るように、前記基板を配置する工程と、
　前記ボンディングステージ上に設けられた前記基板吸着部で前記基板を吸着しながら、
前記基板吸着部を下降することにより、前記基板の前記領域を、前記半導体素子が実装さ
れる第１の面が凹状となり、且つ、前記第１の面とは反対側の第２の面が凸状となるよう
に弾性変形により撓ませる工程と、
　前記領域を含む、前記基板上の半導体素子実装位置に接着剤を配設する工程と、
　前記基板上の前記半導体素子実装位置に、前記半導体素子をボンディングツールにて押
圧しかつ加熱する工程と、
　前記接着剤を冷却し前記半導体素子を前記基板に固着す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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はフエイスダウンボンディングにより製造される半導体装置の製造方法に関し、
特に薄い半導体素子を可撓性を有する基板に硬化収縮性接着剤を用いてフエイスダウンボ
ンディングすることにより製造される半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、デジタルスチルカメラ等の携帯型電子機器やフラッシュメモリメディア等の
メモリモジュールに用いられる半導体装置は、小型かつ薄型であることが要求される。こ
のため、例えば厚さ１５０μｍ以下の薄い半導体素子（とくに半導体チップ）を可撓性を
有する薄いフィルム状の基板（とくに回路基板）へ硬化収縮性の接着剤（例えば熱硬化型
の接着用樹脂）を用いてフエイスダウンボンディングすることで、薄い半導体装置を製造
する方法が広く用いられている。
【０００３】
　この硬化収縮性接着剤を用いたフエイスダウンボンディングは、半導体チップと回路基
板との間に接着剤、例えば接着用樹脂を充填し、この接着用樹脂を硬化、収縮させること
により半導体チップと回路基板とを引き寄せるボンディング方法で、半導体チップ面及び
回路基板面それぞれの面上に形成された電極がバンプを介して対向しかつ互いに押圧され
て接続される。かかるフエイスダウンボンディングに用いられる半導体チップは、ボンデ
ィング用のチップ側電極が半導体チップの周縁部に配設され半導体チップ中央部には設け
られていないことが多い。その結果、次に説明するように、半導体チップ及び回路基板が
湾曲することがある。
【０００４】
　図１１は従来のボンディング工程断面図であり、フエイスダウンボンディング工程を表
している。従来のフエイスダウンボンディングは、図１１（ａ）を参照して、先ず、上面
が平坦なボンディングステージ５上にボンディングされるべき基板側電極３ａを上方に向
けて回路基板３を載置、吸着する。次いで、回路基板３上面に接着用樹脂４を滴下する。
なお、ボンディングステージ５には、吸着孔５ａが開設されており、この吸着孔５ａから
排気することで回路基板３は吸着される。
【０００５】
　一方、半導体チップ１は、１主面（表面側）にボンディングされるべきチップ側電極１
ａが配設されており、その上にバンプ１ｂが形成されている。この半導体チップ１は、半
導体チップ１の裏面をボンディングツール２に吸着され、バンプ１ｂを下方に向けて保持
される。なお、ボンディングツール２の半導体チップ１保持面には、吸着孔２ａが開設さ
れており、この吸着孔２ａから排気することで半導体チップ１は吸着される。
【０００６】
　次いで、回路基板３の基板側電極３ａと半導体チップ１のバンプ１ｂとの水平方向での
位置が一致するように半導体チップ１を位置合わせする。次いで、図１１（ｂ）を参照し
て、ボンディングツール２を押下し、バンプ１ｂと回路基板３の基板側電極３ａとを接触
させるとともに、半導体チップ１を接着用樹脂４に接触させる。このとき接着用樹脂４は
、回路基板３と半導体チップ１との隙間を充填するように広がる。
【０００７】
　次いで、ボンディングツール２を押下し、半導体チップ１を回路基板３に押圧すると同
時に、接着用樹脂４をボンディング温度に加熱し硬化する。この加熱は、例えば予め加熱
されているボンディングツール２により半導体チップ１を押圧することでなされる。この
結果、硬化した接着用樹脂４は収縮して半導体チップ１と回路基板３とを引き寄せるので
、対向する基板側電極３ａとチップ側電極１ａとはバンプ１ｂを圧縮するようにして接続
される。
【０００８】
　次いで、図１１（ｃ）を参照して、吸着孔２ａによる半導体チップ１の吸着を解除した
後、ボンディングツール２を上昇して半導体チップ１から離し、室温まで冷却する。ボン
ディングツール２を半導体チップ１から離すと、当初は、接着用樹脂４の硬化時の収縮に
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ともなう変形が半導体チップ１に生ずる。この変形は、半導体チップ１の周縁部はバンプ
１ｂにより支持されているため、半導体チップ１と回路基板３との間隔がバンプ１ｂによ
り保持されるのに対して、バンプ１ｂが形成されていない半導体チップ１中央部では収縮
する接着用樹脂４に密着して半導体チップ１が回路基板３側へ引き寄せられるため、半導
体チップ１と回路基板３との間隔が狭くなるために生ずる。従って、半導体チップ１は、
回路基板３側に凸状に撓み変形する。
【０００９】
　さらに冷却が進行すると、接着用樹脂４と半導体チップ１及びバンプ１ｂとの熱膨張率
の相違に基づく半導体チップ１の変形が加わる。接着用樹脂４の熱膨張率は半導体チップ
１、回路基板３及びバンプ１ｂの熱膨張率に比べて大きいので、冷却するにつれて半導体
チップ１中央部の接着用樹脂４は薄くなり、かつ半導体チップ１に圧縮応力が発生する。
このため、半導体チップ１の中央部はますます回路基板３側に凸状に撓み、変形が進行す
る。なお、回路基板３にも圧縮応力が発生するが、回路基板３はボンディングステージ５
の平坦面に吸着されているため、面内方向の収縮は生じても撓みや反りは発生せず、平坦
に保持される。
【００１０】
　次いで、吸着孔５ａによる回路基板３の吸着を解除し、回路基板３をボンディングステ
ージ５から取り外して、回路基板３に半導体チップ１を搭載した半導体装置が製造される
。この半導体装置は、図１１（ｄ）を参照して、ボンディングステージ５から取り外した
とき半導体チップ１、接着用樹脂４及び回路基板３の熱膨張率の違いにより、全体として
半導体チップ１側に凸状に撓む。即ち、半導体チップ１の撓みは緩和され、回路基板３は
半導体チップ１側に凸状に撓み変形する。このような変形は、とくに、薄い半導体チップ
１及び可撓性の回路基板３を用いる場合に大きい。（回路基板３の変形に関しては特許文
献１を参照。）
【００１１】
　かかる半導体チップ１の変形や回路基板３の変形は、その後の半導体製造工程や半導体
装置を電子機器等に組み込む際に障害となる。また、半導体装置の厚さを変形分だけ厚く
見込み設計しなければならず、電子機器の小型化を阻害する。
【００１２】
　薄い半導体チップ１を可撓性の回路基板３上へフエイスダウンボンディングする際に生
ずる他の問題として、フエイスダウンボンディングの際に発生する半導体チップの破損が
ある。かかる破損を回避する製造方法が考案されている（特許文献２参照）。特許文献２
には、回路基板上に半導体チップをフエイスダウンボンディングしたのち、回路基板上の
半導体チップを樹脂で封止し、半導体チップの裏面を封止樹脂とともに研削して半導体チ
ップを薄くする半導体装置の製造方法が開示されている。
【００１３】
　この方法によれば、薄い半導体チップを破損することなく可撓性を有する回路基板上に
フエイスダウンボンディングすることができる。しかし、この方法で製造された半導体装
置は、スタックドパッケージ構造を採用することができないという欠点がある。
【００１４】
　図１２はスタックドパッケージ断面図であり、フエイスダウンボンディングされた半導
体チップ１上に別の半導体チップ２１を積層したスタックドパッケージの構造を表してい
る。図１２（ａ）を参照して、フエイスダウンボンディングされた半導体チップ１の上方
に半導体チップ２１が接着剤２２で固定される。この上方に固定された半導体チップ２１
の上面に配設された電極（図示せず。）と回路基板３上面に配設された電極３ｂとの間は
、ボンディングワイヤ２３により接続されている。このワイヤボンディングをするには、
回路基板３の電極３ｂ面が露出していることが必要である。しかし、上述の樹脂封止した
後に切削して半導体チップ１を薄くするという従来の方法で製造された半導体装置では、
回路基板３の電極３ｂ面が樹脂封止されているためこのようなワイヤボンディングを行な
うことができない。
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【００１５】
　また、図１２（ｂ）を参照して、半導体チップ１がフエイスダウンボンディングされた
回路基板３上に、半導体チップ２１を樹脂封止したモジュールをはんだボールを介して接
続する構造でも、図１２（ａ）の構造のものと同様に、回路基板３の電極３ｂ面が露出し
ていることが必要である。従って、電極３ｂ面が樹脂封止される従来の方法で製造された
半導体装置を図１２（ｂ）の構造を有するスタックドパッケージに適用することはできな
い。
【特許文献１】特開平１１－１３５５６８号公報
【特許文献２】特開２００１－５７４０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上述したように、硬化時に収縮する接着用樹脂を用いて半導体素子（例えば半導体チッ
プ）を基板（例えば回路基板）にフエイスダウンボンディングする工程を有する半導体装
置の製造方法では、半導体素子が薄い場合又は可撓性を有する基板を用いた場合、半導体
素子や基板が反ることがある。このため、半導体装置を薄くすることが難しいという問題
があった。
【００１７】
　さらに、薄い半導体素子、とくに薄い半導体チップのフエイスダウンボンディングでは
、半導体素子が損傷し易く製造歩留りが低下するという問題もある。これを避けるため、
基板にフエイスダウンボンディングされた半導体チップを研削して薄くする方法が考案さ
れたが、この方法で製造される半導体装置はスタックドパッケージに適用することができ
ないという欠点がある。
【００１８】
　本発明は、薄い半導体素子を、硬化時に収縮する接着用樹脂を用いて、基板、とくに可
撓性の基板にフエイスダウンボンディングしても、半導体素子及び基板の反りや変形が少
ない半導体装置の製造方法の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記課題を解決するための本発明の第一の構成では、基板（例えば回路基板）の半導体
装置が実装される搭載装面上に半導体素子（例えば半導体チップ）をフエイスダウンで実
装する際、基板を搭載面と反対方向に撓ませながら、即ち搭載面が凹になるように撓ませ
ながら、搭載面上の実装位置に接着剤（例えば硬化収縮性の接着用樹脂）を配設し半導体
素子を基板上に固着する。なお、本明細書でいう「撓み」は弾性変形の意であり、外部か
ら印加されている撓ませる力を除去すると撓みは消失するような変形である。
【００２０】
　この第一の構成において接着剤を硬化させ固着したとき、半導体素子と対向する基板面
が半導体素子方向へ引き寄せられ、基板は半導体素子と対向する搭載面方向に凸に撓むよ
うに変形する。第一の構成では、この変形が、基板の搭載面を凹に保持する当初の撓みを
相殺するので、接着剤を硬化した後の基板の反りが小さくなる。
【００２１】
　さらに、同様の変形及び相殺は、半導体素子を固着する工程が高温でなされる場合に、
例えばフエイスダウンボンディングの際に加熱する場合又は熱硬化性の接着剤を使用する
場合、半導体素子を固着した後の冷却過程でも生ずる。従って、当初の基板の撓み量を接
着剤の硬化時の収縮量及び熱膨張率に対して適切に定めることで、ボンディングされ冷却
された後の半導体素子及び基板の反りをより小さくすることができる。
【００２２】
　上述した本発明の第一の構成において、基板の撓みは、基板の保持面に凹部を有するボ
ンディングステージを用いて形成することができる。より具体的には、基板を凹部を覆う
ようにボンディングステージ上に載置し、凹部内を排気して基板を吸着することで、基板



(5) JP 4755222 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

の凹部直上の領域を下に凸に撓ませることができる。
【００２３】
　同様の回路基板の撓みは、昇降可能な基板吸着部を備えたボンディングステージを用い
て形成することもできる。この基板吸着部は、ボンディングステージの基板の保持面の一
部を構成しており、保持面上に載置された基板を吸着する。即ち、このようなボンディン
グステージを用いて、基板を基板吸着部に吸着したまま基板吸着部を下降することで基板
の吸着された部分を下に撓ませることができる。基板吸着部は、基板を撓ませるに十分な
吸着力があればよく、例えば基板吸着部の吸着面に開口する複数の吸着孔を設けて、この
吸着孔を排気することで基板を吸着するものでもよい。
【００２４】
　上述した本発明の構成において、撓ませた基板上に半導体素子をボンディングツールに
より押圧し、接着剤を冷却し半導体素子を基板上に固着することができる。
【００２５】
　この構成では、半導体素子はボンディングツールに押圧され拘束されて変形が抑えられ
るため、半導体素子がボンディングツールにより押圧されている間は接着剤の硬化時の収
縮に起因する半導体素子の変形は発生しない。また、ボンディングツールで半導体素子を
押圧したまま冷却することで、接着剤の冷却時の収縮に起因する半導体チップの変形も回
避される。
【００２６】
　これに対して、基板の撓みは、半導体素子がボンディングツールにより押圧されている
間も接着剤の収縮にともない変形する、即ち撓み量が変動する。この撓み量の変動により
、接着用樹脂の硬化時及び冷却時の収縮により基板に発生する応力が緩和されるので、冷
却後も基板を反らせる又は一部を撓ませるような残留応力は僅かしか残らず、ボンディン
グツールによる押圧を解除しても半導体素子及び基板の反りは小さい。このため、本構成
により製造される半導体装置は反りが小さい。
【００２７】
　上述した本発明の構成において、撓ませる領域を基板に形成された電極（以下「基板側
電極」という。）で囲まれた領域の内側とすることができる。この基板側電極は、フエイ
スダウンボンディング用の電極であり、従って、撓ませる領域は、ボンディングされる基
板側電極に囲まれた領域の内部、例えばボンディングに使用されるバンプに四方が囲まれ
た領域、又は二方が挟まれた領域である。
【００２８】
　通常、基板側電極と半導体素子間の距離は、接着剤による半導体素子の固着工程を通し
てバンプ等により一定に維持される。他方、基板側電極に囲まれた領域ではバンプによる
支持がないので、接着剤が硬化、冷却され収縮したとき、基板と半導体装置間の距離が短
くなり基板が半導体装置方向へ引き寄せられ、その結果、基板は基板側電極に囲まれた領
域で搭載面側に凸に撓むように変形する。
【００２９】
　この構成では、予め付与する基板の撓みが、接着剤の硬化・冷却時に大きく変形する基
板側電極に囲まれた領域に形成されているため、ボンディングにより発生する基板の変形
を確実に予め付与した撓みにより相殺することができる。
【００３０】
　上述した接着剤の硬化、冷却に伴う収縮に起因する半導体素子及び基板の反りないし変
形は、とくに５０μｍ以下の薄い半導体チップあるいは可撓性を有する回路基板を用いた
場合に著しい。本発明は、このような場合に適用して、反り及び変形をとくに有効に抑制
することができる。
【００３１】
　上述した撓ませる領域を基板側電極で囲まれた領域の内側とするために、上述したボン
ディングステージの凹部又は基板吸着部を、ボンディングされる基板側電極に囲まれた領
域の内部に対応させることが好ましい。即ち、凹部又は基板吸着部は、この領域直下にか
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つこの領域の内部に含まれるように大きさと位置とが定められる。これにより、ボンディ
ングに寄与するバンプに囲まれた又は挟まれた領域に撓みを形成することができる。
【００３２】
　上記本発明の製造方法又は製造装置により製造された半導体装置は、接着剤（例えば接
着用樹脂）が半導体チップの下面及び側面を覆うことがあっても、半導体チップから離れ
た回路基板上のワイヤボンディング用の電極までは被覆しない。このため、図１１に示す
ようなスタックドパッケージの下側の半導体チップとして使用することができる。もちろ
ん、必要があれば回路基板上全面を接着剤で被覆することもできる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によると、接着剤の硬化及び冷却に伴う収縮は、予め形成されていた基板の撓み
が小さくなることで吸収されるから、接着剤の収縮に伴い発生する半導体素子及び基板の
応力が緩和される。このため、フエイスダウンボンディングを用いて、半導体素子及び基
板の反りが小さな半導体装置を製造することができるので、電子機器の小型化及び製造歩
留りの向上に大いに貢献することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明を、半導体素子として半導体チップを、基板として回路基板を用い、接着
用樹脂からなる接着剤により半導体素子を基板にフエイスダウン実装する実施形態に沿っ
て詳細に説明する。
【００３５】
　図１は本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための図であり、
フエイスダウンボンディング工程におけるボンディング装置及び半導体装置の断面を表し
ている。図２は本発明の第１実施形態チップの平面図であり、第１実施形態で使用された
半導体チップを表している。
【００３６】
　本発明の第１実施形態は、図１を参照して、凹部６を有するボンディングステージ５を
用いたフエイスダウンボンディング方法に関する。
【００３７】
　本実施形態で使用された半導体チップ１は、図２（ａ）及び（ｂ）を参照して、半導体
チップ１の第１主面の周縁部にチップ側電極１ａが形成されている。このチップ側電極１
ａは、図２（ａ）に示すように対向する周縁部に列状に、又は、図２（ｂ）に示すように
半導体チップ１の周縁部に半導体チップ１の４辺に沿って配設されている。さらに、チッ
プ側電極１ａ上にバンプ１ｂが形成されている。従って、半導体チップ１の中央部にはバ
ンプ１ｂがなく、この中央部を挟むように中央部の両側に又は中央部を囲むように中央部
の周囲にバンプ１ｂが配設されている。なお、説明を簡単にするため、以下バンプ１ｂが
チップ側電極１ａ上に形成されている場合について説明するが、バンプ１ｂは、回路基板
３側に形成されても、半導体チップ１と回路基板３との間に挿入されるものでも差し支え
ない。
【００３８】
　図１（ａ）を参照して、先ず、ボンディングステージ５上に回路基板３を基板側電極３
ａを上方に向けて載置し、吸着する。ボンディングステージ５上面（回路基板３を保持す
る面）には、凹部６が形成されている。さらに、ボンディングステージ５上面には、凹部
６の外側部分に吸着孔５ａが凹部６を囲むように形成されており、この吸着孔５ａから排
気することで回路基板３はボンディングステージ５上に吸着される。
【００３９】
　次いで、凹部６の内部を排気孔５ｂを通して排気する。その結果、回路基板３の凹部６
直上の領域が下方に吸引され、弾性変形して下方に凸に撓む。凹部６は、回路基板３の中
央部に位置するように、言い換えれば、バンプ１ｂを介してボンディングされる基板側電
極３ａで囲まれた又は挟まれた領域の内側に位置するように形成されており、回路基板３
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の撓みもこの領域部分に形成される。なお、凹部６の平面形状は、円形、楕円形又は矩形
の他、必要により任意の形状とすることもできる。さらに、凹部６の一部が半導体チップ
１の外側にはみ出すものであってもよい。次いで、回路基板３上に接着用樹脂４を滴下す
る。なお、上記凹部６の排気工程及び接着用樹脂４の滴下工程は、必要により順序を変更
することができる。
【００４０】
　一方、半導体チップ１は、半導体チップ１の裏面（以下、チップ側電極１ａが形成され
ている第１の主面の反対面である半導体チップ１の第２の主面を「半導体チップ１の裏面
」という。）がボンディングツール２の下面（加圧面）に吸着され、チップ側電極１ａ及
びバンプ１ｂを下に向けて保持される。このボンディングツール２は、予め接着用樹脂４
の熱硬化温度に加熱されている。
【００４１】
　次いで、図１（ｂ）を参照して、バンプ１ｂが基板側電極３ａに一致するように位置合
わせをした後、ボンディングツール２を降下し半導体チップ１を裏面から押圧すると同時
に、接着用樹脂４を加熱し熱硬化させる。その結果、接着用樹脂４は硬化し収縮して半導
体チップ１と回路基板３とを引きつけるので、チップ側電極１ａと基板側電極３ａとはバ
ンプ１ｂを締め付けるようにして接続される。
【００４２】
　この硬化に伴う接着用樹脂４の収縮の際、回路基板３は半導体チップ１側に引きつけら
れるので、バンプ１ｂが形成されていない回路基板３の中央部分（例えば凹部６上方の領
域）を上方に引き上げる力が生ずる。この回路基板３に作用する力は、凹部６の位置に形
成されている下方へ凸の回路基板３の撓みを小さくするように作用する。従って、この回
路基板３に作用する力は、この回路基板３の撓み量を減少することで緩和されてしまう。
このため、回路基板３に残留する曲げ応力は非常に小さくなる。なお、半導体チップ１は
ボンディングツール２に吸着されかつ押圧されているので、反ることはない。
【００４３】
　接着用樹脂４が硬化した後、図１（ｃ）を参照して、吸着孔２ａによる半導体チップ１
の吸着を解除した後、ボンディングツール２を上昇し半導体チップ１から離すことにより
、フエイスダウンボンディングされた半導体チップ１及び回路基板３を常温まで冷却する
。このとき、接着用樹脂４の熱膨張率は半導体チップ１及び回路基板３に較べて大きいの
で、冷却の進行とともに接着用樹脂４がさらに収縮し、回路基板３の凹部６の位置に形成
された撓みをさらに小さくする。従って、硬化時と同様に、回路基板３の曲げ応力はこの
撓みの減少により緩和され、残留する曲げ応力は非常に小さい。なお、ボンディングツー
ル２の上昇後は、半導体チップ１にも下方に反る力が働くが、この力は回路基板３に作用
する力の反作用であり、回路基板３の撓みの減少により緩和されるので最終的な半導体チ
ップ１の反りは僅かで問題にはならない。
【００４４】
　最後に、図１（ｄ）を参照して、吸着孔５ａ及び排気孔５ｂによる回路基板３の吸着を
解除し、回路基板３をボンディングステージ５から外し、半導体チップ１が回路基板３に
フエイスダウンボンディングされた半導体装置が製造される。上述したように、回路基板
３に残る残留応力は小さいから、本実施形態により製造された半導体装置の反りは非常に
小さい。
【００４５】
　図３は本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法の変形例による工程断面図で
あり、ボンディングステージ５上に載置された回路基板３を撓ませる別の方法を表してい
る。図３を参照して、本発明の第一実施形態の変形例は、昇降可能な基板吸着部１５を備
えたボンディングステージ５を用いた半導体装置の製造方法に関する。
【００４６】
　本変形例に使用されるボンディングステージは、図３（ａ）を参照して、その上面が回
路基板３の保持面を構成している。その一部（例えば中央部）に、回路基板３を吸着し保
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持する基板吸着部１５が昇降可能に設けられている。この基板吸着部１５の上面は、その
外周部をなすボンディングステージ５の上面とともに一平面を形成している。
【００４７】
　本変形例では、図３（ａ）を参照して、先ず、ボンディングステージ５上面に回路基板
３を載置し、ボンディングステージ５上面に開口する吸着孔１５ａ及びその外周をなすボ
ンディングステージ５上面に開口する吸着孔５ａを排気して、回路基板３をボンディング
ステージ５上面に吸着する。従って、回路基板３は平坦なボンディングステージ５上面に
平面状に保持される。
【００４８】
　次いで、図３（ｂ）を参照して、基板吸着部１５を降下する。このとき、基板吸着部１
５に吸着された回路基板３の領域は、基板吸着部１５に吸着されたまま降下する。その結
果、回路基板３のこの領域が下方に凸に撓むように変形する。次いで、回路基板３上に接
着用樹脂４を滴下し、以下は第一実施形態と同様の工程で半導体装置を製造する。
【００４９】
　本変形例によれば、回路基板３の撓み量を基板吸着部１５の降下量として機械的に決定
することができるので、撓み量を正確に制御することができる。
【００５０】
　なお、本変形例では、接着用樹脂４の硬化及び冷却時に、基板吸着部１５を降下させる
力を一定に維持する。そして、接着用樹脂４の収縮により、回路基板３を引き上げる力が
加わると基板吸着部１５が上昇し回路基板３の撓み量を減少して、収縮により発生する応
力を相殺する。また、基板吸着部１５を降下させる力を減少して、撓み量をより減少する
こともできる。さらに、接着用樹脂４の硬化及び冷却時に、基板吸着部１５の吸着力を減
少することで、接着用樹脂４の収縮に伴う応力を相殺することもできる。
【００５１】
　図４は本発明の第２実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための図であり、
防着フィルムを使用したフエイスダウンボンディング方法の工程を表している。図５は本
発明の第２実施形態で用いる防着フィルムの平面図である。図６は本発明の第２実施形態
に係るリールトウリール方式の説明図である。
【００５２】
　図６を参照して、本発明の第２実施形態では、半導体チップ１とボンディングツール２
との間にテープ状の防着フィルム１１を介在させてフエイスダウンボンディングする。こ
の防着フィルム１１は、フエイスダウンボンディングする際に、半導体チップ１の外側に
流出する接着用樹脂４がボンディングツール２に付着することを防止するために設けられ
る。防着フィルム１１はテープ状をなし、ボンディングごとに送りリール１２ａから送出
され巻取りリール１２ｂに巻き取られる。このとき、ボンディングステージ５に複数の凹
部６を形成しておき、順次半導体チップ１を回路基板３上にフエイスダウンボンディング
することもできる。図６では、回路基板３上の半導体チップ１をフエイスダウンボンディ
ングすべき箇所にそれぞれ凹部６を設けている。もちろん、凹部６を１箇所とし、ボンデ
ィングごとに回路基板３を移動してもよい。なお、記述の第１実施形態においても、ボン
ディングステージ５に複数の凹部６を形成することもできる。
【００５３】
　本第２実施形態では、図４（ａ）を参照して、先ず、第１実施形態と同様に、回路基板
３を凹部６を有するボンディングステージ５上に吸着、保持し、半導体チップ１をボンデ
ィングツール２の下面に吸着、保持する。そして、凹部６を排気し回路基板３を撓ませる
。本第２実施形態が第１実施形態と異なるのは、半導体チップ１とボンディングツール２
の間に防着フィルム１１が挿入されている点である。
【００５４】
　図５ａを参照して、防着フィルム１１は、半導体チップ１より幅広のテープ状であり、
そのテープ状の中心線に沿って開口１１ａが設けられている。この開口１１ａは、図４（
ａ）を参照して、ボンディングツール２の吸着孔２ａの開口上に位置するようにセットさ
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れる。従って、半導体チップ１と防着フィルム１１の間の空気は、防着フィルム１１の開
口１１ａを通してボンディングツール２の吸着孔２ａから排気され、その結果、半導体チ
ップ１はボンディングツール２下面に吸着され保持される。この防着フィルム１１の開口
１１ａは、図５（ｂ）を参照して、ボンディングツール２に開設された複数の吸着孔２ａ
に対応して複数個設けることもできる。なお、吸着孔２ａは、前述のように開口１１ａを
通して半導体チップ１を吸着する他に、防着フィルム１１のみを吸着するためにさらに複
数個設けることもできる。
【００５５】
　次いで、図４（ｂ）を参照して、半導体チップ１をボンディングツール２により押圧、
加熱して、接着用樹脂４を硬化する。次いで、図４（ｃ）を参照して、ボンディングツー
ル２を半導体チップ１から離し、フエイスダウンボンディングされた半導体チップ１及び
回路基板３を冷却する。この硬化、冷却過程で生ずる接着用樹脂４の収縮、あるいは半導
体チップ１、回路基板３及び接着用樹脂４間の熱膨張率の相違により生ずる半導体装置の
曲げ応力は、凹部６上の回路基板３の撓みの減少により吸収され、半導体装置に残留する
曲げ応力は小さい。
【００５６】
　本実施形態では、防着フィルム１１を使用しても半導体チップ１を確実にボンディング
ツール２に吸着保持することができる。従って、ボンディングツール２への接着用樹脂４
の付着がないフエイスダウンボンディングが可能となり、製造工程でのボンディングツー
ル２の清掃工程を削減することができる。
【００５７】
　本発明の第３実施形態は、ボンディングツール２の吸着機構に関する。図７は本発明の
第３実施形態断面図であり、半導体チップ１を押圧するボンディングツール２の構造を表
している。
【００５８】
　図７を参照して、第３実施形態では、ボンディングツール２の下面（半導体チップ１を
吸着、保持し、かつ押圧する面）が、多孔質材料からなる吸着部２ｂから構成されている
。吸着部２ｂの上方は排気孔２ｃから排気減圧されており、吸着部２ｂの下面の空気（ボ
ンディングツール２と半導体チップ１間の空気）は多孔質材料中の細孔を通り排気孔２ｃ
へと流入する。これにより、吸着部２ｂの下面（回路基板３を吸着、保持する面）に半導
体チップ１を吸着し保持することができる。
【００５９】
　図８は本発明の第３実施形態の効果説明図であり、図８（ａ）は第１実施形態のボンデ
ィングステージ５上に半導体チップ１を押圧した状態を断面図により表しており、図８（
ｂ）はそのときの半導体チップ１の平面図を表している。
【００６０】
　凹部６を有するボンディングステージ５上に吸着された回路基板３に半導体チップ１を
押圧する際、ボンディングツール２の吸着孔２ａの開口部に半導体チップ１の内部応力が
集中するため、図８（ｂ）のように、吸着孔２ａの周縁からクラック１６が発生しその内
外部に伝播することがある。本第３実施形態では、半導体チップ１を吸着する面を多孔質
材料の平坦面とし吸着孔２ａを除去することができる。従って、吸着孔２ａの開口部に発
生する半導体チップ１のクラック１６を回避することができる。
【００６１】
　本発明の第４実施形態は本発明の第１～第３実施形態に使用される半導体チップ１及び
その製造方法に関する。図９は本発明の第４実施形態断面図であり、ボンディングツール
２に吸着された半導体チップ１の構造を表している。図１０は本発明の第４実施形態に使
用する半導体チップの製造工程断面図である。
【００６２】
　図９を参照して、本実施形態に係る半導体チップ１は、半導体チップ１の主面に形成さ
れたバンプ１ｂを埋めてその主面上に接着用樹脂４の層が形成されている。かかる半導体
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チップ１の製造方法を以下に説明する。
【００６３】
　先ず、図１０（ａ）を参照して、上面にバンプ１ｂを含む集積回路（非図示）が形成さ
れている半導体ウエーハ１２、及び接着用樹脂４がフィルム状に形成されたフィルム状接
着用樹脂７を用意する。次いで、図１０（ｂ）を参照して、フィルム状接着用樹脂７を半
導体ウエーハ１２上面に、接着用樹脂４が半導体ウエーハ１２上面を被覆し、かつバンプ
１ｂを埋め込むように貼り付ける。このときバンプ１ｂが、接着用樹脂４中に埋め込まれ
たものでも、上面を表出して側面が埋め込まれたものでもよい。
【００６４】
　次いで、図１０（ｄ）を参照して、接着用樹脂４及び半導体ウエーハ１２をダイシング
ライン１３に沿ってダイシングソーを用いて切断し、半導体チップ１に分離する。
【００６５】
　本第４実施形態によれば、接着用樹脂４の厚さはフィルム状接着用樹脂７の厚さで定ま
るから、接着用樹脂４の厚さは精密に制御される。この結果、薄い半導体チップ１を用い
ても、半導体チップ１の外側に流出する接着用樹脂４の量及び形状を精密に制御すること
ができるので、より実装密度を向上することができる。加えて、個々の半導体チップ１上
への接着用樹脂４の滴下工程に代えて、ウエーハ工程でのフィルム状接着用樹脂７の貼付
とすることで、多数の半導体チップ１を一括して処理することができるので生産性が向上
する。
【００６６】
　上述した詳細な説明の欄には、以下の付記に記載する発明が開示されている。
（付記１）半導体素子がフエイスダウンで基板上に実装された半導体装置の製造方法であ
って、
　前記基板を前記半導体素子が実装される面とは反対方向に撓ませながら、前記半導体素
子の実装位置に接着剤を配設し、前記半導体素子を前記基板上に固着することを特徴とす
る半導体装置の製造方法。
（付記２）基板をボンディングステージに吸着する工程と、
　前記ボンディングステージ上に設けられた凹部内を排気して前記基板を撓ませる工程と
、
　前記基板上の半導体素子実装位置に接着剤を配設する工程と、
　前記基板上に半導体素子をボンディングツールにて押圧する工程と、
　前記接着剤を冷却し前記半導体素子を前記基板に固着す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。
（付記３）基板をボンディングステージに吸着する工程と、
　前記ボンデングステージ上に設けられた基板吸着部で吸着しながら前記基板吸着部を下
降することにより基板を撓ませる工程と、
　前記基板上の半導体素子実装位置に接着剤を配設する工程と、
　前記基板上に半導体素子をボンディングツールにて押圧する工程と、
　前記接着剤を冷却し前記半導体素子を前記基板に固着す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。
（付記４）基板を固定するボンディングステージ表面に凹部と、前記凹部内に吸着孔とが
形成されていることを特徴とする半導体装置の製造装置。
（付記５）付記４記載の半導体装置の製造装置において、
　前記凹部の開口径は前記基板に形成された電極で囲まれた領域より狭いことを特徴とす
る半導体装置の製造装置。
（付記６）
　該接着剤は熱硬化型接着剤であることを特徴とする付記１～３の何れかに記載された半
導体装置の製造方法。
（付記７）
　半導体チップの第１主面の対向する周縁部に形成されたチップ側電極を回路基板の第１
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主面に形成された基板側電極にバンプを介して対向させ、該半導体チップの第２主面をボ
ンディングツールにより押圧しつつ該半導体チップと該回路基板との間に充填された接着
用樹脂を硬化収縮させることにより、該半導体チップと該回路基板とをフエイスダウンボ
ンディングする半導体製造装置であって、
　該回路基板を載置するボンディングステージと、
　該ボンディングステージ上に載置された該回路基板の該基板側電極に囲まれた領域直下
に位置する該ボンディングステージ上面に形成された凹部と、
　該凹部内を排気する排気孔とを備えたことを特徴とする半導体製造装置。
（付記８）
　半導体チップの第１主面の対向する周縁部に形成されたチップ側電極を回路基板の第１
主面に形成された基板側電極にバンプを介して対向させ、該半導体チップの第２主面をボ
ンディングツールにより押圧しつつ該半導体チップと該回路基板との間に充填された接着
用樹脂を硬化収縮させることにより、該半導体チップと該回路基板とをフエイスダウンボ
ンディングする半導体製造装置であって、
　該回路基板を載置するボンディングステージと、
　該ボンディングステージの中央部に昇降可動に設けられ、該ボンディングステージ上に
載置された該回路基板の該基板側電極に囲まれた領域内を該回路基板の第２主面側から吸
着する基板吸着部とを備えたことを特徴とする半導体製造装置。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明によれば、薄い半導体素子を基板にフエイスダウンボンディングして製造される
半導体装置の反りが小さいので、電子機器の高密度実装が可能となり電子機器の性能向上
に寄与するところが大きい。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための図
【図２】本発明の第１実施形態チップの平面図
【図３】本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法の変形例による工程断面図
【図４】本発明の第２実施形態による半導体装置の製造方法を説明するための図
【図５】本発明の第２実施形態で用いる防着フィルムの平面図
【図６】本発明の第２実施形態に係るリールトウリール方式の説明図
【図７】本発明の第３実施形態断面図
【図８】本発明の第３実施形態の効果説明図
【図９】本発明の第４実施形態断面図
【図１０】本発明の第４実施形態に使用する半導体チップの製造工程断面図
【図１１】従来のボンディング工程断面図
【図１２】スタックドパッケージ断面図
【符号の説明】
【００６９】
　１、２１　半導体チップ（半導体素子）
　１ａ　チップ側電極
　１ｂ　バンプ
　２　　ボンディングツール
　２ａ、５ａ　吸着孔
　２ｃ、５ｂ　排気孔
　３　　回路基板（基板）
　３ａ　基板側電極
　３ｂ　電極
　３ｃ、２５　はんだボール
　４　　接着用樹脂（接着剤）
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　５　　ボンディングステージ
　６　　凹部
　７　　フィルム状接着用樹脂
　１１　防着フィルム
　１１ａ　開口
　１２　ウエーハ
　１３　ダイシングシート
　１４　ダイシングライン
　１５　基板吸着部
　１６　クラック
　２２　接着剤
　２３　ワイヤ
　２４　封止樹脂

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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【図９】

【図１０】
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