
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子主面に設けられた接続電極に突起状のバンプ電極を接合する工程と、前記バ
ンプ電極の先端を鋭くする加工をする工程と、金属箔をパターニングして得られた配線を
支持する絶縁フィルム基板から構成されたインターポーザを形成する工程と、前記バンプ
電極を前記配線を構成するリードにフリップチップ接続する工程とを具備し
　

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　半導体素子主面に設けられた接続電極に突起状の バンプ電極を接合する工程と、前記
バンプ電極の先端を切り込み加工をする工程と、金属箔をパターニングして得られた配線
を支持する絶縁フィルム基板から構成されたインターポーザを形成する工程と、前記バン
プ電極を前記配線を構成するリードにフリップチップ接続する工程とを具備し

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　複数の接続電極が形成された半導体素子と、前記接続電極に接合された突起状のバンプ
電極と、金属箔をパターニングして得られた配線を支持する絶縁フィルム基板から構成さ
れたインターポーザとを具備し、
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、
前記絶縁フィルム基板は、裏面にも配線を有し、前記バンプ電極を前記配線を構成する

リードにフリップチップ接続する工程において、前記バンプ電極は、前記裏面に突き抜け
て前記裏面の配線と電気的に接続される

金

、前記バン
プ電極先端は前記リード内部に延在する

前記バンプ電極は、その先端が鋭い構造を有し、且つ前記配線を構成するリードにフリ



ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　前記バンプ電極は、スタッドバンプからなることを特徴とする請求項 に記載の半導体
装置。
【請求項５】
　前記バンプ電極は、金、はんだ、銅、アルミニウムのいずれかを用いることを特徴とす
る に記載の半導体装置。
【請求項６】
前記絶縁フィルム基板に形成された配線は、アルミニウム配線、銅配線、金配線、銀配線
、導電性ペースト膜のいずれかを用いることを特徴とする のいずれ
かに記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記絶縁フィルム基板に形成された配線は、アルミニウム配線を用い、前記バンプ電極
には金を用いることを特徴とする に記載の半導体装置。
【請求項８】
　複数の接続電極が形成された半導体素子と、前記接続電極に接合された突起状の バン
プ電極と、金属箔をパターニングして得られた配線を支持する絶縁フィルム基板から構成
されたインターポーザとを具備し、前記バンプ電極は、その先端が切り込み構造を有し、
且つ前記配線を構成するリードにフリップチップ接続され

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　前記バンプ電極は、メッキバンプからなることを特徴とする請求項 に記載の半導体装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インターポーザにフィルム状の薄い絶縁基板を使用する半導体装置に関し、と
くに薄型の半導体パッケージやＲＦＩＤ（無線周波数識別： Radio Frequency Identifica
tion）装置のアンテナ回路基板に使用されるものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、フィルムタイプのインターポーザを用いた半導体装置は、複数の接続電極が形成
された半導体素子（以下、チップという）と、前記接続電極に接合された突起状のバンプ
電極と、金属箔をパターニングして得られた配線を支持する絶縁フィルム基板からなるイ
ンターポーザとから構成され、バンプ電極と配線とは接合されている。半導体装置に使用
されるフィルムタイプのインターポーザは、数種類ある。一般的にはＦＰＣ（ Flexible P
rinted Circuit board）と呼ばれ、絶縁性の やＰＥＴフィルム上に銅
やアルミニウムなどの金属箔を貼り付け、これをエッチングによりリードからなる配線を
回路形成するものである。このフィルム基板へのチップの接続方法にはチップの電極部（
パッド電極）に金属製の突起（バンプ）を形成し、ＡＣＦ（異方性導電フィルム）などに
より接続方法が揚げられる。
【０００３】
　 は、従来のチップ斜視図及びそのＡ－Ａ′線部分の断面図である。シリコン半導
体などのチップ１０１主面にはその周辺領域にアルミニウムなどからなる複数の接続電極
（パッド）１０２が形成され、その上には、金メッキによりなるメッキバンプ１０３が形
成されている。このバンプの形成方法は、バリアメタルと言われる導電性膜を形成し、そ
の上に、フォトレジストによるメッキマスクを形成し、これをマスクとして、バリアメタ
ルの上に電気メッキにより選択的にバンプ（突起）を形成した後、不要な部分のバリアメ
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ップチップ接続され、前記バンプ電極先端は、前記絶縁フィルム基板の裏面に突出してい
る構造であり、前記絶縁フィルム基板の裏面に突き抜けた前記バンプ電極先端は、前記裏
面に形成された配線に電気的に接続されている

３

請求項３又は請求項４

請求項３乃至請求項５

請求項５又は請求項６

金

、前記バンプ電極先端は、前記
リード内部に延在する構造を有している

８

ポリイミドフィルム

図１５



タル層を除去する方法である。 は、別の従来のチップ斜視図及びそのＡ－Ａ′線部
分の断面図である。シリコン半導体などのチップ１０１主面にはその周辺領域にアルミニ
ウムなどからなる複数の接続電極１０２が形成され、その上にはスタッドバンプ１０４が
形成されている。スタッドバンプ１０４は、Ａｕワイヤなどを によ
り形成し、この上部を平坦化処理してなるものである。このスタッドバンプの形成方法は
、Ａｕワイヤの先端にトーチ棒という電極を置き、この間に高電圧をかけてスパーク放電
を起こさせ、この時の発熱によりＡｕワイヤの先端を球状にして、これをボンディングツ
ール（キャピラリ）によりチップに形成された接続電極に圧着接続した後、余分なワイヤ
を引いてその先端を平坦処理するものである。
【０００４】
　 は、アルミニウム配線が形成された絶縁フィルム基板にＡＣＦを貼り付けた状態
の斜視図及びそのＡ－Ａ′線部分の断面図である。ポリイミドフィルムなどの絶縁フィル
ム基板１０５の上には接着剤層１０８が形成され、この接着剤層１０８によりアルミニウ
ム配線１０６が形成されている。そして、アルミニウム配線１０６を構成するリード先端
を被覆するように接着剤層１０８上にＡＣＦ１０７が形成されている。 は、
又は の方法で形成されたバンプを有するチップを絶縁フィルム基板にＡＣＦを貼り
付け、その後加圧・圧着により配線にバンプを電気的に接続した状態を説明する絶縁フィ
ルム基板の斜視図及びＡ－Ａ′線部分の断面図であり、 は、 の接続部分の拡
大断面図である。バンプ１０４を有するチップ１０１をフリップチップで絶縁フィルム基
板１０５の配線１０６と位置合わせを行い、加熱、加圧圧着することにより、ＡＣＦ１０
７の樹脂硬化を併用しながらチップ１０１の接着とバンプ（スタッドバンプ）１０４とア
ルミニウム配線１０６との接続を行う。スタッドバンプ１０４とアルミニウム配線１０６
との電気的接続は、ＡＣＦ１０７の内部に分散する金属粒子１０９により行われる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
前述のようにチップの接続電極に形成されたバンプと絶縁フィルム基板との接続は、ＡＣ
Ｆ内に添加された金属粒子を介する接触により達成される。使用されるＡＣＦは、例えば
、日立化成製ＦＣ２６２Ｂの場合、主成分である樹脂が１８０℃、３０秒程度で硬化し、
また、金属粒子として粒径約５～２０μｍのＮｉ粒子が適量混入されているので絶縁フィ
ルム基板のアルミニウム配線とチップ上のバンプとの接続を行う。チップと絶縁フィルム
基板とを加熱、加圧圧着することにより、絶縁フィルム基板のアルミニウム配線にＮｉ粒
子が突き刺さることにより、アルミニウム表面に形成されていた酸化皮膜を破って導通を
得ることができる。しかし、温度サイクル試験のような信頼性試験を行った場合、酸化し
易いアルミニウム材の表面には新たに酸化皮膜が形成され、導通不良に至る不具合が発生
する。また、異方性導電樹脂にはフィルムタイプの他にペーストタイプもあるが、これは
金属粒子が入っていることにより沈降などの問題により接続歩留まりを低下させる要因と
なっている。
【０００６】
　次に、 を参照して他の問題を説明する。 は、従来のアルミニウ
ム配線を両面に有する絶縁フィルム基板にチップをフリップチップ接続した斜視図、

は、両面配線の絶縁フィルム基板に穴加工を行なってスルーホールメッキにより接続し
た状態の断面図である。 は、両面配線の絶縁フィルム基板に両面から機械的に挟む
ことによりかしめ接続した状態の断面図である。 は、裏面配線を透視的に表示して
あり、絶縁フィルム基板１０５の裏面を示したものであり、裏面にはアルミニウムなどの
裏面配線１１０が形成されている。チップが搭載された主面に形成されたアルミニウム配
線と裏面配線１１０とはかしめ１１１により接続されている。 の方法では、絶縁フ
ィルム基板１０５の両面に形成された を貫通するように貫通孔を形成し、こ
の貫通孔内面に を施すことにより を電気的に接続する。メッ
キ処理が必要なので製造コストが非常に高くなる。また、メッキ処理に適応できないので
アルミニウム配線を使用することができない。 の方法では、機械的に挟み接続をす
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図１６

スタッドボンディング
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図２１
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メッキ層１１３ 両配線１１２

図２２



るのでアルミニウム配線を用いることができるがこの加工を行うためには
のエリアが必要なので加工数の制限が生じる。

【０００７】
このかしめと同様な方法として溶接（スポット溶接）という方法もあるが、この方法も最
低限２ｍｍ平方以上のエリアが必要なので同様な問題が生じる。
本発明は、このような事情によりなされたものであり、インターポーザである絶縁フィル
ム基板の配線にチップの電極面に形成したバンプを使用して配線表面に接触させる方法に
より高い接続性を得ることができ、また、チップの接続電極に形成するバンプを絶縁フィ
ルム基板に形成した両面又は３層以上の配線を貫通させて配線層相互の接続をも同時に達
成させる半導体装置及びその製造方法を提供する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、インターポーザである絶縁フィルム基板の配線にチップの電極面に形成した
鋭い形状のバンプ又は切り込み加工を施したバンプを使用して配線表面に形成された酸化
皮膜や汚れを破りながら接触させることを特徴とする。材料の新生面を出すことにより高
い接続性を得ることができる。また、チップの接続電極に形成するバンプを絶縁フィルム
基板に形成した両面又は３層以上の配線を貫通させて配線層相互の接続をも同時に達成さ
せることを特徴とする。
　本発明の半導体装置の製造方法は、半導体素子主面に設けられた接続電極に突起状のバ
ンプ電極を接合する工程と、前記バンプ電極の先端を鋭くする加工をする工程と、金属箔
をパターニングして得られた配線を支持する絶縁フィルム基板から構成されたインターポ
ーザを形成する工程と、前記バンプ電極を前記配線を構成するリードにフリップチップ接
続する工程とを具備し

ことを特徴としている。
　

【０００９】
　本発明の半導体装置は、複数の接続電極が形成された半導体素子と、前記接続電極に接
合された突起状のバンプ電極と、金属箔をパターニングして得られた配線を支持する絶縁
フィルム基板から構成されたインターポーザとを具備し、

ことを特徴としている。前記バンプ電極は、スタッドバンプからなるように
しても良い。前記バンプ電極は、金、はんだ、銅、アルミニウムのいずれかを用いるよう
にしても良い。前記絶縁フィルム基板に形成された配線は、アルミニウム配線、銅配線、
金配線、銀配線、導電性ペースト膜のいずれかを用いるようにしても良い。前記絶縁フィ
ルム基板に形成された配線は、アルミニウム配線を用い、前記バンプ電極には金を用いて
も良い。
　

【００１０】
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最低２ｍｍ平方
以上

、前記絶縁フィルム基板は、裏面にも配線を有し、前記バンプ電極
を前記配線を構成するリードにフリップチップ接続する工程において、前記バンプ電極は
、前記裏面に突き抜けて前記裏面の配線と電気的に接続される

また、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体素子主面に設けられた接続電極に突起
状の金バンプ電極を接合する工程と、前記バンプ電極の先端を切り込み加工をする工程と
、金属箔をパターニングして得られた配線を支持する絶縁フィルム基板から構成されたイ
ンターポーザを形成する工程と、前記バンプ電極を前記配線を構成するリードにフリップ
チップ接続する工程とを具備したことを特徴としている。

前記バンプ電極は、その先端が
鋭い構造を有し、且つ前記配線を構成するリードにフリップチップ接続され、前記バンプ
電極先端は、前記絶縁フィルム基板の裏面に突出している構造であり、前記絶縁フィルム
基板の裏面に突き抜けた前記バンプ電極先端は、前記裏面に形成された配線に電気的に接
続されている

また、本発明の半導体装置は、複数の接続電極が形成された半導体素子と、前記接続電
極に接合された突起状の金バンプ電極と、金属箔をパターニングして得られた配線を支持
する絶縁フィルム基板から構成されたインターポーザとを具備し、前記バンプ電極は、そ
の先端が切り込み構造を有し、且つ前記配線を構成するリードにフリップチップ接続され
、前記バンプ電極先端は、前記リード内部に延在する構造を有していることを特徴として
いる。前記バンプ電極は、メッキバンプからなるようにしてもよい。



【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して発明の実施の形態を説明する。
まず、図１乃至図１０を参照して第１の実施例を説明する。
図１は、メッキ法により形成したＡｕバンプを有するチップの斜視図及びＡ－Ａ′線部分
の断面図、図２は、Ａｕバンプを加工する金属製ツールの断面図、図３は、切り込み加工
されたＡｕバンプを有するチップの斜視図及びＡ－Ａ′線部分の断面図、図４は、ボンデ
ィングワイヤからスタッドバンプをチップ上に形成する方法を説明する断面図、図５は、
スタッドバンプの先端のワイヤを引き抜いた状態のチップの斜視図及びＡ－Ａ′線部分の
断面図、図６は、図３で形成したＡｕバンプを有するチップをアルミニウム配線を有する
絶縁フィルム基板にフリップチップ接続した状態を示す断面図、図７は、図４において形
成したスタッドバンプを有するチップをアルミニウム配線を有する絶縁フィルム基板にフ
リップチップ接続した状態を示す断面図、図８は、メッキやスタッドバンプで形成したＡ
ｕバンプを各種のツールで切り込みなどの加工処理したバンプの斜視図及びＡ－Ａ′線部
分の断面図、図９は、メッキバンプの形成方法を説明するバンプ断面図、図１０は、絶縁
フィルム基板にチップをフリップチップ接続する際の熱硬化性樹脂の接着剤を挟んで実装
した状態を示す斜視図及びＡ－Ａ′線部分の断面図である。
【００１１】
まず、図１乃至図３を参照して鋭い形状もしくは切り込みなどに加工処理されたバンプの
形成方法を説明する。
図１は、メッキ法により形成したＡｕバンプである。シリコン半導体などのチップ１主面
にはその周辺領域にアルミニウムなどからなる複数の接続電極（パッド）２が形成され、
その上には金メッキによりなるメッキバンプ３が形成されている。このメッキバンプの形
成方法は、バリアメタル層を形成し、その上にフォトレジストによるメッキマスクを形成
し、これをマスクとしてバリアメタルの上に電気メッキにより選択的にバンプを形成した
後、不要部分のバリアメタル層を除去するものである。図１に示すメッキバンプ３に対し
て、図２のタングステンカーバイトなど金属製ツール１４をバンプ３に押し付ける、もし
くは、叩くことにより図３に示す接続電極２上にバンプ（加工済みバンプ）１５を得るこ
とができる。
一方、スタッドバンプは、図４に示すツールにより形成される。
【００１２】
このスタッドバンプ１９の形成方法は、Ａｕワイヤの先端にトーチ棒１８という電極を置
き、この間に高電圧をかけてスパーク放電を起こさせ、この時の発熱によりＡｕワイヤの
先端を球状１７にして、これをボンディングツール（キャピラリ）１６によりチップ１に
形成された接続電極２に圧着接続した後、余分なワイヤを引いて形成するものである。ス
タッドバンプ１９は、ワイヤが引きちぎられてワイヤから分離されるので、スタッドバン
プ１９の先端部分は、鋭い形状になっている。
図５は、スタッドバンプを有するチップ斜視図及びそのＡ－Ａ′線部分の断面図である。
シリコン半導体などのチップ１主面にはその周辺領域にアルミニウムなどからなる複数の
接続電極２が形成され、その上にはスタッドバンプ１９が形成されている。
次に、チップをアルミニウム配線を有する絶縁フィルム基板へ搭載する方法を説明する。
図３に示すチップは、絶縁フィルム基板にフリップチップで加熱、加圧圧着する。
【００１３】
図６は、チップを絶縁フィルム基板に搭載した状態を示す断面図である。絶縁フィルム基
板１の上には接着剤８によりアルミニウム配線６が取り付けられている。この上に図３の
チップ１を加工済みのＡｕバンプ１５がアルミニウム配線６に当接するように載置する。
そして、両者を加熱、加圧することにより、バンプ１５がアルミニウム配線６の内部に突
き刺さる。加工された先端が変形し、食い込むことによりアルミニウム配線６との機械的
な接続も向上する。
このとき、金属製のバンプは、アルミニウム配線の表面に形成されている酸化皮膜を破り
ながら、さらに、バンプの突起形状が変形して押し付けられることにより新鮮な界面を作
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りながら接触する。又、その接触面は、従来例のＡＣＦの金属粒子のような他の材料を介
することなく、純粋にＡｕとアルミニウムの接触となるために、その後の加熱処理（例え
ば、１５０℃、２時間）によりＡｕ－アルミニウム合金を形成させることができ、信頼性
の高い接続が可能になる。
【００１４】
図７は、スタッドバンプを有するチップを絶縁フィルム基板に搭載した状態を示す断面図
である。絶縁フィルム基板１の上には接着剤８によりアルミニウム配線６が取り付けられ
ている。この上に図４又は図５に示すチップ１をＡｕバンプ１９がアルミニウム配線６に
当接するように載置する。そして、両者を加熱、加圧することにより、バンプ１９がアル
ミニウム配線６の内部に突き刺さる。加工された先端が変形し、アルミニウム内部に食い
込むことによりアルミニウム配線６との機械的な接続も向上する。
この様な方法により電気的な接続を得ることができるが、絶縁フィルム基板にチップを保
持することと、より安定した固定を得るために、絶縁フィルム基板に熱硬化性の接着剤を
塗布し、チップを接続時の加熱、加圧圧着で同時に硬化させる方法を行う。図１０は、こ
の状態を説明した絶縁フィルム基板の斜視図及びＡ－Ａ′線部分の断面図である。図に示
すように、アルミニウム配線６とバンプ１５との接続部が配置されたチップ１と絶縁フィ
ルム基板５上の接着剤８との間には熱硬化性の接着剤２３が充填されていることになる。
【００１５】
バンプは、アルミニウム配線への突き破りにより接触するものであるが、Ｃｕ配線（メッ
キも含む）のような硬い材質による配線回路でもこれらの形状の金属製バンプにより、そ
の表面に形成されている汚れを破る効果が得られ、高い接続信頼性を得ることができる。
次に、図８及び図９を参照して、バンプ先端の他の加工例を説明する。
バンプ１５の先端は、十字状の溝が形成されている（図８（ａ））。また、バンプ１５表
面の対角線に沿って溝が形成されている（図８（ｂ））。また、バンプ１５表面の対向す
る２辺の角が削られている（図８（ｃ））。図９は、メッキ法によるバンプ先端の加工方
法を説明する断面図である。絶縁フィルム基板１上の接続電極２を開口するように第１の
フォトレジスト２０を形成し、同様に、絶縁フィルム基板１上の接続電極２を開口するよ
うに第１のフォトレジスト２０上に第２のフォトレジスト２１を形成する。第２のフォト
レジスト２１の開口部は第１のフォトレジスト２０の開口部より大きく形成されている（
図９（ａ））。これらフォトレジストを施してからメッキ処理を行ってフォトレジスト２
０、２１を除去すると接続電極２上に先端部の面積の広い（加工済みした）メッキバンプ
２２が形成される（図９（ｂ））。
【００１６】
　次に、 を参照して第２の実施例を説明する。図１１は、突起を有する
スタッドバンプを備えたチップの斜視図及びＡ－Ａ′線部分の断面図、図１２は、図１１
で形成した突起を有するスタッドバンプを備えたチップをアルミニウム配線を有する絶縁
フィルム基板にフリップチップ接続した状態を示す断面図、 は、絶縁フィルム基板
の両面の配線を接続させて再配線させた状態の絶縁フィルム基板主面及び裏面の斜視図、

は、絶縁フィルム基板に２個のチップを搭載したマルチチップパッケージの主面及
び裏面を示す斜視図である。図１１は、チップの接続電極に形成したスタッドバンプに突
起を形成することに特徴がある。このときのスタッドバンプは、絶縁フィルム基板を貫通
させるために鋭い先端と高さを５０μｍ～１００μｍ程度にする。メッキバンプの場合で
も図８に示した方法で先端を鋭くすることができる。シリコン半導体などのチップ１主面
にはその周辺領域にアルミニウムなどからなる複数の接続電極２が形成され、その上には
図５のスタッドバンプ１９より首の長いスタッドバンプ２５が形成されている。
【００１７】
　チップを接続する絶縁フィルム基板は、両面にアルミニウム配線を形成する。スタッド
バンプが容易に貫通することができるように３０μｍ～１００μｍ程度に薄いものを使用
する。また、絶縁フィルム基板の基材には、例えば、ポリエチレン、液晶ポリマー、加熱
により軟化するＰＥＴ、ＰＶＣなどの柔らかい材料を用いる。この絶縁フィルム基板にチ
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図１１乃至図１４

図１３

図１４



ップをバンプと配線とが当接するように接触させて、加熱、加圧圧着して両者の電気的な
接続を行う。絶縁フィルム基板５両面にはアルミニウム配線が形成されている。この主面
のアルミニウム配線６と裏面のアルミニウム配線１０とは、絶縁フィルム基板を貫通した
スタッドバンプ２５により互いに電気的に接続されている 。

【００１８】
　図１４及び図１５は、この実施例の両面接続を利用したパッケージを示している。この
実施例に示した方式により、両面接続が可能となり、アルミニウム配線を有する絶縁フィ
ルム基板によるマルチチップパッケージ（ＭＣＰ）が可能になる。図１４に示した絶縁フ
ィルム基板５には主面にアルミニウム配線６が形成されている。チップ１のバンプは、絶
縁フィルム基板５の 、チップ１は、チップ保持用接着剤２
３により固定されている。裏面にはアルミニウム配線１０が形成され、両面の配線は、図
１２に示すバンプ２５により電気的に接続されている。
【００１９】
　 に示した絶縁フィルム基板５には主面にアルミニウム配線６が形成され２つのチ
ップ１、１′が形成されている。チップ１、１′のバンプは、絶縁フィルム基板５のアル
ミニウム配線６の接続され、チップ１、１′は、チップ保持用接着剤２３により固定され
ている。裏面にはアルミニウム配線１０が形成され、両面の配線は、図１２に示すバンプ
２５により電気的に接続されている。これらのパッケージは、薄型の半導体パッケージや
ＲＦＩＤ装置のアンテナ回路基板に応用される。
【００２０】
【発明の効果】
本発明は、以上の構成により、インターポーザである絶縁フィルム基板の配線にチップの
電極面に形成した鋭い形状のバンプ又は切り込み加工を施したバンプを使用して配線表面
に形成された酸化皮膜や汚れを破りながら接触させることで材料の新生面を出し、より高
い接続性を得ることや接触したバンプが配線材料内部で変形することで機械的強度を向上
させることができる。また、チップの接続電極に形成するバンプを絶縁フィルム基板に形
成した両面又は３層以上の配線を貫通させて配線層相互の接続をも同時に達成させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のメッキ法により形成したＡｕバンプを有するチップの斜視図及びＡ－
Ａ′線部分の断面図。
【図２】　本発明のＡｕバンプを加工する金属製ツールの断面図。
【図３】　本発明の切り込み加工されたＡｕバンプを有するチップの斜視図及びＡ－Ａ′
線部分の断面図。
【図４】　本発明のボンディングワイヤからスタッドバンプをチップ上に形成する方法を
説明する断面図。
【図５】　本発明のスタッドバンプの先端のワイヤを引き抜いた状態のチップの斜視図及
びＡ－Ａ′線部分の断面図。
【図６】　図３で形成したＡｕバンプを有するチップをアルミニウム配線を有する絶縁フ
ィルム基板にフリップチップ接続した状態を示す断面図。
【図７】　 で形成したスタッドバンプを有するチップをアルミニウム配線を有する絶
縁フィルム基板にフリップチップ接続した状態を示す断面図。
【図８】　本発明のメッキやスタッドバンプで形成したＡｕバンプを各種のツールで切り
込みなどの加工処理したバンプの斜視図及びＡ－Ａ′線部分の断面図。
【図９】　本発明のメッキバンプの形成方法を説明するバンプ断面図。
【図１０】　本発明の絶縁フィルム基板にチップをフリップチップ接続する際の熱硬化性
樹脂の接着剤を挟んで実装した状態を示す斜視図及びＡ－Ａ′線部分の断面図。
【図１１】　本発明の突起を有するスタッドバンプを備えたチップの斜視図及びＡ－Ａ′
線部分の断面図。
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（図１２） 接続能力及び信頼
性を向上させるために裏面に突き抜けたスタッドバンプ２５を潰しても良い。

アルミニウム配線６と接続され

図１４

図４



【図１２】　本発明の図１１で形成した突起を有するスタッドバンプを備えたチップをア
ルミニウム配線を有する絶縁フィルム基板にフリップチップ接続した状態を示す断面図。
【図１３】　本発明の絶縁フィルム基板の両面の配線を接続させて再配線させた状態の絶
縁フィルム基板主面及び裏面の斜視図。
【図１４】　本発明の絶縁フィルム基板に２個のチップを搭載したマルチチップパッケー
ジの主面及び裏面を示す斜視図。
【図１５】　従来のチップ斜視図及びそのＡ－Ａ′線部分の断面図。
【図１６】　従来のチップ斜視図及びそのＡ－Ａ′線部分の断面図。
【図１７】　従来のアルミニウム配線が形成された絶縁フィルム基板にＡＣＦを貼り付け
た状態の斜視図及びそのＡ－Ａ′線部分の断面図。
【図１８】　図１５又は図１６の方法で形成されたバンプを有するチップを絶縁フィルム
基板にＡＣＦを貼り付け、その後加圧・圧着により配線にバンプを電気的に接続した状態
を説明する絶縁フィルム基板の斜視図及びＡ－Ａ′線部分の断面図。
【図１９】　図１８の接続部分の拡大断面図。
【図２０】　従来のアルミニウム配線を両面に有する絶縁フィルム基板にチップをフリッ
プチップ接続した斜視図。
【図２１】　両面配線の絶縁フィルム基板に穴加工を行なってスルーホールメッキにより
接続した状態の断面図。
【図２２】　両面配線の絶縁フィルム基板に両面から機械的に挟むことによりかしめ接続
した状態の断面図。
【符号の説明】
　１、１′、１０１・・・チップ、　２、１０２・・・チップの接続電極、　３、１０３
・・・メッキバンプ、　１０４・・・スタッドバンプ、　５、１０５・・・絶縁フィルム
基板、　６、１０、１０６、１１０・・・アルミニウム配線、　７、１０７・・・ＡＣＦ
（異方性導電性樹脂フィルム）、　８、１０８・・・接着剤、　１２・・・銅配線、　１
３・・・メッキ層、　１４・・・金属製ツール、　１５・・・加工済みバンプ、　１６・
・・キャピラリ、　１７・・・球状のワイヤ、　１８・・・トーチ棒、　１９、２５・・
・スタッドバンプ、　２０、２１・・・フォトレジスト、　２２・・・加工済みメッキバ
ンプ、　２３・・・チップ保持用接着剤、　１０４・・・スタッドバンプ（平坦化処理な
し）、　１０９・・・金属粒子、　１１１・・・フィルムかしめ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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