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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板搭載面を有していて、かつ上側に位置する第１の金型と、当該第１の金型と対向す
る第２の金型とを具える封止装置であって、当該第２の金型の前記基板搭載面との対向面
には、前記基板搭載面の第１中心点と対向する第２中心点に頂点又は頂面が位置する、前
記第１の金型側に向かう凸状の突出部が設けられているとともに、当該突出部の前記頂点
を含む領域又は前記頂面には樹脂配置領域が設けられている封止装置を準備する工程と、
　チップ形成領域と該チップ形成領域を囲む周辺領域とを有していて、前記チップ形成領
域に設けられている再配線層及び該再配線層に接続される柱状電極が設けられている第１
の主表面と、該第１の主表面と対向する第２の主表面とを有している半導体基板を準備す
る工程と、
　前記第１の主表面を、前記樹脂配置領域に対向させて、前記半導体基板を前記第１の金
型に保持させる工程と、
　離型フィルムを、前記第２の金型の前記樹脂配置領域上に位置するように前記第２の金
型上に載置する工程と、
　前記第１の金型及び第２の金型を加熱する工程と、
　前記離型フィルム上に、封止樹脂材料を載置する工程と、
　前記第１の金型及び前記第２の金型を、互いに接触させて型締めして、該第１及び第２
の金型により画成されるキャビティを形成する工程と、
　前記キャビティ内を減圧しつつ、前記封止樹脂材料が溶融した溶融樹脂を前記第１の主
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表面に接触させて封止部を形成する工程と
を含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記封止装置を準備する工程は、前記第２の金型の前記突出部は、前記第２中心点を同
心とする複数の円柱部が、その表面積が上段に向かうほど小さくなるように階段状に積み
重なった形状に構成されており、最上段の円柱部の表面が前記樹脂配置領域とされている
封止装置を準備する工程であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項３】
　前記封止装置を準備する工程は、前記第２の金型の前記突出部は、前記第２中心点を同
心とする頂面が相似形である複数の四角柱部が、当該頂面の面積が上段に向かうほど小さ
くなるように階段状に積み重なった形状に構成されており、最上段の前記四角柱部の表面
が前記樹脂配置領域とされている封止装置を準備する工程であることを特徴とする請求項
１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記封止装置を準備する工程は、前記第２の金型の前記突出部は、前記第２中心点に前
記頂点が位置する曲面により形成されていて、当該頂点に前記樹脂配置領域が位置する封
止装置を準備する工程であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記封止樹脂材料を載置する工程は、円柱状樹脂部を放射状に囲んで配置されている複
数の放射状樹脂部をさらに含む前記封止樹脂材料を載置する工程であることを特徴とする
請求項１～４のいずれか一項に記載の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、特にＷ－ＣＳＰ（Ｗａｆｅｒ　Ｌｅｖｅｌ　Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚ
ｅ Ｐａｃｋａｇｅ）構造を有する半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウェハから切り出された半導体チップと同等のサイズのパッケージは、一般に、
ＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）と呼ばれている。また、半導体ウェハに
形成されている半導体チップに対して、半導体ウェハ状態のままパッケージングを行うＣ
ＳＰはＷ－ＣＳＰと呼ばれている。
【０００３】
　Ｗ－ＣＳＰの製造方法における封止工程については、金型を使用する樹脂封止工程が知
られている。
【０００４】
　半導体素子が形成された基板を第１の金型と第２の金型とからなる分割金型を用いて、
基板面に均一な成型圧を供給しつつ、樹脂封止を行うことを可能とする半導体装置の製造
方法が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　この特許文献に開示されている封止工程は、具体的には、以下の工程を含んでいる。
【０００６】
　すなわち、第１の金型に基板を配置する基板配置工程と、基板上に封止用の樹脂を供給
する樹脂供給工程と、第１の金型の加圧面と第２の金型の加圧面とを近づけて樹脂に成型
圧を加える際に、樹脂を順次外方に流動するように加圧して、基板を樹脂により封止する
樹脂層形成工程とを含んでいる。
【特許文献１】特開２００１－１８５５６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　金型を用いるＷ－ＣＳＰの上述したような封止工程において、例えば下型上に載置され
ている半導体ウェハ上に、直接的に樹脂を載せる工程を含む場合には、かかる樹脂がウェ
ハ上に形成されている柱状電極を変形させてしまうおそれがある。
【０００８】
　また、金型内に空気だまりが発生し易く、これに起因してボイドが発生するおそれがあ
る。このボイドの発生の結果として、製造される半導体装置の歩留まりが低下してしまう
場合がある。
【０００９】
　そこで、この発明の目的は、柱状電極の変形を防止するとともに、簡易な工程で、封止
部によるボイドの発生を効果的に防止することができる半導体装置の製造方法、特にＷ－
ＣＳＰの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明の半導体装置の製造方法は、主として以下の工程を含んでいる。
【００１１】
　すなわち、（１）基板搭載面を有していて、かつ上側に位置する第１の金型と、第１の
金型と対向する第２の金型とを具える封止装置であって、第２の金型の基板搭載面との対
向面には、基板搭載面の第１中心点と対向する第２中心点に頂点又は頂面が位置する、第
１の金型側に向かう凸状の突出部が設けられているとともに、突出部の頂点を含む領域又
は頂面には樹脂配置領域が設けられている封止装置を準備する。
【００１２】
　（２）チップ形成領域と該チップ形成領域を囲む周辺領域とを有していて、チップ形成
領域に設けられている再配線層及びこの再配線層に接続される柱状電極が設けられている
第１の主表面と、第１の主表面と対向する第２の主表面とを有している半導体基板を準備
する。
【００１３】
　（３）第１の主表面を、樹脂配置領域に対向させて、半導体基板を第１の金型に保持さ
せる。
【００１４】
　（４）離型フィルムを、第２の金型の樹脂配置領域上に位置させて第２の金型上に載置
する。
【００１５】
　（５）第１の金型及び第２の金型を加熱する。
【００１６】
　（６）離型フィルム上に封止樹脂材料を載置する。
【００１７】
　（７）第１の金型及び第２の金型を、互いに接触させて型締めして、第１及び第２の金
型により画成される気密のキャビティを形成する。
【００１８】
　（８）キャビティ内を減圧しつつ、封止樹脂材料が溶融した溶融樹脂を第１の主表面に
接触させて封止部を形成する。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明の半導体装置の製造方法によれば、キャビティを真空引きする際に、半導体基
板が上側の金型に保持されていて封止樹脂材料とは離間しているため、柱状電極に樹脂が
接触しないので、封止工程における柱状電極の変形を効果的に防止することができる。
【００２２】
　また、この発明の半導体装置の製造方法によれば、柱状電極と対向して、封止樹脂材料
が載置される側の金型に凸状に突出する突出部を設けて、中心点が最も高くなるように段
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差（傾斜）を設けた封止装置を用いる。よって、封止工程時に、溶融した溶融樹脂を、半
導体基板の中心側から端縁側に向かって放射状に、より効率的に拡散させることができる
。従って、溶融樹脂を、ボイドの発生を防止しつつ半導体基板全面に、より均一に拡散さ
せることができる。
【００２３】
　また、封止樹脂材料を、第１円柱状樹脂部、この第１円柱状樹脂部上に位置する第２円
柱状樹脂部を含む形状に成形して封止工程を行えば、溶融した溶融樹脂を、半導体基板の
中心側から端縁側に放射状に、ボイドの発生を防止しつつより均一に拡散させることがで
きる。従って、信頼性の高い半導体装置を、歩留まりよく製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して、この発明の実施の形態につき説明する。なお、図面には、この
発明が理解できる程度に各構成成分の形状、大きさ及び配置関係が概略的に示されている
に過ぎず、これによりこの発明が特に限定されるものではない。
【００２６】
　また、以下の説明において、特定の材料、条件及び数値条件等を用いることがあるが、
これらは単なる好適例の１つに過ぎず、従って、何らこれらに限定されない。また、以下
の説明に用いる各図において、同様の構成成分については同一の符号を付して示し、その
重複する説明を省略する場合もあることを理解されたい。
【００２７】
　［半導体装置の構成例］
　まず、この発明の製造方法を適用して好適な半導体装置１０の構成例について、図１を
参照して説明する。
【００２８】
　図１（Ａ）は、半導体装置（半導体チップとも称する。）１０を上方から見た、構成要
素の配置関係を説明するための透過的な平面図である。形成されている配線構造の理解を
容易にするために、その上面側の封止部の図示を省略して示してある。図１（Ｂ）は、封
止部を含む半導体装置の図１（Ａ）のＩ－Ｉ’で示した一点鎖線で切断した切り口を示す
模式的な図である。
【００２９】
　半導体装置１０は、いわゆるＷ－ＣＳＰ形態を有している。半導体基板１２には、ウェ
ハプロセスにより、回路素子、すなわち所要の回路素子の構成領域が形成されている。な
お、図１（Ａ）及び（Ｂ）において、回路素子の構成領域が形成されている基板領域を符
号１４で示してあり、また、以下の説明において、この基板領域を単に素子領域１４と称
する。素子領域１４は、一般に、ＬＳＩなどの集積回路を有する複数の能動素子が作り込
まれている。以下の説明では、半導体基板１２にこのような素子領域１４が形成されてい
る構造体を半導体本体１３と称する。この半導体本体１３において、素子領域１４の表面
１４ａを、半導体本体１３の表面とする。また、通常は、この素子領域１４の平面形状は
矩形（正方形或いは長方形、以下同様）である。
【００３０】
　素子領域１４には、一般に、複数の能動素子が協働して所定の機能を発揮できるように
多層の配線構造（図示せず。）が形成されている。
【００３１】
　素子領域１４上には前述の回路素子及び配線構造に接続される複数の電極パッド（以下
、回路素子接続用パッドとも称する。）１８が設けられていて半導体本体１３と電極パッ
ド１８と配線構造３０とで半導体基板（以下、半導体ウェハとも称する。）１１を構成し
ている。
【００３２】
　図１に示す構成によれば、複数の回路素子接続用パッド１８は、隣接する回路素子接続
用パッド１８同士のピッチが同一となるように、素子領域１４の矩形状の表面領域中の外
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周側領域に沿って一列に設けられている。
【００３３】
　回路素子接続用パッド１８に囲まれる、半導体ウェハ１１の素子領域１４に対応する矩
形の平面領域中の中心側領域には複数の外部端子３２が配置されている。ここでいう中心
側領域とは、平面的に見た場合に、回路素子接続用パッド１８の配列の内側に相当する領
域である。
【００３４】
　複数の外部端子３２は、隣接する外部端子３２同士のピッチが同一となるように設けら
れている。
【００３５】
　複数の外部端子３２は、複数の回路素子接続用パッド１８と、いわゆるファンイン方式
の複数の配線構造３０によって、電気的に接続されている。
【００３６】
　図１（Ｂ）に示すように、半導体本体１３上には、パッシベーション膜２０が、回路素
子接続用パッド１８の一部分を露出させて設けられている。このパッシベーション膜２０
上には、絶縁膜２２が形成されている。
【００３７】
　絶縁膜２２は、回路素子接続用パッド１８の一部分を露出させて設けられている。この
絶縁膜２２から露出している回路素子接続用パッド１８には配線が接続されている。
【００３８】
　配線構造３０は、外部端子３２と電気的に接続される柱状電極（ポスト電極とも称され
る。）２８及び柱状電極２８と回路素子接続用パッド１８を電気的に接続する再配線層２
４とを含んでいる。なお、この再配線層２４の一部分を柱状電極用パッド２６としてあり
、柱状電極２８をこの柱状電極用パッド２６と電気的に接続してある。
【００３９】
　配線構造３０、すなわち再配線層２４が形成されている絶縁膜２２上には、柱状電極２
８を埋め込み、柱状電極２８の頂面を露出させて、封止部３４が設けられている。
【００４０】
　柱状電極２８の、封止部３４から露出した頂面には、例えば半田ボールである上述した
外部端子３２が設けられている。
【００４１】
　［半導体装置の製造方法］
　次に、図１（Ａ）及び（Ｂ）を参照して説明した半導体装置１０の製造方法について、
図２（Ａ）及び（Ｂ）並びに図３（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を参照して概略的に説明する
。
【００４２】
　この発明の半導体装置１０は、半導体基板１２にマトリクス状に、複数個が配列されて
形成される。
【００４３】
　まず、図２（Ａ）及び（Ｂ）を用いて、この発明の半導体装置１０の製造工程を半導体
ウェハ１１から切り出して個片化するための個片化工程と関連付けて説明する。
【００４４】
　図２（Ａ）は、いわゆるウェハプロセスが終了し、かつ個片化が行われていない状態の
半導体ウェハ１１を上方から見た概略的な平面図である。図２（Ｂ）は、個片化されたと
きに半導体装置１０となるべき構造体が、半導体ウェハ１１中に占める領域関係を説明す
るために、図２（Ａ）の一部領域を拡大して示した概略的な平面部分拡大図である。
【００４５】
　図２（Ａ）及び（Ｂ）に示したように、半導体ウェハ１１には、複数のスクライブライ
ンＬ１が格子状に形成されている。これらスクライブラインＬ１によって区画される矩形
状の領域のそれぞれに、半導体装置１０が形成されている。
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【００４６】
　半導体ウェハ１１の平面的な全体形状は、通常はほぼ円形であり、その外周に沿って、
半導体装置１０が形成されていない部分領域である周辺領域１１ｄが存在している。この
周辺領域１１ｄに囲まれる半導体ウェハ１１の部分領域が、半導体装置１０が形成される
チップ形成領域１１ｃである。
【００４７】
　次に、この図２（Ａ）において、ドットパターンを付与して示した半導体装置１０の周
辺を拡大して図２（Ｂ）に示す。図２（Ｂ）において、スクライブラインを符号Ｌ１を付
与して示してある。スクライブラインＬ１によって区画される領域のそれぞれが、個片化
された後に半導体装置１０となる。
【００４８】
　すなわち、半導体装置１０は、第１スクライブラインＬ１に沿って、半導体ウェハ１１
から切り出されて個片化されることで得られる。
【００４９】
　次に半導体装置１０の製造方法につき図３を参照して概略的に説明する。
【００５０】
　図３（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、製造工程図であって、１つの半導体装置の構造体を
代表として示してある。なお、各図は、製造工程段階で得られた構造体を図１（Ｂ）で示
した構成と同様の切り口で概略的に示してある。
【００５１】
　図３（Ａ）に示すように、例えばシリコン（Ｓｉ）ウェハである半導体基板１２を準備
する。半導体基板１２には、通常のウェハプロセスにより、複数の能動素子等を含む回路
素子が作り込まれている素子領域１４を有している。
【００５２】
　素子領域１４の表面１４ａ上に、例えばＡｌ（アルミニウム）を含む合金、Ａｕ（金）
を含む合金、及びＣｕ（銅）を含む合金のうちから選択された一種の合金を材料として構
成される回路素子接続用パッド１８を形成する。
【００５３】
　次いで、半導体基板１２の上側に、例えばシリコン窒化膜（ＳｉＮ）を用いて構成され
るパッシベーション膜２０を、膜厚０．５～１．０μｍ程度で形成する。
【００５４】
　このパッシベーション膜２０には、回路素子接続用パッド１８の一部分を露出させる開
口部２１、すなわち窓を形成する。
【００５５】
　次に、従来既知のスピンコート法（スピン塗布法）により、パッシベーション膜２０上
に、例えば絶縁材料であるポリイミドを、厚み１０μｍ程度でコーティングして、絶縁膜
２２を形成する。絶縁膜２２には、回路素子接続用パッド１８の一部分を露出させる開口
部２３を形成する。この絶縁膜２２の露出した表面は、素子領域１４の表面１４ａと平行
な面である。
【００５６】
　次に、回路素子接続用パッド１８に接続され、開口部２３から絶縁膜２２上へ導出され
る配線構造３０を形成し、図３（Ｂ）に示す構造体、すなわち、半導体ウェハ１１を得る
。なお、既に説明したとおり、この配線構造３０の一部分は柱状電極用パッド２６として
供する。
【００５７】
　この配線構造の形成にあたり、開口部２３から導出される再配線層２４を絶縁膜上に形
成する。引き続き、形成された再配線層２４上に、柱状電極２８を形成する。
【００５８】
　この柱状電極２８の形成は、公知のホトリソグラフィ技術によりパターン化されたレジ
ストマスクをマスクとして用いて、例えば導体である銅（Ｃｕ）を従来公知の方法により
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メッキした後、いわゆるリフトオフ法によりレジストマスクを除去する工程として形成す
ることができる。
【００５９】
　また、この柱状電極２８は、絶縁膜２２の表面に対して垂直方向に形成され、かつその
横断面形状が円となる円柱状とするのが好適である。
【００６０】
　このようにして、半導体本体１３、パッシベーション膜２０、回路素子接続用パッド１
８、絶縁膜２２及び配線構造３０を有する半導体ウェハ１１が形成される。
【００６１】
　その後、図３（Ｃ）に示すように、柱状電極２８を封止することができる量の例えば、
エポキシ系のモールド樹脂を用いて、半導体ウェハ１１上に封止部３４を形成する（詳細
については後述する。）。
【００６２】
　次いで、グラインド（研削）工程を行って柱状電極２８の頂面を、封止部３４から露出
させる。
【００６３】
　最後に、以上の工程によりパッケージングが終了した状態の半導体ウェハ１１を、図２
（Ｂ）に示して既に説明したスクライブラインＬ１に沿って研削、切断することで半導体
チップに個片化する。
【００６４】
　このようにして、図１を用いて説明した構造を有する半導体装置１０を１枚のウェハか
ら複数個製造することができる。
【００６５】
　以下、この発明の半導体装置の製造方法における封止工程及びかかる封止工程に使用さ
れる封止装置の構成につき説明する。
【００６６】
　金型の構成例（１）
　まず、図４及び図５を使用して、この発明の半導体装置の製造方法に適用して好適な封
止装置（金型）の構成例につき説明する。
【００６７】
　図４（Ａ）は、第１の金型を水平状態（使用状態）に設置してその下面側（クランプ側
と称する。）を見た概略的な平面図であり、図４（Ｂ）は、同様に第２の金型を水平状態
に設置してその上面側から見た概略的な平面図である。
【００６８】
　図５は、第１及び第２の金型を上下方向に対向させて配置した封止装置設置状態として
示す概略的な図である。図５において、第１及び第２の金型１００及び２００は、図４（
Ａ）及び（Ｂ）に示したＩ－Ｉ’及びＩＩ－ＩＩ’一点鎖線で切断した切り口でそれぞれ
示してある。
【００６９】
　図５に示すように、この発明の半導体装置の製造方法に使用して好適な封止装置３００
は、第１の金型１００と第２の金型２００とを具えている。第１の金型１００は、第２の
金型２００の上側に、第２の金型２００と対向するように設けられている。
【００７０】
　これら第１の金型１００及び第２の金型２００のいずれか一方又は双方には、これらを
互いに対向させた状態で、これらの相対距離を調節するための金型昇降機構が設けられて
いる（図示しない。）この金型昇降機構により、第１及び第２の金型は型締めされ、第１
の金型１００及び第２の金型２００により、気密にされた空隙（以下、単にキャビティと
称する。）が形成される（詳細は後述する。）。このとき、上述した金型昇降機構により
、このキャビティを維持した状態で、型締めされた第１及び第２の金型を昇降させること
ができる。このキャビティには、キャビティ内の雰囲気を真空引きするためのキャビティ
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吸排気手段が吸気又は排気自在に接続されている。
【００７１】
　第１の金型１００は、平板状の第１基部１２０を有している。この第１基部１２０の下
面側には基板接触領域（以下、基板搭載面とも称する。）１２０ａが設定されている。基
板搭載面１２０ａは、半導体ウェハ形状及びサイズに応じた、例えば略円形の形状を有し
ている。この基板搭載面１２０ａの中心点を、以下、第１中心点Ｃ１と称する。
【００７２】
　第１基部１２０には、半導体ウェハを通すことができる間隔を維持しつつ、第１基部１
２０の外周に沿って囲むように、支持アーム１１２が取り付けられている。この例では、
第１基部１２０を貫通させて６つの支持アーム１１２を取り付けてある。この支持アーム
１１２は、油圧シリンダ等の伸縮自在な機能部材により構成される。
【００７３】
　支持アーム１１２の下端側には、クランプ１１０が設けられている。支持アーム１１２
の下端部は、クランプ１１０を貫いてこれに固着されている。
【００７４】
　図４（Ａ）に示すように、クランプ１１０には、支持すべき半導体ウェハの形状に合わ
せた開口部１１４が形成されている。クランプ１１０の開口部１１４の周端に沿って開口
部１１４をリング状に囲む、所定幅の開口周辺領域は、基板支持領域１１０ａとして設定
される。
【００７５】
　この基板支持領域１１０ａは、図２を用いて説明した半導体ウェハ１１の周辺領域１１
ｄに対応する領域であるので、半導体ウェハ及びこの半導体ウェハに設定される周辺領域
に合わせて、開口部１１４の大きさを設定することにより、任意好適な範囲の開口周辺領
域を、基板支持領域１１０ａとして設定すればよい。
【００７６】
　第２の金型２００は、第２基部２１０を含んでいる。この第２基部２１０の中央部には
、ステージ２２０が設けられている。ステージ２２０は、第１の金型１００が具えるクラ
ンプ１１０の開口部１１４と対向配置されている。すなわち、ステージ２２０の第１の金
型１００と対向する側の表面２２０ａは、基板搭載面１２０ａと対向する側の対向面であ
る。ステージ２２０は、第２基部２１０とは独立して昇降可能とされている。
【００７７】
　この発明の封止装置が具える金型は、特に第２の金型２００の形状に特徴を有している
。第２の金型２００は、既に説明した第１の金型１００の基板搭載面１２０ａの第１中心
点Ｃ１と対向する第２中心点Ｃ２を有している。
【００７８】
　第２の金型２００は、ステージ２２０の対向面２２０ａ上に、第１の金型１００側に向
かって凸状の突出部２３０を有している。この突出部２３０は、第２中心点Ｃ２に頂点又
は頂面を一致させてある。突出部２３０は、この例では複数段の円柱部が段状に積層され
て構成されている。
【００７９】
　突出部２３０は、この例では３段の径の異なる円柱部、すなわち最大径を有する第１円
柱部２３２、この第１円柱部２３２よりも小さな径を有する第２円柱部２３４、この第２
円柱部２３４よりもさらに小さな径を有する第３円柱部２３６を含んでいる。第１円柱部
２３２、第２円柱部２３４及び第３円柱部２３６は、第２中心点Ｃ２を同心として、これ
らの径、すなわちその表面積が上段に向かうほど小さくなるように階段（ピラミッド）状
に積み重なった形状の突出部２３０として構成される。
【００８０】
　突出部２３０の頂点を含む領域又は頂面、すなわちこの例では最上段に位置する第３円
柱部２３６の表面２３６ａは、封止工程において封止樹脂材料が配置される樹脂配置領域
２３０ａになる（詳細は後述する。）。
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【００８１】
　ステージ２２０の表面２２０ａから突出部２３０の最高点（頂点又は頂面）である樹脂
配置領域２３０ａ（第２中心点Ｃ２）までの高さＨ１は、任意好適なものとできるが好ま
しくは２００μｍ程度とするのがよい。
【００８２】
　突出部２３０を構成する複数の円柱部の段数（個数）は、多ければ多いほどよい。この
例では、突出部２３０を、径の異なる３段の円柱部により構成する例を説明したが、径の
異なる２段以上の円柱部により構成してもよい。突出部２３０は、好ましくは２段から４
段の径の異なる円柱部により、階段ピラミッド状に構成するのがよい。
【００８３】
　各円柱部の高さＨ２、Ｈ３及びＨ４それぞれは、好ましくは例えば５０μｍ～１００μ
ｍの範囲内とするのがよい。高さＨ２、Ｈ３及びＨ４は、互いに異なる高さとすることが
でき、また互いに同一の高さとすることもできる。
【００８４】
　また、第２基部２１０には複数の吸排気孔２１２が設けられている。これら吸排気孔２
１２は、ステージ２２０を囲むように配置されている。この吸排気孔２１２には、第２基
部２１０及びステージ２２０上に載置される離型フィルム（製造工程の説明において詳述
する。）を吸着するための吸排気機構２４０が接続されて設けられている。この吸排気機
構２４０は、例えば、真空ポンプと、この真空ポンプと吸排気孔２１２とを接続する配管
により構成される。例えば、第２の金型２００、すなわち第２基部２１０及びステージ２
２０のいずれか一方又は双方を、マイクロスケールの孔を多数有するポーラス材により構
成するのも好適である。この場合には、第２基部２１０及びステージ２２０のいずれか一
方又は双方に吸排気機構２４０を接続する構成とすればよい。
【００８５】
　ステージ２２０の形状は、好ましくは開口部１１４の形状と同一形状とするのがよい。
ステージ２２０の平面サイズは、開口部１１４の大きさよりも若干小さくするのがよい。
【００８６】
　ステージ２２０は、ステージ昇降機構２２２を具えている。このステージ昇降機構２２
２は、ステージ２２０を昇降自在に昇降させる。ステージ昇降機構２２２は、例えば油圧
シリンダ、サーボモータ等により構成するのがよい。
【００８７】
　金型の構成例（２）
　この発明の金型の他の構成例につき、図面を参照してさらに説明する。なお、上下方向
の上側に位置する第１の金型については、既に説明した構成と何ら変わるところがないた
め、第２の金型についてのみ説明する。また、構成例（１）と同様の構成については、同
一の符号を付してその詳細な説明を省略する場合もある。
【００８８】
　図６（Ａ）は、第２の金型を水平状態に設置してその上面側から見た概略的な平面図で
あり、図６（Ｂ）は、図６（Ａ）のＩ－Ｉ’で示した一点鎖線で切断した切り口を示す模
式的な図である。
【００８９】
　第２の金型２００は、ステージ２２０の第１の金型１００との対向面上に第１の金型１
００に向かう凸状の突出部２３０を有している。突出部２３０は、この例では複数段の角
柱部により構成されている。この例では角柱部の平面形状を矩形（正方形）としてある。
【００９０】
　突出部２３０は、この例では３段の角柱部を含んでいる。これら角柱部それぞれは、相
似の表面形状を有していて、かつ第１の金型１００との対向面である頂面の表面積の大き
さを異なるものとしてある。この例では、最大の表面積を有する第１角柱部２３１、この
第１角柱部２３１よりも小さな表面積を有する第２角柱部２３３、この第２角柱部２３３
よりもさらに小さな表面積を有する第３角柱部２３５を含んでいる。第１角柱部２３１、
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第２角柱部２３３及び第３角柱部２３５は、第２中心点Ｃ２を同心として、これらの表面
積が上段に向かうほど小さくなるように階段（ピラミッド）状に積み重なった形状の突出
部２３０として構成される。
【００９１】
　この例では最上段に位置する第３角柱部２３５の表面２３５ａは、封止工程において封
止樹脂材料が配置される樹脂配置領域２３０ａになる（詳細は後述する。）。
【００９２】
　ステージ２２０の表面２２０ａから突出部２３０の最高点（頂点又は頂面）である樹脂
配置領域２３０ａまでの高さＨ１は、任意好適なものとできるが好ましくは２００μｍ程
度とするのがよい。
【００９３】
　突出部２３０を構成する複数の角柱部の段数（個数）は、多ければ多いほどよい。この
例では、突出部２３０を、異なる面積の３段の角柱部により構成する例を説明したが、２
段以上である任意好適な段数の角柱部により構成してもよい。突出部２３０は、好ましく
は２段から４段の表面積の異なる角柱部により、階段ピラミッド状に構成するのがよい。
【００９４】
　このとき、各角柱部の高さＨ２、Ｈ３及びＨ４は、好ましくは例えば５０μｍ～１００
μｍの範囲内とするのがよい。高さＨ２、Ｈ３及びＨ４は、互いに異なる高さとすること
ができ、また互いに同一の高さとすることもできる。
【００９５】
　金型の構成例（３）
　この発明の金型のさらに他の構成例につき、図を参照して説明する。なお、上下方向の
上側に位置する第１の金型については、既に説明した構成と何ら変わるところがないため
、第２の金型についてのみ説明する。また、既に説明した構成例（１）及び（２）と同様
の構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する場合もある。
【００９６】
　図７（Ａ）は、第２の金型を水平状態に設置してその上面側を見た概略的な平面図であ
り、図７（Ｂ）は、図７（Ａ）のＩ－Ｉ’で示した一点鎖線で切断した切り口を示す模式
的な図である。
【００９７】
　第２の金型２００は、上に凸の突出部２３０を有している。この突出部２３０は、第２
中心点Ｃ２を頂点（最高点）として、第２の金型２００の端縁の全方向に向かって高さが
低くなっていく傾斜を有している。突出部２３０は、この例では、伏せた椀状、すなわち
略球面状の曲面により構成されている。
【００９８】
　突出部２３０の第２中心点Ｃ２及びこの第２中心点Ｃ２を中心とする近傍の、適用され
る封止樹脂材料を載置できる程度の広さの部分領域は、封止工程において封止樹脂材料が
配置される樹脂配置領域２３０ａになる（詳細は後述する。）。この例では樹脂配置領域
２３０ａの平面形状を、任意好適な形状にすることができる。
【００９９】
　ステージ２２０の表面２２０ａから突出部２３０の最高点（頂点）である第２中心点Ｃ
２までの高さＨ１は、任意好適なものとできるが好ましくは２００μｍ程度とするのがよ
い。
【０１００】
　上述した構成を有する金型（第２の金型）の突出部２３０は、ステージ２２０自体を、
機械的に研削することにより、又は放電加工することにより成形加工して得ることができ
る。
【０１０１】
　また突出部２３０は、ステージ２２０とは別体の構成として、上述の例（１）及び（２
）の場合には、円形又は矩形状の平面形状を有している、平板状のプレート（既に説明し
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た円柱部及び角柱部に相当する。）を、ステージ２２０上に複数積層して構成することが
できる。
【０１０２】
　この発明の封止装置の構成によれば、ステージ２２０上に突出部２３０を具えるので、
封止工程において、突出部２３０の第２中心点（頂点）Ｃ２近傍は、封止樹脂材料５０（
溶融樹脂５０’）をより大きな圧力で押圧する。よって、封止樹脂材料５０を、突出部２
３０の傾斜に沿って第２中心点Ｃ２から第２基部２１０方向に、効率的に誘導することが
できる。従って、空気だまりに起因するボイドの発生を効果的に防止することができる。
【０１０３】
　〈封止工程の説明〉
　図８及び図９を参照して、既に説明した金型を用いる封止工程につき説明する。なお、
ここでは既に説明した金型の構成例（１）の構成を有する金型を用いた封止工程につき説
明する。
【０１０４】
　図８（Ａ）及び（Ｂ）は、封止工程を説明するための工程図である。同図において、既
に説明した図１（Ｂ）と同様の断面の切り口を模式的に示してある。
【０１０５】
　図９（Ａ）及び（Ｂ）は、図８に続く工程図である。
【０１０６】
　なお、以下の説明において、半導体ウェハ１１とは、図３（Ｂ）を参照して既に説明し
たように、いわゆるウェハプロセスによって柱状電極２８の形成工程までが終了した構造
体を指すものとする。
【０１０７】
　また、説明を簡略化するために、実際には形成されている素子領域１４、回路素子接続
用パッド１８、パッシベーション膜２０、絶縁膜２２、再配線層２４及び柱状電極用パッ
ド２６については、図示及びその説明を省略し、これらの構造が半導体ウェハ１１に含ま
れるものとして説明する。また、封止装置３００は、第１の金型１００を上下方向の上側
に配置し、かつ第２の金型２００を下側に配置した状態で設置する。
【０１０８】
　また、以下の説明において、図３（Ｂ）に示した構造の絶縁膜２２の表面側を、半導体
ウェハ１１の第１の主表面１１ａとし、この第１の主表面１１ａと対向する面を第２の主
表面１１ｂと定義し、図２（Ａ）に示したように、半導体ウェハ１１には、実際には、個
片化により半導体装置１０となる複数の構造体がマトリクス状に配列されて形成されるが
、図中、個片化により半導体装置１０となる２つの構造体のみを示して説明するものとす
る。
【０１０９】
　まず、図８（Ａ）に示したように、クランプ１１０の基板支持領域１１０ａに半導体ウ
ェハ１１を半導体ウェハ１１の第２の主表面１１ｂを第１基部１２０側に向けて載置する
。この半導体ウェハ１１の載置は、図２に示した半導体ウェハ１１の周辺領域１１ｄを基
板支持領域１１０ａに接触させて行う。このとき、クランプ１１０の開口部１１４内に、
図中上側から下側に向かって、柱状電極２８を突出させる。すなわち、半導体ウェハ１１
の、柱状電極２８が設けられている側の第１の主表面１１ａを開口部１１４から露出させ
る。
【０１１０】
　次いで、クランプ１１０が接続されている支持アーム１１２を短縮することで、第１の
金型１００の基板接触領域１２０ａに半導体ウェハ１１の第２の主表面１１ｂを接触させ
てこの接触状態を保持する。この基板接触領域１２０ａには、例えば、貫通孔及びこれに
接続される配管及び真空ポンプを含む吸着機構を設けておいて、この吸着手段とクランプ
１１０により、半導体ウェハ１１を吸着保持してもよい。
【０１１１】
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　次に、離型フィルム４０を、第２の金型２００上、すなわち第２基部２１０及びステー
ジ２２０上に配置する。
【０１１２】
　この離型フィルム４０には、後の工程で樹脂が載置される領域である樹脂配置領域４０
ａが設定される。この樹脂配置領域４０ａは、第２の金型２００の樹脂配置領域２３０ａ
上に位置するよう設定される。
【０１１３】
　そして、吸排気孔２１２と、これに接続されている吸排気機構２４０により真空引きす
ることで、離型フィルム４０を第２の金型２００に吸着保持する。
【０１１４】
　次に、第１の金型１００と第２の金型２００とを、第１の金型１００の開口部１１４の
輪郭内に第２の金型２００のステージ２２０の輪郭が収まるように、位置合わせする。
【０１１５】
　次いで、第１及び第２の金型のいずれか一方又は双方を、図示されていないヒータ等の
加熱機構により、常法に従って加熱する。この加熱機構は冷却することもできる加熱冷却
機構とすることもできる。
【０１１６】
　次に、この例では離型フィルム４０の樹脂配置領域４０ａ上に、タブレット状に成型さ
れた固形形態の封止樹脂材料５０を載置する。封止樹脂材料５０は、この例に限定されず
、例えば顆粒状のものを使用することもできる。
【０１１７】
　この封止樹脂材料５０は、市販のエポキシ系樹脂を材料として、任意好適な形状に成型
するのが好適である。一般に、エポキシ系樹脂は、１６０℃から１８０℃の範囲で、粘度
が最も低く流動性が高い状態となり、かつこのような状態を長い時間保つことができる。
従って、封止樹脂材料５０として、エポキシ系樹脂を使用する場合には、上述した金型の
加熱温度は、１６０℃から１８０℃の範囲に設定するのがよい。
【０１１８】
　封止樹脂材料５０の量については、適用される半導体ウェハ１１のサイズ、形成される
半導体装置１０の仕様、すなわち、最終的に封止樹脂の占める容積を勘案して決定される
。
【０１１９】
　具体的には、例えば８インチ径の半導体ウェハ１１に封止工程を行うとすると、半導体
ウェハ１１上の封止樹脂により封止されるべき面積と封止樹脂の高さとを乗じ、求められ
た体積（封止樹脂の見かけ上の体積）から柱状電極の占める体積を減じて、体積（真の体
積）として算出する。加えて、一般に、樹脂は硬化処理に基因してその体積が収縮又は膨
張する。従って、この真の体積は、硬化処理による樹脂の体積の収縮又は膨張を考慮して
算出する。このようにして算出された封止樹脂の真の体積に基づいて、重量に換算する。
【０１２０】
　次に、求められた所定重量に相当する顆粒状又は粉体状の封止樹脂材料を、タブレット
状に成型（打錠）する。
【０１２１】
　この成型工程について、以下に説明する。この成型工程には、従来公知のいわゆる簡易
打錠機を使用することができる。従って、簡易打錠機の構成については、その詳細な説明
を省略する。
【０１２２】
　まず、上述の手順により、硬化処理後の体積に基づいて求められた重量の例えば顆粒状
樹脂を、所望の形状の型内に投入する。投入時に顆粒状樹脂が型内に占める体積を１００
％とするとき、好ましくはその３０％から７０％の体積のタブレットとなるように圧縮打
錠する。成型された封止樹脂材料５０の硬さは、好ましくは、例えば、手で保持したとし
ても崩れない程度の硬さとするのがよい。封止樹脂材料５０の形状は、特に限定されない
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が、溶融して半導体ウェハ１１の形状に近い形として、離型フィルム４０上に広がる必要
があるので、好ましくは、円柱形状とするのがよい。
【０１２３】
　封止樹脂材料５０の平面サイズは、任意好適なものとすることができる。封止樹脂材料
５０に加えられる圧力及び加圧時間は、加圧後に封止樹脂材料５０を所定の体積とするこ
とができる任意好適な条件を選択すればよい。
【０１２４】
　次に所定の加熱温度を維持した状態で、第１の金型１００及び第２の金型２００を、第
１の金型１００の開口部１１４の輪郭内に、第２の金型２００のステージ２２０の輪郭が
収まるように位置合わせする。
【０１２５】
　次いで、図８（Ｂ）に示すように、金型昇降機構（図示せず。）により、第１の金型１
００と第２の金型２００とを接触させて型締めする。このとき、金型圧力は、樹脂漏れが
起こらない範囲とすればよい。具体的には、１０ｔ（トン）（９８０００Ｎ）～６０ｔ（
５８８０００Ｎ）程度とすればよい。このようにして、第１の金型１００及び第２の金型
２００、すなわち、クランプ１１０と第２基部２１０とにより、キャビティ６０が画成さ
れる。
【０１２６】
　図８（Ｂ）に示した、型締め時のキャビティ６０の高さｈは、第１及び第２の金型１０
０及び２００により規定される。この高さｈには、半導体ウェハ１１の厚みが含まれる。
【０１２７】
　また、柱状電極２８の頂面と離型フィルム４０との距離ｈ０は、封止樹脂材料５０の最
大厚みｈ１よりも大きな距離となるように設定するか、或いは封止樹脂材料５０の最大厚
みｈ１が、柱状電極２８の頂面と離型フィルム４０との距離ｈ０よりも小さくなるように
、設定すればよい。
【０１２８】
　次いで、所定の加熱温度を維持した状態で、キャビティ６０に吸気又は排気自在に接続
されているキャビティ吸排気手段（図示せず。）により、キャビティ６０内を、ボイドの
発生を考慮して、最大でも１３３．３Ｐａ（パスカル）（１ｔｏｒｒ）程度と設定される
所定の真空度まで減圧する。
【０１２９】
　図９（Ａ）に示すように、真空度が上昇するにつれて、封止樹脂材料５０は、徐々に溶
融して、樹脂配置領域２３０ａ及び第２基部２１０の形状に沿って、離型フィルム４０の
表面全面を覆うように、徐々に広がっていく。図中、封止樹脂材料５０が完全に溶解した
状態を溶融樹脂５０’として示してある。
【０１３０】
　所定の真空度に至るまでの時間は、樹脂の硬化が始まるタイミングを考慮して、少なく
とも溶融樹脂５０’の硬化が始まる前までに所定の真空度に至るように調節する。
【０１３１】
　上述したように封止樹脂材料５０としてエポキシ系樹脂を使用する場合には、ボイドの
発生（溶融樹脂５０’が硬化し始める時間）を考慮して、離型フィルム４０上に封止樹脂
材料５０を載せてから５秒以内に所定の真空度に至るようにするのがよい。
【０１３２】
　この減圧を開始するタイミングとほぼ同一のタイミングで、図９（Ｂ）に示すように、
ステージ２２０を、ステージ昇降機構２２２を作動させてキャビティ６０内の空気だまり
（間隙）が消失するまで徐々に上昇させるか、又はステージ２２０を固定した状態で第１
及び第２の金型を上述した金型昇降機構により、下降させてキャビティ６０内の空気だま
り（間隙）を消失させる。結果として、溶融樹脂５０’は、第１の主表面１１ａに接触し
てこれに接着される。
【０１３３】
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　このとき、突出部２３０の第２中心点（頂点）Ｃ２近傍は、封止樹脂材料５０（溶融樹
脂５０’）をより大きな圧力で押圧する。よって、封止樹脂材料５０は、突出部２３０の
傾斜に沿って、第２中心点Ｃ２から第２基部２１０側へ向けて、放射状に押し出される。
従って、キャビティ６０の中心から端縁にわたるキャビティ６０内全域に、封止樹脂材料
５０をより効率的に拡散させることができるため、キャビティ６０内の空気だまりに起因
するボイドの発生を効果的に防止することができる。
【０１３４】
　キャビティ６０内は、封止部中にボイドの形成が実質的に防止される所定の真空度まで
減圧される必要がある。従って、キャビティ６０がこの所定の真空度に至るまでの時間は
、ステージ２２０を上昇させるか又は第１及び第２の金型を下降させるかして、キャビテ
ィ６０内の空気だまりを完全に消失させるまでの時間よりも短く設定するのが好ましい。
換言すると、キャビティ６０内が所定の真空度に到達するまでに要する時間に、ステージ
２２０を上昇するか又は第１及び第２の金型を下降する距離は、溶融樹脂５０’と第１の
主表面１１ａとの距離よりも短く設定するのがよい。
【０１３５】
　上述したように、封止樹脂材料５０としてエポキシ系樹脂を用いた場合には、さらに加
熱することで、溶融樹脂５０’の硬化を行う。この硬化処理は、選択された封止樹脂材料
に応じた任意好適な工程とするのがよい。この硬化処理により、溶融樹脂５０’は、封止
部として形成される。
【０１３６】
　この発明の半導体装置の製造方法（封止方法）によれば、第２の金型２００上の一部領
域、すなわち突出部２３０上に載置される封止樹脂材料５０を溶融させる際に、特にキャ
ビティ６０の中心部に位置する突出部２３０が、より大きな圧力で封止樹脂材料５０（溶
融樹脂５０’）を押圧するため、封止樹脂材料５０をより効率的、かつ迅速にキャビティ
６０の中心部から端縁側に誘導して拡散させることができる。従って、溶融樹脂５０’を
キャビティ６０の端縁側により容易に至らせることができるので、キャビティ６０内の空
気だまりに起因する封止部におけるボイドの発生をより効果的に防止することができる。
また、この発明の封止方法によれば、より短時間で歩留まりよくかつ高精度に封止部を形
成することができる。
【０１３７】
　封止樹脂（溶融樹脂）の硬化処理が終了した後、第１及び第２の金型１００及び２００
の型締めを解除して、半導体ウェハ１１を第１の金型１００及び離型フィルム４０から剥
離する。
【０１３８】
　次いで、硬化後の余分な封止樹脂（封止部）をグラインド工程により研削して、柱状電
極２８の頂面を露出させて、外部端子を形成する。
【０１３９】
　最後に個片化工程を行って、複数個の半導体装置１０を得る。
【０１４０】
　（実施例）
　既に説明したこの発明の封止方法の実施例（効果確認試験）につき、図１０を参照して
説明する。
【０１４１】
　図１０（Ａ）は、封止樹脂材料が載置された第２の金型の概略的な平面図であり、図１
０（Ｂ）は、図１０（Ａ）に示したＩＩ－ＩＩ’一点鎖線で切断した切り口を示す概略図
である。
【０１４２】
　この例の第２の金型２００のステージ２２０は、第１円柱部２３２及びこの第１円柱部
２３２より小さい径を有する第２円柱部２３４を含む突出部２３０を具えている。
【０１４３】
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　なお、これら第１円柱部２３２及び第２円柱部２３４は、この例では正円形状に切り抜
いた紙片により構成した。この紙片は、半導体装置が製造されるクリーンルーム内での使
用が想定されていて、無塵対策が施されたいわゆるクリーンペーパを用いて形成した。こ
のようなクリーンペーパは市販されている。
【０１４４】
　すなわち、第１円柱部２３２の厚みｈ３と第２円柱部２３４の厚みｈ４は、等しくされ
ている。
【０１４５】
　これら第１及び第２円柱部２３２及び２３４は、ステージ２２０上に、それぞれの平面
形状（正円）における中心が第２の金型２００の中心点Ｃ２に一致するように、かつ径の
大きな第１円柱部２３２が下側に位置するよう積層されて載置した。
【０１４６】
　これら第１及び第２円柱部２３２及び２３４並びにステージ２２０の露出面上には、離
型フィルム４０を配置した。
【０１４７】
　この離型フィルム４０上には、封止樹脂材料５０を載置した。
【０１４８】
　ここで、表１を参照して、結果につき説明する。
【０１４９】
　表１は、第２の金型２００の形状、すなわち、第１及び第２円柱部２３２及び２３４の
存在と、ボイド発生数及びボイド発生率（％）の関係を示す表である。
【０１５０】
　なお、封止工程は径（φ）８インチの半導体ウェハを使用して実施した。また、封止樹
脂材料５０は、平面形状が正円である円柱状であり、かつ厚さは１０ｍｍである。
【０１５１】
【表１】

【０１５２】
　このように、第１円柱部（φ１４０ｍｍ又はφ１００ｍｍ）を設けた構成及び第１円柱
部（φ１４０ｍｍ）及び第２円柱部（φ１００ｍｍ）を積層した構成とすれば、ボイド発
生率は従来例と比較して、１／３以下に低減されることがわかる。
【０１５３】
　また、第１円柱部の径ｗ１（φ１４０ｍｍ）及び第２円柱部の径ｗ２（φ１００ｍｍ）
を積層した構成は、第１円柱部（φ１４０ｍｍ又はφ１００ｍｍ）単独とした構成と比較
してもボイド発生率がより低減されていることがわかる。
【０１５４】
　封止樹脂材料の成型構成例
　この発明の封止方法に適用して好適な封止樹脂材料の構成例につき、図１１を参照して
説明する。
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【０１５５】
　図１１（Ａ）は、第２の金型上に載置された封止樹脂材料の概略的な平面図であり、図
１１（Ｂ）は、図１１（Ａ）に示したＩＩ－ＩＩ’一点鎖線で切断した切り口を示す概略
図である。
【０１５６】
　この例の封止樹脂材料５０は、第１円柱状樹脂部５２、この第１円柱状樹脂部５２より
小さい径を有する第２円柱状樹脂部５４及び複数の放射状樹脂部５６を含む３つの部分か
ら成っている。
【０１５７】
　これら第１及び第２円柱状樹脂部５２及び５４は、離型フィルム４０の樹脂配置領域上
に、配置される。
【０１５８】
　このとき、第１及び第２円柱状樹脂部５２及び５４は、それぞれの平面形状における中
心が第２の金型２００の中心点Ｃ２に一致するように、かつ径の大きな第１円柱状樹脂部
５２が下側に位置するよう積層されて載置される。
【０１５９】
　この例の封止樹脂材料５０は、第１円柱状樹脂部５２及び第２円柱状樹脂部５４に加え
て、第１円柱状樹脂部５２を放射状に囲んで配置されている複数の放射状樹脂部５６をさ
らに含んでいる。
【０１６０】
　放射状樹脂部５６は、その厚さを第１及び第２円柱状樹脂部５２及び５４と同様とする
のがよい。その平面形状は、例えば長方形、楕円形といった任意好適な形状とできるが、
この例では一方向に直線状に延在する長軸を有する笹の葉状の形状とした例を示してある
。複数の放射状樹脂部５６の長軸の長さは、好ましくは、いずれも同一の長さとするのが
よい。
【０１６１】
　放射状樹脂部５６の個数は任意好適なものとすることができる。放射状樹脂部５６は、
この例では８個が設けられている。８個の放射状樹脂部５６は、第１円柱状樹脂部５２の
中心を基準にして、８個の放射状樹脂部５６の長軸が互いに４５°の角度をなすように、
互いに等間隔に配置されている。また、この例では第１円柱状樹脂部５２と複数の放射状
樹脂部５６それぞれとは互いに接触させて配置してある。第１円柱状樹脂部５２及び複数
の放射状樹脂部５６それぞれは互いに離間させて配置してもよい。
【０１６２】
　第１円柱状樹脂部５２、第２円柱状樹脂部５４及び複数の放射状樹脂部５６それぞれは
、既に説明した簡易打錠機を用いて個別に形成した後、離型フィルム上に配置すればよい
。
【０１６３】
　上述したように、封止樹脂材料を成型加工して、封止工程を実施すれば、封止樹脂材料
が溶融した溶融樹脂を、より効率的、かつ迅速にキャビティの中心から端縁側に、すなわ
ち半導体基板の中心から端縁側に誘導して拡散させることができる。従って、キャビティ
内の空気だまりに起因して発生する封止部でのボイドの発生をより効果的に防止すること
ができる。また、より短時間で歩留まりよくかつ高精度に封止部を形成することができる
。
【０１６４】
　なお、この例の複数の部分からなる封止樹脂材料は、既に説明した第２の金型の構成に
特徴を有する封止装置を用いる封止工程と組み合わせるのが好適である。このようにすれ
ば、封止工程におけるボイドの発生をより効果的に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】（Ａ）は、半導体装置を上方から見た、構成要素の配置関係を説明するための透
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過的な平面図であり、（Ｂ）は、図１（Ａ）のＩ－Ｉ’で示した一点鎖線で切断した切り
口を示す模式的な断面図である。
【図２】（Ａ）は、半導体ウェハを上方から見た概略的な平面図であり、（Ｂ）は、（Ａ
）の一部領域を拡大して示した概略的な平面部分拡大図である。
【図３】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、半導体装置の製造工程を説明するために、製造中
途の１つの構造体を代表として、図１（Ｂ）と同様に切断した切り口を示す概略図である
。
【図４】（Ａ）は、第１の金型を設置状態において下側（クランプ側）から見た概略的な
平面図であり、（Ｂ）は、同様に第２の金型を設置状態において上側から見た概略的な平
面図である。
【図５】第１及び第２の金型を、図４（Ａ）及び（Ｂ）に示したＩ－Ｉ’及びＩＩ－ＩＩ
’一点鎖線で切断した切り口を封止装置設置状態として示す概略図である。
【図６】（Ａ）は、第２の金型の概略的な平面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）に示したＩ－
Ｉ’一点鎖線で切断した切り口を示す概略図である。
【図７】（Ａ）は、第２の金型の概略的な平面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）に示したＩ－
Ｉ’一点鎖線で切断した切り口を示す概略図である。
【図８】（Ａ）及び（Ｂ）は、封止工程を説明するための模式図である。
【図９】（Ａ）及び（Ｂ）は、封止工程を説明するための図８に続く図である。
【図１０】（Ａ）は、封止樹脂材料の概略的な平面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）に示した
ＩＩ－ＩＩ’一点鎖線で切断した切り口を示す概略図である。
【図１１】（Ａ）は、封止樹脂材料の概略的な平面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）に示した
ＩＩ－ＩＩ’一点鎖線で切断した切り口を示す概略図である。
【符号の説明】
【０１６６】
１０：半導体装置（半導体チップ）
１１：半導体ウェハ
１１ａ：第１の主表面
１１ｂ：第２の主表面
１１ｃ：チップ形成領域
１１ｄ：周辺領域
１２：半導体基板
１３：半導体本体
１４：素子領域
１８：回路素子接続用パッド
２０：パッシベーション膜
２２：絶縁膜
２１、２３：開口部
２４：再配線層
２６：柱状電極用パッド
２８：柱状電極
３０：配線構造
３２：外部端子
３４：封止部
４０：離型フィルム
４０ａ：樹脂配置領域
５０：封止樹脂材料
５０’：溶融樹脂
５２：第１円柱状樹脂部
５４：第２円柱状樹脂部
５６：放射状樹脂部
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６０：キャビティ
１００：第１の金型
１１０：クランプ
１１０ａ：基板支持領域
１１２：支持アーム
１１４：開口部
１２０：第１基部
１２０ａ：基板接触領域
２００：第２の金型
２１０：第２基部
２１２：吸排気孔
２２０：ステージ
２２２：ステージ昇降機構
２３０：突出部
２３０ａ：樹脂配置領域
２３１：第１角柱部
２３２：第１円柱部
２３３：第２角柱部
２３４：第２円柱部
２３５：第３角柱部
２３６：第３円柱部
２４０：吸排気機構
３００：封止装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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