
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の集積回路が形成されてなる半導体基板に、第１の感光性樹脂前駆体で第１の樹脂
層を形成すること、
　前記第１の樹脂層の表面に、複数の第１の凹部を形成すること、
　前記第１の樹脂層上に、いずれかの前記第１の凹部を通るように配線を形成すること、
　前記配線の少なくとも一部を覆うように前記第１の樹脂層上に、第２の感光性樹脂前駆
体で第２の樹脂層を形成すること、
　前記第２の樹脂層の表面に、複数の第２の凹部を形成すること、
　前記第２の樹脂層上に、第３の感光性樹脂前駆体で第３の樹脂層を形成すること、
　前記第３の樹脂層の表面に、複数の第３の凹部を形成すること、及び、
　前記半導体基板を、複数の半導体チップに切断すること、
　を含み、
　前記第１、第２及び第２の凹部の形成を、それぞれ、マスクを使用するフォトリソグラ
フィを適用して行い、
　前記マスクは、前記第１、第２及び第３の感光性樹脂前駆体に、解像力を超える微細パ
ターンの光照射を行うための透過遮蔽パターンを含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の感光性樹脂前駆体は、感光部分が不溶性となるネガ型であり、
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　前記透過遮蔽パターンは、前記配線の厚み以下の幅の遮蔽部を含む半導体装置の製造方
法。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記遮蔽部の幅は、前記第１の樹脂層の厚みの１／４以下である半導体装置の製造方法
。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の凹部の形成後であって前記配線の形成前に、前記第１の樹脂層の前記第１の
凹部の内面を含む表面に粗面処理を行うことをさらに含む半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置及びその製造方法、半導体ウエハ、回路基板並びに電子機器に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
【０００３】
【特許文献１】
特開２００１－１４４２１７号公報
【０００４】
【発明の背景】
近年、ウエハレベルで製造する、いわゆるウエハレベルＣＳＰ（ Chip Scale/ Size Packa
ge）が注目されている。ウエハレベルＣＳＰでは、半導体ウエハに樹脂層を形成し、樹脂
層上に配線を形成し、その後、半導体ウエハを複数の半導体装置にダイシングする。ここ
で、樹脂層と配線の密着性は、信頼性を高める上で重要である。
【０００５】
本発明の目的は、半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器に関して、信頼
性を高めることにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
（１）本発明に係る半導体装置の製造方法は、複数の集積回路が形成されてなる半導体基
板に、樹脂層を形成すること、
前記樹脂層の表面に、複数の凹部を形成すること、
前記樹脂層上に、いずれかの前記凹部を通るように配線を形成すること、及び、
前記半導体基板を、複数の半導体チップに切断すること、
を含み、
それぞれの前記凹部を、その開口幅が前記配線の厚みよりも小さく、１μｍ以上の深さを
有するように形成する。本発明によれば、配線を、樹脂層の凹部を通るように形成するの
で、樹脂層と配線の密着性が向上する。
（２）この半導体装置の製造方法において、
前記樹脂層を、感光性樹脂前駆体で形成し、
前記凹部の形成工程は、マスクを使用するフォトリソグラフィを適用して行い、
前記マスクは、前記感光性樹脂前駆体に、解像力を超える微細パターンの光照射を行うた
めの透過遮蔽パターンを含んでもよい。
（３）この半導体装置の製造方法において、
前記感光性樹脂前駆体は、感光部分が不溶性となるネガ型であり、
前記透過遮蔽パターンは、前記配線の厚み以下の幅の遮蔽部を含んでもよい。
（４）この半導体装置の製造方法において、
前記遮蔽部の幅は、前記樹脂層の厚みの１／４以下であってもよい。
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（５）この半導体装置の製造方法は、
前記凹部の形成後であって前記配線の形成前に、前記樹脂層の前記凹部の内面を含む表面
に粗面処理を行うことをさらに含んでもよい。
（６）この半導体装置の製造方法は、
前記配線の形成後であって前記半導体基板の切断前に、前記配線の少なくとも一部を覆う
ように前記樹脂層上に第２の樹脂層を形成することをさらに含んでもよい。
（７）この半導体装置の製造方法は、
前記第２の樹脂層の表面に凹凸を形成することをさらに含んでもよい。
（８）この半導体装置の製造方法は、
前記第２の樹脂層上に第３の樹脂層を形成することをさらに含んでもよい。
（９）この半導体装置の製造方法は、
前記第３の樹脂層の表面に凹凸を形成することをさらに含んでもよい。
（１０）本発明に係る半導体ウエハは、複数の集積回路が形成されてなる半導体基板と、
前記半導体基板に形成され、表面に複数の凹部が形成されてなる樹脂層と、
前記樹脂層上に、いずれかの前記凹部を通るように形成された配線と、
を含み、
それぞれの前記凹部は、その開口幅が前記配線の厚みよりも小さく、１μｍ以上の深さを
有するように形成されてなる。本発明によれば、配線が樹脂層の凹部を通るように形成さ
れているので、樹脂層と配線の密着性が向上する。
（１１）この半導体ウエハにおいて、
前記凹部の前記開口幅は、前記樹脂層の厚みの１／４以下であってもよい。
（１２）この半導体ウエハにおいて、
前記凹部は、前記樹脂層の前記表面全体に形成されていてもよい。
（１３）この半導体ウエハにおいて、
前記配線は、外部端子を設けるためのランドを有し、
前記凹部は、前記樹脂層の前記ランド下の領域に少なくとも形成されていてもよい。
（１４）この半導体ウエハにおいて、
前記樹脂層の前記凹部の内面を含む表面は、粗面処理されていてもよい。
（１５）この半導体ウエハは、
前記樹脂層を第１の樹脂層として、
前記配線の少なくとも一部を覆うように前記第１の樹脂層上に形成された第２の樹脂層を
さらに含んでもよい。
（１６）この半導体ウエハにおいて、
前記第２の樹脂層の表面には凹凸が形成されていてもよい。
（１７）この半導体ウエハは、
前記第２の樹脂層上に形成された第３の樹脂層をさらに含んでもよい。
（１８）この半導体ウエハにおいて、
前記第３の樹脂層の表面には凹凸が形成されていてもよい。
（１９）この半導体ウエハにおいて、
前記第３の樹脂層は、前記第１及び第２の樹脂層よりも遮光性が高い材料で形成されてい
てもよい。
（２０）本発明に係る半導体装置は、集積回路が形成されてなる半導体チップと、
前記半導体チップに形成され、表面に複数の凹部が形成されてなる樹脂層と、
前記樹脂層上に、いずれかの前記凹部を通るように形成された配線と、
を含み、
それぞれの前記凹部は、その開口幅が前記配線の厚みよりも小さく、１μｍ以上の深さを
有するように形成されてなる。本発明によれば、配線が樹脂層の凹部を通るように形成さ
れているので、樹脂層と配線の密着性が向上する。
（２１）この半導体装置において、
前記凹部の前記開口幅は、前記樹脂層の厚みの１／４以下であってもよい。

10

20

30

40

50

(3) JP 3945415 B2 2007.7.18



（２２）この半導体装置において、
前記凹部は、前記樹脂層の前記表面全体に形成されていてもよい。
（２３）この半導体装置において、
前記配線は、外部端子を設けるためのランドを有し、
前記凹部は、前記樹脂層の前記ランド下の領域に少なくとも形成されていてもよい。
（２４）この半導体装置において、
前記樹脂層の前記凹部の内面を含む表面は、粗面処理されていてもよい。
（２５）この半導体装置は、
前記樹脂層を第１の樹脂層として、
前記配線の少なくとも一部を覆うように前記第１の樹脂層上に形成された第２の樹脂層を
さらに含んでもよい。
（２６）この半導体装置において、
前記第２の樹脂層の表面には凹凸が形成されていてもよい。
（２７）この半導体装置は、
前記第２の樹脂層上に形成された第３の樹脂層をさらに含んでもよい。
（２８）この半導体装置において、
前記第３の樹脂層の表面には凹凸が形成されていてもよい。
（２９）この半導体装置において、
前記第３の樹脂層は、前記第１及び第２の樹脂層よりも遮光性が高い材料で形成されてい
てもよい。
（３０）本発明に係る回路基板は、上記半導体装置が実装されてなる。
（３１）本発明に係る電子機器は、上記半導体装置を有する。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明するが、本発明は、以下の実施の
形態に限定されるものではない。本発明は、半導体装置の一形態であるＣＳＰ（ Chip Siz
e／ Scale Package）に適用することができる。
【０００８】
図１に示すように、本実施の形態では半導体基板（例えば、半導体ウエハ）１０を使用す
る。半導体基板１０には、集積回路１２が形成されている。半導体基板１０を複数の半導
体チップ９０（図７参照）に切り出す場合、半導体基板１０には、複数の集積回路１２が
形成され、個々の半導体チップ９０が個々の集積回路１２を有することになる。
【０００９】
半導体基板１０の表面には、少なくとも１層からなるパッシベーション膜１４が形成され
ていてもよい。パッシベーション膜１４は電気的絶縁膜である。パッシベーション膜１４
は、樹脂でない材料（例えばＳｉＯ２ 又はＳｉＮ）のみで形成してもよいし、その上に樹
脂（例えばポリイミド樹脂）からなる膜をさらに含んでもよい。パッシベーション膜１４
は、導電性粒子を含まない。
【００１０】
半導体基板１０には、電極１６が形成されている。電極１６は、集積回路１２に電気的に
接続された配線の一部（端部）であってもよい。パッシベーション膜１４は、電極１６の
少なくとも中央部を避けて形成されている。電極１６の端部にパッシベーション膜１４が
載っていてもよい。
【００１１】
本実施の形態では、半導体基板１０に樹脂層２０を形成する。樹脂層２０は、半導体基板
１０に樹脂前駆体を塗布して形成してもよいし、半導体基板１０上で樹脂前駆体をスピン
コートによって拡げて形成してもよい。本実施の形態では、樹脂層２０は、硬化（重合）
の前及び後のいずれの状態も含む。樹脂層２０は、複数層であってもよいし、１層であっ
てもよい。樹脂層２０は、電気的絶縁層である。樹脂層２０は、硬化（重合）後において
、応力緩和機能を有してもよい。樹脂層２０は、ポリイミド樹脂、シリコーン変性ポリイ
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ミド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン変性エポキシ樹脂、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ；
benzocyclobutene）、ポリベンゾオキサゾール（ＰＢＯ； polybenzoxazole）等の樹脂（
またはその前駆体）で形成してもよい。樹脂層２０は、導電性粒子を含まない。樹脂層２
０は、遮光性を有する材料で形成してもよい。
【００１２】
樹脂層２０は、エネルギー線（光線（紫外線、可視光線）、Ｘ線、電子線）に感応する性
質を有するエネルギー線感応性樹脂前駆体で形成してもよい。エネルギー線感応性樹脂前
駆体（例えば感光性樹脂前駆体）として、エネルギーの照射された部分の溶解性が減少し
て不溶性となるネガ型と、エネルギーの照射された部分の溶解性が増加するポジ型がある
。
【００１３】
樹脂層２０はパターニングしてもよい。パターニングとは、樹脂層２０に、その一部の領
域を除去して貫通スペースを形成することである。パターニングには、リソグラフィ（例
えば、フォトリソグラフィ）を適用してもよい。その場合、マスク３０を使用する。
【００１４】
マスク３０は、樹脂層２０の、半導体基板１０を複数の半導体チップ９０（図７参照）に
切断するときの切断領域（例えばスクライブライン）にある部分を除去するための透過／
遮蔽部３２を有してもよい。透過／遮蔽部３２は、電極１６の上方に至るように配置して
もよい。透過／遮蔽部３２は、半導体チップとなる領域の周縁部の上方に至るように配置
してもよい。
【００１５】
透過／遮蔽部３２は、マスク３０がポジ型であれば（すなわち、樹脂層２０の形成に使用
したエネルギー線感応性樹脂前駆体がポジ型であれば）、エネルギー（例えば光線）の透
過部である。透過／遮蔽部３２は、図１に示すように、マスク３０がネガ型であれば（す
なわち、樹脂層２０の形成に使用したエネルギー線感応性樹脂前駆体がネガ型であれば）
、エネルギー（例えば光線）の遮蔽部である。その場合、透過／遮蔽部３２の直下領域に
もエネルギー線が回り込む。その結果、図２に示すように、樹脂層２０は、パターニング
によって形成された端部に傾斜面２１を有していてもよい。樹脂層２０のパターニングは
、傾斜面２１が集積回路１２の上方に至らないように行ってもよいし、傾斜面２１が集積
回路１２の上方に至るように形成してもよい。
【００１６】
マスク３０は、樹脂層２０に、解像力を超える微細パターンのエネルギー照射（例えば光
照射）を行うための透過遮蔽パターン３４を含んでもよい。「解像力を超える微細パター
ン」とは、樹脂層２０に貫通スペースを形成することができないほど微細なパターンをい
う。ただし、微細パターンではあるが、透過遮蔽パターン３４を通して、エネルギー線照
射（例えば光線照射）が可能になっている。透過遮蔽パターン３４は、樹脂層２０に凹部
２２を形成するためのものであり、凹部２２（その開口）の形状に対応する形状（反転形
状を含む。）になっている。
【００１７】
透過遮蔽パターン３４は、樹脂層２０の形成に使用したエネルギー線感応性樹脂前駆体が
ネガ型であれば、遮蔽部３６を含む。遮蔽部３６によってエネルギー線が遮られるので、
樹脂層２０の遮蔽部３６に対応する領域は、溶解性が減少しない。遮蔽部３６は、解像力
を超える微細な形状になっている。遮蔽部３６の幅は、樹脂層２０の厚みの１／４以下で
あってもよい。遮蔽部３６の幅は、樹脂層２０上に形成する配線の厚み以下であってもよ
いし、それより小さくてもよい。
【００１８】
図２に示すように、樹脂層２０の表面に複数の凹部２２を形成する。凹部２２の形成には
、マスク３０を使用したリソグラフィ（例えばフォトリソグラフィ）を適用してもよい。
詳しくは、透過遮蔽パターン３４を通して、樹脂層２０にエネルギー線を照射すると、透
過遮蔽パターン３４は解像力を超える微細な形状になっているので、樹脂層２０には貫通
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スペースが形成されず、凹部２２が形成される。凹部２２は、底面を有する。底面は、平
坦であってもよく、凹部２２の開口を形成する面と平行であってもよい。凹部２２は、集
積回路１２の上方に形成してもよい。
【００１９】
樹脂層２０を、ネガ型のエネルギー線感応性樹脂前駆体で形成したときには、遮蔽部３６
の直下領域にもエネルギー線が回り込むため、凹部２２は、底面から外方向に向かって拡
がる形状になってもよい。その場合、凹部２２の内壁面は、テーパ面であってもよい。凹
部２２の形成は、樹脂層２０のパターニングと同時に行ってもよいし、別に行ってもよい
。凹部２２は、その開口幅が、樹脂層２０上に形成する配線４０（図４（Ａ）参照）の厚
みよりも小さくなるように形成する。また、凹部２２は、樹脂層２０とその上に形成する
配線４０との密着性を向上させる程度の深さ（例えば１μｍ以上の深さ）を有するように
形成する。
【００２０】
図３（Ａ）～図３（Ｃ）は、凹部の開口の平面形状を説明する図であり、半導体基板１０
において１つの半導体チップとなる領域を示している。図３（Ａ）に示す複数の凹部２４
は、相互に連続して格子状をなしている。図３（Ｂ）に示す複数の凹部２６は、点在する
ように配置されている。この場合、各凹部２６の開口形状は、四辺形であってもよいし、
円形であってもよい。図３（Ｃ）に示す各凹部２８は、リング状をなしている。この場合
、同心円をなす１グループの凹部２８は、樹脂層２０上に形成する配線４０のランド４２
（図５（Ａ）参照）を形成する位置に形成してもよい。これらの他、複数列の溝をなすよ
うに複数の凹部を形成してもよい。マスク３０の透過遮蔽パターン３４は、凹部の開口形
状に対応した形状（反転形状を含む。）になっている。
【００２１】
リソグラフィ工程（フォトリソグラフィ工程）では、エネルギー線の照射（例えば露光）
後に、樹脂層２０を現像する。現像によって凹部２２が形成される。樹脂層２０を、ネガ
型のエネルギー線感応性樹脂前駆体で形成したときには、凹部２２が形成された樹脂層２
０の全面にエネルギー線の照射（例えば全面露光）を行ってもよい。これにより樹脂層２
０の全体を硬化させることができる。凹部２２が形成された樹脂層２０をキュアしてもよ
い。
【００２２】
樹脂層２０の凹部２２の内面を含む表面（例えば全表面）には粗面処理を行ってもよい。
粗面処理は、上述したリソグラフィ工程（フォトリソグラフィ工程）の後に行ってもよい
し、その逆でもよい。粗面処理は、アッシング、スパッタエッチング、サンドブラストの
いずれか、あるいはその組み合わせによって行ってもよい。粗面処理によって形成される
凹凸は、凹部２２によって形成される凹凸よりも微細なものである。粗面処理は、樹脂層
２０の集積回路１２の上方の領域（のみ）に対して行う。粗面処理は、凹部２２の内面（
例えば底面のみ）に行ってもよい。パターニング後に、樹脂層２０の端部が傾斜面２１を
有する場合、この傾斜面２１に粗面処理を行ってもよい。
【００２３】
図４（Ａ）に示すように、樹脂層２０上に配線４０を形成する。配線４０は、１層で形成
してもよいし、複数層で形成してもよい。例えば、スパッタリングでＴｉＷ層及びＣｕ層
を積層し、その上にメッキによってＣｕ層を形成してもよい。その形成方法には、公知の
技術を適用することができる。配線４０は、電極１６上を通るように（電極１６と電気的
に接続されるように）形成する。配線４０は、傾斜面２１を通ってもよい。配線４０は、
凹部２２が形成された領域に至るように形成する。配線４０は、凹部２２を通るように形
成する。詳しくは、配線４０の一部を凹部２２の内面上に形成する。配線４０の表面は、
凹部２２の内側においても、樹脂層２０の表面（開口が形成される面）を超えるように高
くなってもよい。配線４０の表面には、凹部２２の上方に窪みがあってもよい。配線４０
は、ランド（ラインよりも幅の広い部分）４２を有するように形成してもよい。ランド４
２は、その上に外部端子６０（図５（Ａ）参照）を設けるためのものである。ランド４２
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（のみ）を、凹部２２上に形成してもよい。
【００２４】
図４（Ｂ）に示すように、樹脂層（第１の樹脂層）２０上に第２の樹脂層５０を形成して
もよい。第２の樹脂層５０には、樹脂層２０の内容が該当してもよい。第２の樹脂層５０
はソルダレジストであってもよい。第２の樹脂層５０は、配線４０の全体あるいは一部（
例えばランド４２の中央部を除く部分）を覆うように形成してもよい。第２の樹脂層５０
は、半導体基板１０の樹脂層２０からの露出部（例えばスクライブライン又は電極１６の
付近）を覆うように形成してもよい。第２の樹脂層５０は、樹脂層２０の配線４０からの
露出面において、凹部２２に入り込むように形成する。
【００２５】
図４（Ｃ）に示すように、第２の樹脂層５０をパターニングしてもよい。その形成には、
樹脂層２０のパターニングで説明した内容を適用することができる。パターニングによっ
て第２の樹脂層５０に貫通スペースを形成する。例えば、配線４０の一部（例えばランド
４２の中央部）を第２の樹脂層５０から露出させてもよい。あるいは、半導体基板１０の
切断領域を第２の樹脂層５０から露出させてもよい。パターニング後も、第２の樹脂層５
０は、配線４０の少なくとも一部を覆うように残す。例えば、第２の樹脂層５０は、配線
４０及び電極１６の電気的接続部を覆っていてもよい。第２の樹脂層５０は、樹脂層２０
の傾斜面２１上において配線４０を覆っていてもよい。第２の樹脂層５０は、配線４０の
ランド４２の中央部を除く部分全体を覆っていてもよい。
【００２６】
本実施の形態は、第２の樹脂層５０に凹凸を形成することを含む。第２の樹脂層５０には
、複数の凹部５２を形成してもよい。その形成には、樹脂層２０への凹部２２の形成で説
明した内容を適用することができる。凹部５２は、樹脂層２０の上方に形成してもよいし
、半導体基板１０の樹脂層２０からの露出領域上に形成してもよい。凹部５２の詳細につ
いては、凹部２２の内容を適用してもよい。第２の樹脂層５０には、粗面処理を行って凹
凸を形成してもよい。この粗面処理には、樹脂層２０に対して行う粗面処理の内容を適用
してもよい。
【００２７】
図５（Ａ）に示すように、外部端子６０を形成してもよい。外部端子６０は、軟ろう（ so
ft solder）又は硬ろう（ hard solder）のいずれで形成してもよい。軟ろうとして、鉛を
含まないハンダ（以下、鉛フリーハンダという。）を使用してもよい。鉛フリーハンダと
して、スズー銀（Ｓｎ―Ａｇ）系、スズ－ビスマス（Ｓｎ－Ｂｉ）系、スズ－亜鉛（Ｓｎ
－Ｚｎ）系、あるいはスズ－銅（Ｓｎ－Ｃｕ）系の合金を使用してもよいし、これらの合
金に、さらに銀、ビスマス、亜鉛、銅のうち少なくとも１つを添加してもよい。外部端子
６０の形成には、周知の方法を適用することができる。
【００２８】
図５（Ｂ）に示すように、第２の樹脂層５０上に第３の樹脂層７０を形成してもよい。第
３の樹脂層７０には、樹脂層２０の内容が該当してもよい。第３の樹脂層７０は、第２の
樹脂層５０を覆うように形成してもよい。第３の樹脂層７０は、第２の樹脂層５０の凹部
５２に入り込むように形成してもよい。第３の樹脂層７０は、半導体基板１０の切断領域
が露出するように形成してもよい。第３の樹脂層７０は、第２の樹脂層５０の切断領域側
の側面を覆ってもよい。第３の樹脂層７０は、外部端子６０の一部（例えば根本部）を覆
っていてもよい。第３の樹脂層７０は、半導体基板１０の全体を覆うように形成した後に
パターニングしてもよい。第３の樹脂層７０を、外部端子６０が覆われるように設けた後
、外部端子６０の上端部から第３の樹脂層７０を除去してもよい。パターニングには、樹
脂層２０のパターニングで説明した内容を適用することができる。あるいは、レーザの使
用又はアッシングによって、第３の樹脂層７０の一部を除去してもよい。レーザの使用又
はアッシングは、第１又は第２の樹脂層２０，５０のパターニングに適用してもよい。
【００２９】
図５（Ｃ）に示すように、第３の樹脂層７０に凹凸を形成してもよい。例えば、第３の樹
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脂層７０に複数の凹部７２を形成してもよい。その形成には、樹脂層２０への凹部２２の
形成で説明した内容を適用することができる。凹部７２は、第１及び第２の樹脂層２０，
５０の上方に形成してもよい。凹部７２の詳細については、凹部２２の内容を適用しても
よい。第３の樹脂層７０には、粗面処理を行って凹凸を形成してもよい。この粗面処理に
は、樹脂層２０に対して行う粗面処理の内容を適用してもよい。外部端子６０を覆うよう
に第３の樹脂層７０を形成し、外部端子６０の上端部から第３の樹脂層７０を除去する工
程（例えばアッシング等）で、それ以外の部分において第３の樹脂層７０の表面の粗面処
理を行ってもよい。
【００３０】
本実施の形態に係る半導体ウエハは、複数の集積回路１２が形成されてなる半導体基板１
０と、半導体基板１０に形成され、表面に複数の凹部が形成されてなる樹脂層２０と、樹
脂層２０上に凹部２２を通るように形成された配線４０と、を含む。詳しくは、上述した
通りである。
【００３１】
図６に示すように、半導体基板１０を切断（例えば、スクライビング又はダイシング）し
てもよい。半導体基板１０の切断領域に第１，２及び３の樹脂層２０，５０，７０を設け
ないようにすれば、樹脂を切断しないのでカッタ（又はブレード）８０の目詰まりを防止
することができる。
【００３２】
図７は、本実施の形態に係る半導体装置を説明する図である。半導体装置は、集積回路１
２が形成されてなる半導体チップ９０と、半導体チップ９０に形成され、表面に複数の凹
部２２が形成されてなる樹脂層２０と、樹脂層２０上に凹部２２を通るように形成された
配線４０と、を含む。半導体チップ９０は、半導体基板１０から切り出されたものであっ
てもよい。その他の詳細については、上述した通りである。
【００３３】
本実施の形態によれば、樹脂層２０に凹部２２が形成されているので、樹脂層２０と配線
４０（例えばそのランド４２）の密着性、あるいは樹脂層２０と第２の樹脂層５０の密着
性が高い。樹脂層２０の表面が粗面処理されていれば、密着性はさらに高くなる。密着性
に関しては、第２及び第３の樹脂層５０，７０にも該当する。また、樹脂層２０に凹部２
２が形成されているので、光が反射又は屈折して、樹脂層２０の遮光性が高くなる。例え
ば、４００～６００ｎｍの波長の光に対して遮光性が高められる。樹脂層２０の表面が粗
面処理されていれば、遮光性はさらに高くなる。遮光性に関しては、第２及び第３の樹脂
層５０，７０にも該当する。樹脂層２０等の遮光性が高いことで、集積回路１２の誤作動
が少なくなる。
【００３４】
図８には、上述した実施の形態で説明した半導体装置１が実装された回路基板１０００が
示されている。この半導体装置を有する電子機器として、図９にはノート型パーソナルコ
ンピュータ２０００が示され、図１０には携帯電話３０００が示されている。
【００３５】
本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例
えば、本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方法
及び結果が同一の構成、あるいは目的及び結果が同一の構成）を含む。また、本発明は、
実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は
、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成するこ
とができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加し
た構成を含む。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である
。
【図２】　図２は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である
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。
【図３】　図３（Ａ）～図３（Ｃ）は、凹部の開口形状を説明する図である。
【図４】　図４（Ａ）～図４（Ｃ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法
を説明する図である。
【図５】　図５（Ａ）～図５（Ｃ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法
を説明する図である。
【図６】　図６は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である
。
【図７】　図７は、本発明の実施の形態に係る半導体装置を説明する図である。
【図８】　図８は、本実施の形態に係る半導体装置が実装された回路基板を示す図である
。
【図９】　図９は、本実施の形態に係る半導体装置を有する電子機器を示す図である。
【図１０】　図１０は、本実施の形態に係る半導体装置を有する電子機器を示す図である
。
【符号の説明】
１０　半導体基板　１２　集積回路　１４　パッシベーション膜　１６　電極２０　樹脂
層　２１　傾斜面　２２　凹部　２４　凹部　２６　凹部　３０　マスク　３２　遮蔽部
　３４　透過遮蔽パターン　３６　遮蔽部　４０　配線　４２　ランド　５０　第２の樹
脂層　５２　凹部　６０　外部端子　７０　第３の樹脂層　７２　凹部　９０　半導体チ
ップ

10

20

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(9) JP 3945415 B2 2007.7.18



【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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