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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機系樹脂基板からなる搭載用基板と、
　前記搭載用基板上にフリップチップ接続で搭載された半導体チップと、
　前記半導体チップ上に搭載された蓋部と、
　前記搭載用基板の前記半導体チップが搭載された面上に搭載され、前記半導体チップを
囲む枠型の形状を有し、その第１の端面が前記搭載用基板に接続し、前記第１の端面と対
向する第２の端面が前記蓋部と接続した補強材と、
前記半導体チップと前記搭載用基板との間に充填された第１の樹脂と、
前記半導体チップの側面と前記搭載用基板と前記補強材と前記蓋部とに囲まれた空間の少
なくとも一部を充填する第２の樹脂と、
を有し、
前記第２の樹脂の熱膨張率が、前記第１の樹脂の熱膨張率よりも小さく、
前記第１および第２の樹脂は同じエポキシ系樹脂からなり、無機質フィラーの含有量が異
なること、を特徴とすることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記補強材が、前記空間と前記空間の外部の空間とを繋げる通路を有し、
　前記通路に前記第２の樹脂が充填されていること、
を特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
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　前記通路は、前記第１の端面に形成された溝であること、
を特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の端面に凸部が形成されていること、
を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記搭載用基板の前記補強材と対向する領域に第1の金属層が形成され、
　前記補強材の前記凸部の表面に第２の金属層が形成され、
　前記搭載用基板と前記補強材とが、前記第１の金属層と前記第２の金属層との間に介在
する半田バンプからなる低融点金属により接続されること、
を特徴とする請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第２の樹脂が、前記半導体チップの側面と前記搭載用基板と前記補強材とのいずれ
にも接触していること、
を特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第２の樹脂が、前記蓋部にも接触していること、
を特徴とする請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
前記第２の樹脂の弾性率が、前記第１の樹脂の弾性率よりも大きいこと、
を特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記補強材と前記搭載用基板とが、前記第２の樹脂により接着されていることを特徴と
する請求項１乃至請求項８のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記補強材は、Cu、SUS、Al、アルミナ、シリコン、窒化アルミニウム及び樹脂を含む
グループの中から選択された材料で形成されている請求項１乃至請求項９のいずれか一に
記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１の樹脂と前記第２の樹脂は、エポキシ系、ポリオレフィン系、シリコン系、シ
アネートエステル系、ポリイミド系、ポリノルボルネン系を含む樹脂群の中から選択され
た樹脂を主成分とする請求項１に記載の半導体装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、有機系プリント配線基板と同様の製造方法で作られた搭載用基板に半導体
チップをフリップチップ接続した例えばＢＧＡ（Ball Grid Array ）型のような半導体装
置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に半導体チップをフリップチップ接続する搭載用基板は、有機系プリント配線基
板と同様の製造方法で製作されたものである。搭載用基板は、配線層数が目的応じて二層
から十数層で形成されている。しかし、十数層の配線層があるにも係わらず搭載用基板の
厚さは０．５～２．０ｍｍ程度であり、外力や異種材料間の熱膨張率の差による生じる応
力に非常に弱く変形しやすい。搭載用基板の外形寸法は、この搭載用基板に搭載する半導
体チップの大きさ、外部端子数、前記外部端子の配列、例えばフルグリッドか周辺グリッ
ドかによって大きく異なる。一例をあげれば軽量薄型化の要求で半導体チップが約１７～
２０ｍｍ□、このチップのパッド電極数２０００～３０００個、搭載用基板に設けなけれ
ばならない外部端子数（バンプ）１８００～２０００個の配列をフルグリッドにした場合
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、搭載用基板の外形は４５乃至５０ｍｍ□、厚さは１．０～２．５ｍｍ程度である。
【０００３】
　最初に、従来の半導体装置について特許文献１と図１９を参照して説明する。図１９（
ａ）は、例えば特許文献１に記載された従来の半導体装置２００で蓋部（「リッド」とも
称される）２３１を取り外した状態の平面図であり、図１９（ｂ）は図１９（ａ）のＥ－
Ｅ’線に沿った位置で蓋部２３１を取り付けた状態の断面図である。この半導体装置２０
０は、１ｍｍ程度の厚さの搭載用基板２１０に半導体チップ２２０がフリップチップ接続
され、その隙間にアンダーフィル樹脂２４０を充填して硬化させてある。又、半導体チッ
プ２２０の周辺を囲むように補強材（「スティフナ」とも称される）２３０が搭載用基板
２１０に接着され、半導体チップ２２０の裏面と補強材２３０の端面に導電性接着材２４
３によって蓋部２３１が固着されている。また、補強材２３０と半導体チップ２２０の側
面の間は、空間２４７が形成されている。
【０００４】
　次に図２０（ａ）～（ｄ）及び図２１（ａ）～（ｃ）を参照して、従来の半導体装置２
００の製造方法の概要を説明する。まず、上述した搭載用基板２１０と半導体チップ２２
０と補強材２３０とアンダーフィル樹脂２４０とエポキシ樹脂接着材２４２と導電性接着
材２４３と蓋部２３１を準備し、図２０（ａ）の配線基板図をスクリーン印刷機またはデ
ィスペンサのステージ（図示せず）にセットする。次いで搭載用基板２１０の周囲に熱膨
張率が１６～２２ｐｐｍのエポキシ樹脂接着材２４２をスクリーン印刷機又はディスペン
サで塗布する。その後、補強材２３０を載置して所定の温度（１００℃～１６０℃程度）
でキュアする（図２０（ｂ））。次に、半導体チップ２２０のパッド２２１上に形成され
たバンプ電極２２２と搭載用基板２１０のランド２１１をフリップチップマウンター（図
示せず）により位置合わせした後、低融点合金、例えばＰｂフリー半田の場合は２５０℃
前後の温度で溶融接続する（図２０（ｃ））。
【０００５】
　また、別の方法では、半導体チップ２２０のパッド２２１と搭載用基板２１０のランド
２１１の接続方法として接合面の材料がＡｕとＡｌ、ＡｕとＡｕから構成され加熱しなが
ら超音波をかけて接続する方法がある。この場合は、　補強材２３０と搭載用基板２１０
を接着するエポキシ樹脂接着材２４２の本キュアは別工程で本キュアする。次に、搭載用
基板２１０と半導体チップ２２０の接着強度を確保するために熱膨張率が３２ｐｐｍ程度
で流動性のあるアンダーフィル樹脂２４０をディスペンサ等で両者間の数１００μｍ程度
の隙間に毛細管現象を利用して充填する。次にアンダーフィル樹脂２４０を１００℃程度
の温度でキュアする（図２０（ｄ））。
【０００６】
　次いで、熱膨張率が１６～２２ｐｐｍの導電性接着材２４３を補強材２３０の端面と半
導体チップ２２０の裏面上に塗布または印刷方法で付着させる（図２１（ａ））。次に、
蓋部２３１を補強材２３０に位置合わせして蓋部２３１を載置して荷重を掛け、更にこの
状態で１５０～１７０℃程度の温度でキュアして導電性接着材２４３を硬化させる（図２
１（ｂ））。キュア方法は、オーブンでバッチ処理する方法、ベルト炉内に連続的に投入
してキュアする一般的な方法がある。
【０００７】
　最後に、搭載用基板２１０のランド２１２に外部端子である半田バンプ２１３を一般的
な方法で接着する（図２１（ｃ））。従来の半導体装置２００では、搭載用基板２１０の
ランド２１２に半田バンプ２１３が接着された直後の室温状態で既に、例えば図２２（ａ
）に示すように、搭載用基板２１０の半導体チップ２２０との対向部が１００μｍ程度半
導体チップ２２０側に引っ張られ、チップ搭載面側に凸の形状になっている。
【０００８】
　図２２（ａ）はこの半導体装置２００が２０℃の常温のときの搭載用基板２１０の基板
反りの状態を模式的に示した図であり、図２２（ｂ）及び図２２（ｃ）はそれぞれ半導体
装置２００が－４５℃の低温度のとき及び１５０℃の高温度のときの搭載用基板２１０の
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基板反りの状態を模式的に示した図である。従来の半導体装置２００では、図２２（ａ）
のように、２０℃の常温状態で１００μｍ程度チップ側に凸の状態である。この状態から
－４５℃に冷却すると、図２２（ｂ）のように反り量は１８０μｍまで増大する。常温に
戻して次に１５０℃に加熱すると、図２２（ｃ）のように反り量は約５０μｍ迄減少する
。従って、従来の半導体装置２００に対して、－４５℃の低温度状態と１５０℃の高温度
状態との間の温度サイクルが数百回から千回程度繰り返されると、半導体チップ２２０の
パッド２２１と搭載用基板２１０のランド２１１を接合するバンプ電極２２２にクラック
が生じたり、各接合界面で剥離が生じる。
【０００９】
　温度サイクルで半田バンプにクラックが生じたり、パッドやランドとの接合界面で剥離
が生じる理由は次のように推定される。図２３は、この理由を説明するためのバンプ電極
２２２近傍の模式的な拡大図である。以下、図２２，２３を参照しながら説明する。アン
ダーフィル樹脂２４０を充填することで平面方向の応力を吸収しているが、アンダーフィ
ル樹脂２４０の収縮によりバンプ電極２２２が半導体チップ２２０側に引っ張られると共
に垂直方向の力が掛かる状態となる。この状態で温度サイクルを繰り返すと半導体チップ
２２０を含めて搭載用基板２１０が、図２２（ａ）乃至図２２（ｃ）に示されるような凸
形状と平坦形状を繰り返すことによってバンプ電極２２２のパッド２２１との接続部又は
搭載用基板２１０のランド２１１との接続部に引っ張りと圧縮の応力が繰り返され、バン
プ電極２２２にクラック２１７が生じたり、各接合界面で剥離２１８が生じ、破壊に至る
ものと推定される。
【００１０】
　上述した製造方法で製造された半導体装置２００は、０．５～２．０ｍｍ厚の樹脂搭載
用基板２１０の配線電極２１１に０．７ｍｍ厚の半導体チップ２２０のパッド２２１がバ
ンプ電極２２２により接続され、接続部を補強するアンダーフィル樹脂２４０で固着され
ている。また、半導体チップ２２０を囲むように０．５～１．０ｍｍ程度厚の補強材２３
０を接着して樹脂搭載用基板２１０の平坦性と強度を確保した上で半導体チップ２２０を
保護する０．５～１．０ｍｍ厚の蓋部２４３が接着されて半導体装置２００が構成されて
いる。
【００１１】
　上記構成材料で製造された常温での半導体装置２００の搭載用基板２１０には図２２（
ａ）のような基板の反りが生じている。この断面図は、図１９（ａ）のＤ－Ｄ‘線に沿っ
た断面図である。半導体チップ２２０直下はアンダーフィル樹脂２４０の収縮により半導
体チップ２２０側に引っ張られてチップ搭載面側に凸になった状態である。また補強材２
３０の直下も、チップ搭載面側に少し凸の形状に変形している。すなわち２段形状に変形
している。
【００１２】
　アンダーフィル樹脂２４０の熱膨張率を１６～２２ｐｐｍ程度に低くすれば、半導体チ
ップ２２０直下の凸形状に引っ張られる現象はある程度抑制されるが、搭載用基板の反り
量を大幅に低減させるのは難しい。また、アンダーフィル樹脂２４０の熱膨張率を低くす
るためには、通常シリカフィラー等を多量に配合するが、そうすると樹脂の粘度が上昇し
てしまう。この結果、搭載用基板２１０と半導体チップ２２０との対向領域のアンダーフ
ィル樹脂２４０内にボイドを取り込み、剥離現象を発生させ易くなるため、熱膨張率を３
２ｐｐｍ以下に下げることが困難であった。すなわち、アンダーフィル樹脂２４０の熱膨
張率と粘度の関係は、熱膨張率を下げるためにはシリカ、アルミナのようなフィラーを多
く混入すればよいが、これらのフィラーの混入量が多くなると粘度が上昇するというトレ
ードオフの関係にある。
【００１３】
　次に、特許文献２には、配線パターン面に半導体チップを接続しその隙間に第１の封止
材（アンダーフィル樹脂）を６０～１２０℃で進入させて、更に１４０～１７０℃で硬化
させた後に半導体チップの側面を第２の封止材（公知のフィレット材）により封止した構
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成の半導体装置が開示されている。この半導体装置では、半導体チップの直下に第１の封
止材が存在し、半導体チップの側面に第２の封止材がフィレット状に形成されている。
【００１４】
　更に、特許文献３には、インターポーザ基板に半導体チップをフリップチップ接続し、
インターポーザ基板と半導体チップ間と補強材に相当する部分をトランスファーモールド
で一体的に充填してからヒートスプレッダ（蓋部に相当）を接着した構造の半導体装置が
開示されている。
【００１５】
【特許文献１】特開２０００－３２３６２４号公報
【００１６】
【特許文献２】特開２０００－２６０８２０号公報
【特許文献３】特開２０００－３４９２０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　上述した従来の半導体装置は、半導体チップを構成する例えばシリコンと有機系の樹脂
基板からなる搭載用基板のように熱膨張率の異なる材料間を半田接続しているバンプが破
壊されるのを防止するために、高熱膨張率，高弾性率のアンダーフィル樹脂を半導体チッ
プと搭載用基板との間に充填することによって、両者の熱膨張率差による応力を緩和させ
ていた。しかし、各材料の熱膨張率と弾性率が大きく異なることから製造工程が終了した
時点で、半導体チップとアンダーフィル樹脂を介して対向している搭載用基板の対向領域
は半導体チップ側に引っ張られる応力が発生して反った状態になっている。このため、反
り量が大きくなると、当該半導体装置が実装される回路基板等に半田付け実装する際に反
った部分の半田接続不良が発生し易くなるという問題が生じる。また、半導体装置自体に
関しても、５℃～３５℃程度の範囲の温度変動の小さい常温状態であれば問題がないが、
温度サイクルのように低温、高温が繰り返されると搭載用基板の反りにより、半導体チッ
プのパッドと搭載用基板のランドを接合する半田バンプにクラックが生じたり、各接合界
面で剥離が生じたりするという問題があった。
【００１８】
　また、例えば、半導体チップの直下に第１の封止材が存在し、側面に第２の封止材がフ
ィレット状に形成された構造でも、半導体チップ直下の配線パターンの収縮を完全に防止
することはできない。更に、トランスファーモールドでフィラー含有量の多い封止用樹脂
をアンダーフィル樹脂としてインターポーザ基板と半導体チップ間に注入充填した構造の
場合、樹脂の粘度が高いのでインターポーザ基板と半導体チップとの隙間にボイドを取り
込み易くなり、剥がれやクラックの発生等の信頼性を損なう問題点を生じる。
【００１９】
　本発明の目的は、半導体チップと、この半導体チップが第１の面にフリップチップ接続
された搭載用基板を備えた半導体装置であって、封止した後の状態で、搭載用基板の反り
量が当該半導体装置を実装する回路基板等の実装用基板への半田付け実装において支障の
ない範囲内であり、且つ温度サイクル試験において半導体チップと搭載用基板との接続部
である半田バンプ等におけるクラックや剥離等の発生による破壊がなく、搭載用基板にも
クラック等の発生がない半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
  上記目的を達成するために、本発明の半導体装置は、半導体チップと、この半導体チッ
プが第１の面にフリップチップ接続された有機系樹脂基板からなる搭載用基板と、前記半
導体チップと前記搭載用基板との間に第１の樹脂が充填されたアンダーフィル部とこのア
ンダーフィル部から前記第１の樹脂が延在したフィレット部とを有する第１充填部と、前
記半導体チップを囲む枠状の補強材と、この補強材の第１の端面を前記搭載用基板に接着
する第１の接着材と、前記補強材で囲まれた領域を覆う蓋部と、この蓋部を前記半導体チ
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ップの裏面及び前記補強材の第１の端面と反対側の第２の端面に接着する第２の接着材と
、前記半導体チップの側面，前記搭載用基板及び前記フィレット部で囲まれる空間に前記
第１の樹脂と異なる第２の樹脂を充填して形成された第２充填部を備え、前記第２の樹脂
の熱膨張率が前記第１の樹脂の熱膨張率よりも小さいことを特徴とする。より具体的には
、上記半導体装置は、一主面に複数の外部接続用電極（以下、チップ電極とする）を備え
た半導体チップと、各チップ電極と対応する電極（以下、内部ランド電極とする）を第１
の面に備えた有機系樹脂基板からなる搭載用基板を有し、互いに対応するチップ電極と内
ランド電極を半田バンプ等の導電性電極（以下、接続部材とする）を介して対向させなが
ら接続することで半導体チップが搭載用基板に搭載されている。また、半導体チップと搭
載用基板との間に第１の樹脂が充填されたアンダーフィル部と半導体チップ領域からこの
第１の樹脂が延在したフィレット部とを有する第１充填部と、半導体チップを囲む枠状の
補強材と、この補強材の第１の端面を搭載用基板に接着する第１の接着材と、補強材で囲
まれた領域を覆う蓋部と、この蓋部を半導体チップの裏面及び補強材の第１の端面と反対
側の第２の端面に接着する第２の接着材と、半導体チップの側面，搭載用基板及びフィレ
ット部で囲まれる空間に第２の樹脂を充填して形成された第２充填部も備え、前記第２の
樹脂の熱膨張率が前記第１の樹脂の熱膨張率よりも小さい。
 
【００２１】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、搭載用基板に補強材を接着する工程と、搭載
用基板に半導体チップを接続する工程と、第１の樹脂を充填・硬化する工程と、第２の樹
脂を充填・硬化する工程と、蓋部を取り付ける工程と、半田バンプを接続する工程とを備
え、少なくとも前記搭載用基板に補強材を接着する工程を第１番目の工程とし、前記搭載
用基板に半導体チップを接続する工程を２番目の工程としたことを特徴とする。このとき
、前記搭載用基板に補強材を接着する工程と、前記搭載用基板に半導体チップを接続する
工程と、前記第１の樹脂を充填・硬化する工程と、前記第２の樹脂を充填・硬化する工程
の各工程における樹脂の硬化は各樹脂を半硬化する処理であり、蓋部を取り付ける工程の
硬化処理において全ての樹脂を本硬化するのが好ましい。
【００２２】
　また、本発明の半導体装置の他の製造方法は、搭載用基板に補強材を接着する工程と、
搭載用基板に半導体チップを接続する工程と、第１の樹脂を充填・硬化する工程と、第２
の樹脂を充填・硬化する工程と、蓋部を取り付ける工程と、半田バンプを接続する工程と
を備え、前記第２の樹脂の充填・硬化する工程は蓋部を取り付ける工程の後に実施するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　上記構成の半導体装置において、第１の樹脂及び第２の樹脂は、第２の樹脂の熱膨張率
が、第１の樹脂の熱膨張率よりも小さくなるように選択することで、熱硬化時や熱硬化後
の温度変化による第１の樹脂の収縮・膨張応力を緩和することができる。従って、第１充
填部のアンダーフィル部におけるボイドの発生を防止し接続部材の剥離，破壊を抑制する
ために、第１の樹脂として粘度は低いが熱膨張率がやや高い材料を用いても、搭載用基板
の反りを抑制することができる。また、低温と高温を繰り返す温度サイクル試験において
も第１の樹脂の収縮・膨張による応力が最小限に抑えられ、半田バンプ等の接続部材のク
ラック発生や剥離，破壊及びチップ電極や内部ランド電極の剥離を防止することができる
。尚、第２の樹脂の熱膨張率は、搭載用基板の熱膨張率よりも小さくなっていればより好
ましい。
【００２４】
　また、本発明の半導体装置の製造方法によれば、搭載用基板の強度を補強できるために
製造工程中のハンドリング性を改善すると共に反りを抑えることができる。また、各接着
材及び樹脂を各工程で仮キュアして半硬化状態にしておき最後に本キュアして完全硬化す
るために製造後の反りを最小に抑えることができる。
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【００２５】
　また、本発明の半導体装置の他の製造方法によれば、蓋部を取り付けてから第２の樹脂
を注入・硬化させているので、第２の樹脂を完全に充填でき、蓋部近傍に空隙ができず搭
載用基板の変形を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
図１は本発明の半導体装置の第１の実施形態を示す図で、（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ
蓋部を外した状態の平面図、及び（ａ）のＡ１－Ａ１’線に沿った位置で蓋部が取り付け
られた状態の断面図である。図１（ａ），（ｂ）を参照すると、本実施形態の半導体装置
１は、半導体チップ２０と、半導体チップ２０が第１の面にフリップチップ接続された搭
載用基板１０と、半導体チップ２０と搭載用基板１０との対向領域の隙間に第１の樹脂が
充填されたアンダーフィル部４０ａと半導体チップ２０と搭載用基板１０との対向領域か
ら第１の樹脂が延在したフィレット部４０ｂとを有する第１充填部４０と、半導体チップ
２０を囲む枠状の補強材３０と、この補強材３０の第１の端面を搭載用基板１０に接着す
る第１の接着材４２と、補強材３０及び補強材３０で囲まれた領域を覆う蓋部３１と、蓋
部３１を半導体チップ２０の裏面及び補強材３１の第１の端面と反対側の第２の端面に接
着する第２の接着材４３と、補強材３０，半導体チップ２０の側面，搭載用基板１０及び
第１の樹脂からなるフィレット部４０ｂで囲まれる空間に第２の樹脂を充填して形成され
た第２充填部４１を備える。以下、具体的に説明する。
【００２７】
　半導体チップ２０は、主表面に外部接続用の複数のチップ電極２１を備えている。搭載
用基板１０は、第１の面上にチップ電極２１と対応する位置に形成された内部ランド電極
１１と、第１の面と反対側の第２の面上に形成された外部ランド電極１２と、互いに対応
する内部ランド電極１１と外部ランド電極１２とを接続する基板内配線１５と、外部ラン
ド電極１２に接着された例えば半田バンプ１３を備え、この半田バンプ１３は半導体装置
１の外部端子となっている。
【００２８】
　搭載用基板１０と半導体チップ２０とは、互いに対応する内部ランド電極１１とチップ
電極２１とが導電性材料で形成されたバンプ電極２２を介して接続されている。第１充填
部４０を形成する第１の樹脂は、この接続部の応力を緩和させている。
【００２９】
　半導体チップ２０は、搭載用基板１０の中央部に搭載されており、補強材３０が半導体
チップ２０の周囲を囲んで搭載用基板１０の第１の面の周縁部に第１の接着材４２により
接着されている。この半導体装置１は、補強材３０により、製造工程中の熱的、機械的応
力による搭載用基板１０の反りを低減させると共に強度を補強している。
【００３０】
　また、搭載用基板１０，補強材３０の内壁，半導体チップ２０の側壁，蓋部３１及びフ
ィレット部４０ｂで囲まれる空間に第２の樹脂を充填し、硬化させて第２充填部４１が形
成され、ほぼ空間をなくすようにしている。この第２充填部４１を形成する第２の樹脂の
熱膨張率、より具体的には線膨張率は、少なくとも第１の樹脂の熱膨張率よりも低くなっ
ている。このように半導体装置１は、半導体チップ２０と補強材３０との間の空間に少な
くとも第１の樹脂よりも低熱膨張率の第２の樹脂を充填・硬化した第２充填部４１が形成
されているので、高温・低温時の第１の樹脂４０の膨張・収縮による搭載用基板１０の反
りを抑制できる。尚、第２の樹脂の熱膨張率を、第１の接着材４２、第２の接着材４３、
搭載用基板１０等の熱膨張率よりも低くすることにより、搭載用基板１０の反りを一層低
減できる。
【００３１】
　ここで、第１充填部４０に用いた第１の樹脂、第２充填部４１に用いた第２の樹脂等の
樹脂の特性の例を表－１に示す。
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　　　　　　　　　　　表－１　　各樹脂の特性　
　　　　　　　　　　 　熱膨張率 （ppm） 　 　　弾性率 （GPa）　
　　第１の接着材　　　１６～２２　　　　　　　１１～１２　
　　第１の樹脂　　　　３０～３２　　　　　　　　９～１０　
　　第２の樹脂　　　　　８～１６　　　　　　　１１～２８　
　　第２の接着材　　　５０～１００　　　　　　　３～９　
【００３２】
　次に、図８（ａ）～（ｅ）及び図９（ａ）～（ｃ）を参照して、本実施形態の半導体装
置１０の製造方法を工程順に沿って説明する。先ず、搭載用基板１０を準備する。搭載用
基板１０の第１の面上には、搭載される半導体チップ２０のチップ電極２１と対応する位
置に形成された内部ランド電極１１と、第１の面と反対側の第２の面上に形成された外部
ランド電極１２とを備え、互いに対応する内部ランド電極１１と外部ランド電極１２が基
板内配線１５により接続されている（図８（ａ））。
【００３３】
　次に、搭載用基板１０の周縁部に熱膨張率が１６～２２ｐｐｍ程度、弾性率が１１～１
２ＧＰａの第１の接着材４２を、やはり予め準備してある枠状の補強材３０の形状と一致
するように口字状に塗布した後、補強材３０を第１の接着材４２が塗布された部分に位置
合わせして第１の端面が第１の接着材４２と接するように載置し、１２５℃程度で約１５
分間仮キュアする（図８（ｂ））。この状態では、補強材３０は搭載用基板１０に接着さ
れているが、第１の接着材４２は熱硬化反応して、ゲル化が進行し一部固体化しているが
未だ完全には固化していない。尚、第１の接着材４２は、例えばエポキシ系樹脂、ポリオ
レフィン系樹脂、シリコン系樹脂、シアネートエステル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリ
ノルボルネン系樹脂を含む樹脂群の中から選択された樹脂材料を主成分として、熱膨張率
と弾性率が所望の値になるように無機質フィラーを適量混入させて調整してある。また、
補強材３０の材料は、Ｃｕ、ＳＵＳ（フェライト系ステンレス鋼）、アルミナ、シリコン
、窒化アルミニウム、エポキシ樹脂等を含むグループの中から選択できる。
【００３４】
　次に、チップ電極２１上にバンプ電極２２が接着された半導体チップ２０を、各バンプ
電極２２が対応する内部ランド電極１１と接するように位置決め載置して、例えば窒素雰
囲気中で２５０℃に加熱して搭載用基板１０の内部ランド電極１１にフリップチップ接続
する（図８（ｃ））。
【００３５】
　次に、半導体チップ２０と搭載用基板１０との隙間にディイスペンサ等で第１の樹脂を
滴下方法で注入・充填した後、１００℃程度で約１０分仮キュアし第１充填部４０を形成
する（図８（ｄ））。この状態では第１の樹脂も熱硬化反応して、ゲル化が進行し一部固
体化しているが未だ完全には固化していない。尚、第１の樹脂は、例えばエポキシ系樹脂
を熱膨張率が３２ｐｐｍ程度、弾性率が９ＧＰａ程度になるように調整したものである。
第１の樹脂がこの特性であれば、流動性が１０００～４００００ＣＰＳ（centipoises ）
でありアンダーフィル部４０ａにボイドを発生させることなく注入・充填できる。このと
き、第１の樹脂により、半導体チップ２０と搭載用基板１０との隙間のアンダーフィル部
４０ａと共にこのアンダーフィル部４０ａから半導体チップ２０の周囲に延びるフィレッ
ト部４０ｂも形成される。但し、フィレット部４０ｂは補強材３０まで達することはなく
、この時点ではフィレット部４０ｂと補強材３０との間に搭載用基板１０の第１の面が露
出している。
【００３６】
　次に、補強材３０の内壁，半導体チップ２０の側壁，搭載用基板１０の第１の面及びフ
ィレット部４０ｂで囲まれた空間に第２の樹脂を充填後、約１５０℃で３０分程度仮キュ
アして第２充填部４１を形成する（図８（ｅ））。第２の樹脂についても、やはりこの状
態では、熱硬化反応して、ゲル化が進行し一部固体化しているが未だ完全には固化してい
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ない。第２充填部４１を形成する第２の樹脂としては、第１の樹脂よりも熱膨張率が小さ
い、例えば熱膨張率が８～１６ｐｐｍ程度で弾性率が１１～２８ＧＰａのエポキシ系樹脂
を用いることができる。尚、第２の樹脂の熱膨張率を搭載用基板１０の熱膨張率よりも小
さくできればより好ましい。また、その充填方法としては、インジェクション注入、トラ
ンスファー封止、液状樹脂の滴下等の方法を用いることができる。
【００３７】
　次に、半導体チップ２０の裏面及び補強材３０の第２の端面に第２の接着材４３を塗布
した後（図９（ａ））、蓋部３１を補強材３０で囲まれた領域全体を覆うように載置し、
更に蓋部３１の上に適切な荷重を載せて約１７５℃まで緩やかに昇温させた後、更に約１
７５℃の状態を６０分程度維持して本キュアする（図９（ｂ））。これにより、第１充填
部４０の第１の樹脂，第２充填部４１の第２の樹脂，第１の接着材４２及び第２の接着材
４３が全て完全に硬化され、蓋部３１も完全に接着される。尚、第２の接着材４３として
は、熱膨張率が５０～１００ｐｐｍ程度の例えばエポキシ系樹脂を用いることができる。
また、第２の接着材４３の場合は、無機質フィラーとしてＡｇ、Ｃｕ粉末等を適量混入し
ておけば第２の接着材４３の熱伝導性が向上し、より好ましい。
【００３８】
　次に、搭載用基板１０の外部ランド電極１２に外部端子である半田パンプ１３を一般的
な方法で接着し、半導体装置１が完成する（図９（ｃ））。
【００３９】
　尚、上述した第１の樹脂，第２の樹脂，第１の接着材４２及び第２の接着材４３の主成
分樹脂材料は、全て同じ例えばエポキシ系樹脂を用いることができ、それぞれに求められ
る熱膨張率等の特性に応じて、無機質フィラーの含有量を変えて最適な特性に調整して使
用すればよい。
【００４０】
　また、蓋部３１の内壁と第２充填部４１との間にできる空隙４７は出来るだけ小さい方
が望ましいが、第２充填部４１が半導体チップ２０の裏面の高さまで充填されていれば、
その大きさは特に問題とならない。逆に、第２充填部４１の一部が蓋部３１の内壁と接し
ていたり、空隙４７が消滅していても良い。
【００４１】
　次に、本発明の半導体装置の第２の実施形態について説明する。
図２は、本発明の半導体装置の第２の実施形態の断面図で、図１（ｂ）に相当する図であ
る。図２を参照すると、本実施形態の半導体装置１ａの構成は半導体装置１の構成とほと
んど同じであるが、唯一異なる点は搭載用基板１０へ補強材３０を接着する第１の接着材
４２ａとして第２の樹脂を用いたことである。この半導体装置１ａにおいては、補強材３
０を接着する第１の接着材４２ａに熱膨張率が８～１６ｐｐｍ程度で弾性率が１１～２８
ＧＰａの第２の樹脂を用いることによって、半導体チップ２０直下の搭載用基板１０の収
縮の程度をより緩和することができ、搭載用基板１０の反りを抑制できる。尚、本実施形
態の半導体装置１ａの製造方法は、第１の接着材４０の代わりに第２の樹脂からなる第１
の接着材４０ａを用いるだけで、他の工程は第１の実施形態の半導体装置１の製造方法と
同じである。
【００４２】
　次に、本発明の半導体装置の第３の実施形態について説明する。
図３は、本発明の半導体装置の第３の実施形態を示す図で、（ａ）乃至（ｃ）はそれぞれ
蓋部を外した状態の平面図、（ａ）のＡ２－Ａ２’線に沿った位置で蓋部が取り付けられ
た状態の断面図及び（ｂ）の補強材と搭載用基板との接着部の部分拡大断面図である。図
３（ａ）乃至（ｃ）を参照すると、本実施形態の半導体装置１ｂは、半導体チップ２０と
、半導体チップ２０が第１の面にフリップチップ接続された搭載用基板１０と、半導体チ
ップ２０と搭載用基板１０との対向領域の隙間に第１の樹脂が充填されたアンダーフィル
部４０ａと半導体チップ２０と搭載用基板１０との対向領域から第１の樹脂が延在したフ
ィレット部４０ｂとを有する第１充填部４０と、半導体チップ２０を囲む枠状の補強材３
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２と、この補強材３２の第１の端面を搭載用基板１０に接着する第１の接着材４２と、補
強材３２及び補強材３２で囲まれた領域を覆う蓋部３１と、蓋部３１を半導体チップ２０
の裏面及び補強材３１の第１の端面と反対側の第２の端面に接着する第２の接着材４３と
、補強材３２，半導体チップ２０の側面，搭載用基板１０及び第１充填部４０のフィレッ
ト部４０ｂで囲まれる空間に第２の樹脂を充填して形成した第２充填部４１を備える。第
３の実施形態の半導体装置１ｂの構成は半導体装置１の構成とほとんど同じであるが、唯
一異なる点は、補強材３２の第１の端面と搭載用基板１０との間の隙間が凹凸形状となっ
ている点である。半導体装置１の補強材３０の第１の端面は、全面が平面となっているが
、半導体装置１ｂの補強材３２の第１の端面の形状は、例えば渦巻状あるいは格子状の溝
等により凸部５０と凹部が交互に形成された形状となっている。このとき、その溝または
凹部の深さは、適宜設定できるが半導体チップ２０と搭載用基板１０との隙間であるが５
０～２００μｍ程度が好ましい。補強材３２の材料は、Ｃｕ、ＳＵＳ（フェライト系ステ
ンレス鋼）、アルミナ、シリコン、窒化アルミニウム、エポキシ樹脂等を含むグループの
中から選択できる。この補強材３２と搭載用基板１０の接着は第１の端面の凹部に第１の
接着材４２を充填して接着している。尚、この場合も第１の接着材４２の代わりに第２の
樹脂を第１の端面の凹部に充填して接着してもよい。
【００４３】
　この半導体装置１ｂの構造による常温及び温度サイクルによる作用的特徴は、搭載用基
板１０と補強材３２の接着状態を半導体チップ２０と搭載用基板１０との状態に近づける
ことによってまず補強材３２による搭載用基板１０の反りを抑制する。更に、半導体チッ
プ２０が接続されている搭載用基板１０との間に第１の樹脂を充填して第１充填部４０が
形成されると共に、半導体チップ２０の周囲の空間に第２の樹脂を空間全体が埋まるよう
に充填し、硬化させて第２充填部４１が形成されている。この第２の樹脂を半導体チップ
２０の側壁と補強材３２の内壁との間の空間に充填して第２充填部４１を形成することに
より上下方向の動きを抑制する。また、補強材３２がシリコン、や銅などの材料からなる
ときは、第１の端面の凸部５０が接触する搭載用基板１０の領域に接続用電極を設けてお
くと共に第１の端面の凸部５０をメタライズしてからフラックスで活性化させ前述の接続
用電極と半田付け接続する。この場合には、搭載用基板１０と補強材３２の接着状況が半
導体チップ２０と搭載用基板１０の接着状況と同じ状態にすることができるので収縮によ
る反りを抑えることができる。また、上記説明では補強材３２の第１の端面の形状を凹凸
形状にした例を示したが、搭載用基板１０の補強材３２と接する領域に凸部５０としてギ
ャップ部材となる例えば半田バンプ等の低融点金属部材を配置して凹凸形状を形成しても
よい。
【００４４】
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
図４は、本発明の半導体装置の第４の実施形態を示す断面図であり、第１の実施形態の図
１（ｂ）に相当する図である。図４を参照すると、本実施形態の半導体装置１ｃは、補強
材３３の開口部の形状が逆テーパ状に形成されている点が、第１の実施形態乃至第３の実
施形態の各半導体装置１，１ａ，１ｂと異なるだけで、他の構成は半導体装置１，１ａ，
１ｂと同じ構成であってよい。半導体装置１ｃでは、補強材３３の庇部分が第２の樹脂の
上に覆い被さっているので、フィレット部４０ｂと第２充填部４１が蓋部３１側に変形す
るのを防止する効果がある。尚、第４の実施形態の半導体装置１ｃの製造方法は、第１の
実施形態乃至第３の実施形態の各半導体装置の製造方法と同じであり、説明は省略する。
【００４５】
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。
【００４６】
　図５は、本発明の半導体装置の第５の実施形態を示す図で、（ａ）は蓋部を外した状態
の平面図であり、（ｂ）及び（ｃ）はいずれも蓋部が取り付けられた状態でそれぞれ（ａ
）のＢ－Ｂ’線に沿った位置での部分断面図及び（ａ）のＣ－Ｃ’線に沿った位置での断
面図である。図５（ａ）乃至（ｃ）を参照すると、本実施形態の半導体装置１ｄは、半導
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体チップ２０と、半導体チップ２０が第１の面にフリップチップ接続された搭載用基板１
０と、半導体チップ２０と搭載用基板１０との対向領域の隙間に第１の樹脂が充填された
アンダーフィル部４０ａと半導体チップ２０と搭載用基板１０との対向領域から第１の樹
脂が延在したフィレット部４０ｂとを有する第１充填部４０と、半導体チップ２０を囲む
枠状の補強材３４と、この補強材３４の第１の端面を搭載用基板１０に接着する第１の接
着材４２と、補強材３４及び補強材３４で囲まれた領域を覆う蓋部３１と、蓋部３１を半
導体チップ２０の裏面及び補強材３１の第１の端面と反対側の第２の端面に接着する第２
の接着材４３と、補強材３４，半導体チップ２０の側面，搭載用基板１０及び第１充填部
４０のフィレット部４０ｂで囲まれる空間に第２の樹脂を充填して形成された第２充填部
４１を備える。第５の実施形態の半導体装置１ｄの構成は半導体装置１の構成とほとんど
同じであるが、唯一異なる点は、補強材３４の４つのコーナー部の第１の端面側に溝部３
４ａが形成されており、この溝部３４ａにも第２の樹脂が充填されている点である。矩形
状の半導体装置においては、対角線の長さが最も大きいので膨張・収縮による影響が出や
すい。半導体装置１ｄでは、上記構造により膨張・収縮による影響を抑制する効果が得ら
れている。
【００４７】
　本実施形態の半導体装置１ｄでは、補強材３４の材料として、熱膨張率がＡｌ、Ｃｕ、
ＳＵＳのように搭載用基板１０に近い材料を用いるのが好ましい。搭載用基板１０と補強
材３４の溝部３４ａ以外の部分、すなわち辺央部分との接着には、第１の接着材４２を用
いてもよいが第２の樹脂４１を使用するのがより好ましい。また、コーナー部に設けられ
た溝部３４ａには、第２の樹脂が充填される。この第５の実施形態の構造による作用的特
徴は、搭載用基板１０及び補強材３４の熱膨張特性をほぼ一致させると共に溝部３４ａに
第２の樹脂を充填することによって搭載用基板１０の反りを抑えつつ半導体チップ２０直
下の搭載用基板１０の反りを上述した第１充填部４０と第２充填部４１で抑制している。
【００４８】
　次に、本実施形態の半導体装置１ｄの製造方法について説明する。半導体装置１ｄの第
１の製造方法は、第１の実施形態の半導体装置１の製造方法とほぼ同様であるので、異な
る点のみについて説明する。第１の異なる点は、第１の端面が平坦な補強材３０の代わり
に第１の端面の各コーナー部に溝部３４ａが形成された補強材３４を用いる点である。第
２の異なる点は、補強材３４を用いることに伴うものであって、第１の接着材４２または
第２の樹脂を枠状の補強材３４の形状と一致するように口字状に塗布し、更に溝部３４ａ
に対応する位置に第２の樹脂を重ねて塗布した後、補強材３４を第１の接着材４２または
第２の樹脂が口字状に塗布された部分に位置合わせして第１の端面が第１の接着材４２ま
たは第２の樹脂４１と接するように載置する点である。他は、半導体装置１の製造方法と
同様にして製造できる。
【００４９】
　次に、半導体装置１ｄの第２の製造方法について図１０（ａ）乃至（ｅ）、図１１（ａ
）及び（ｂ）並びに図１２（ａ）及び（ｂ）を参照して説明する。先ず、搭載用基板１０
及び補強材３４（但し、図１０（ａ）では図示せず）を準備する。搭載用基板１０の第１
の面上には、搭載される半導体チップ２０のチップ電極２１と対応する位置に形成された
内部ランド電極１１と、第１の面と反対側の第２の面上に形成された外部ランド電極１２
とを備え、互いに対応する内部ランド電極１１と外部ランド電極１２が基板内配線１５に
より接続されている（図１０（ａ））。
【００５０】
　次に、搭載用基板１０の周縁部に熱膨張率が１６～２２ｐｐｍ程度、弾性率が１１～１
２ＧＰａの第１の接着材４２を、予め準備してある枠状の補強材３４の形状と一致するよ
うに口字状に塗布した後、補強材３４を第１の接着材４２が塗布された部分に位置合わせ
して第１の端面が第１の接着材４２と接するように載置し、１２５℃程度で約１５分間仮
キュアする（図１０（ｂ））。この状態では、補強材３０は搭載用基板１０に接着されて
いるが、第１の接着材４２は熱硬化反応して、ゲル化が進行し一部固体化しているが未だ
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完全には固化していない。尚、第１の接着材４２は、例えばエポキシ系、ポリオレフィン
系、シリコン系、シアネートエステル系、ポリイミド系、ポリノルボルネン系を含む樹脂
群の中から選択された樹脂材料を主成分として、熱膨張率と弾性率が所望の値になるよう
に無機質フィラーを適量混入させて調整してある。また、補強材３４の材料は、熱膨張率
が搭載用基板１０の熱膨張率に近いＣｕ、ＳＵＳ（フェライト系ステンレス鋼）、Ａｌ等
を含むグループの中から選択するのが好ましい。
【００５１】
　次に、チップ電極２１上にバンプ電極２２が接着された半導体チップ２０を、各バンプ
電極２２が対応する内部ランド電極１１と接するように位置決め載置して、例えば窒素雰
囲気中で２５０℃に加熱して搭載用基板１０の内部ランド電極１１にフリップチップ接続
する（図１０（ｃ））。
【００５２】
　次に、半導体チップ２０と搭載用基板１０との隙間にディイスペンサ等で第１の樹脂を
滴下方法で注入・充填した後、１００℃程度で約１０分仮キュアして第１充填部４０を形
成する（図１０（ｄ））。この状態では第１の樹脂も熱硬化反応して、ゲル化が進行し一
部固体化しているが未だ完全には固化していない。尚、第１の樹脂は、例えばエポキシ系
樹脂を熱膨張率が３２ｐｐｍ程度、弾性率が９ＧＰａ程度になるように調整したものであ
る。第１の樹脂がこの特性であれば、流動性が１０００～４００００ＣＰＳ（centipoise
s ）でありアンダーフィル部４０ａにボイドを発生させることなく注入・充填できる。こ
のとき、第１の樹脂により、半導体チップ２０と搭載用基板１０との隙間のアンダーフィ
ル部４０ａと共にこのアンダーフィル部４０ａから半導体チップ２０の周囲に延びるフィ
レット部４０ｂも形成される。但し、フィレット部４０ｂは補強材３４まで達することは
なく、この時点ではフィレット部４０ｂと補強材３０との間に搭載用基板１０の第１の面
が露出している。
【００５３】
　次に、半導体チップ２０の裏面及び補強材３４の第２の端面に第２の接着材４３を塗布
した後（図１０（ｅ））、蓋部３１を補強材３４で囲まれた領域全体を覆うように載置し
、１５０℃程度で、３０分間程度加熱して第２の接着材４３を仮キュアして蓋部３１を接
着させる（図１１（ａ）及び（ｂ））。尚、第２の接着材４３としては、熱膨張率が５０
～１００ｐｐｍ程度の例えばエポキシ系樹脂を用いることができる。また、第２の接着材
４３の場合は、無機質フィラーとしてＡｇ、Ｃｕ粉末等を適量混入しておけば第２の接着
材４３の熱伝導性が向上し、より好ましい。
【００５４】
　次に、補強材３４のコーナー部に形成された溝部３４ａの２ヶ所に加温圧入ノズル６０
を接触させて、半導体チップ２０の側面，補強材３４の内壁，蓋部３１，搭載用基板１０
及びフィレット部４０ｂで囲まれた空間に第２の樹脂を注入・充填して第２充填部４１を
形成する（図１２（ａ）及び（ｂ））。尚、前述の空間に第２の樹脂を注入・充填する方
法としては、トランスファーモールドで圧入する方法を用いることもできる。
【００５５】
　次に、全体を約１７５℃まで緩やかに昇温させた後、更に約１７５℃の状態を６０分程
度維持して本キュアすることで、第１充填部４０の第１の樹脂，第２充填部４１の第２の
樹脂，第１の接着材４２及び第２の接着材４３を全て完全に硬化させる。その後、搭載用
基板１０の外部ランド電極１２に外部端子となる例えば半田パンプ１３を一般的な方法で
接着して、図５に示すような半導体装置１ｄが完成する。
【００５６】
　次に、本発明の半導体装置の第６の実施形態について説明する。
図６は、本発明の半導体装置の第６の実施形態の断面図で、図１（ｂ）に相当する図であ
る。本実施形態の半導体装置１ｅは、第１の実施形態の半導体装置１の補強材３０を、有
機材料の樹脂で形成された補強材３５に替えただけで、他の構成は全て半導体装置１と同
じである。本実施形態の半導体装置１ｅの製造方法は、樹脂製の補強材３５を例えばトラ
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ンスファー封止により予め製作して準備しておけば、その他の製造手順は図１３（ａ）乃
至（ｅ）並びに図１４（ａ）及び（ｂ）に示すように第１の実施形態の半導体装置１の製
造方法と同じであり、詳細な説明は省略する。概略を説明すれば、先ず搭載用基板１０に
第１の接着材４２を塗布し、樹脂製補強材３５を載置して仮キュアする。次に半導体チッ
プ２０を内部ランド電極１１にフリップチップ接続して、第１の樹脂を充填し仮キュアし
て第１充填部４０を形成する。次に、半導体チップ２０の側面，補強材３５の内壁，搭載
用基板１０及びフィレット部４０ｂで囲まれた空間に第２の樹脂を注入・充填して第２充
填部４１を形成した後、半導体チップ２０の裏面と補強材３５の第２の端面に第２の接着
材４３を塗布して蓋部３１を載置し、本キュアして第１の接着材４２、第１充填部４０の
第１の樹脂、第２充填部４１の第２の樹脂及び第２の接着材４３を完全に硬化させて半導
体装置１ｅが完成する。
【００５７】
　尚、本実施形態の半導体装置１ｅの他の製造方法としては、搭載用基板１０をトランス
ファー封止用金型に載置して搭載用基板１０に一体的に樹脂製補強材３５を形成する方法
も適用できる。この方法により図１３（ｂ）の形状が実現でき、その後は第１の実施形態
の製造方法と同じ方法で処理できる。この方法によれば、製造工程の省力化ができる。
【００５８】
　次に、本発明の半導体装置の第７の実施形態について説明する。
図７は、本発明の半導体装置の第７の実施形態の断面図で、図１（ｂ）に相当する図であ
る。本実施形態の半導体装置１ｆは、第１の実施形態の半導体装置１の補強材３０を、有
機材料の樹脂で形成され且つ開口部が逆テーパ状の補強材３６に替えただけで、他の構成
は全て半導体装置１と同じである。本実施形態の半導体装置１ｆでは第２充填部４１の上
に補強材３６が庇状に覆い被さっている。この構造によってフィレット部４０ｂと第２充
填部４１が蓋部３１側に変形するのを抑制できる効果がある。本実施形態の半導体装置１
ｆの製造方法は、第６の実施形態の半導体装置１ｅの製造方法と同じである。
【００５９】
　以上説明したように、本発明によれば搭載用基板上に半導体チップをフリップチップ接
続し、その搭載用基板と半導体チップの隙間に第１の樹脂を充填して第１充填部を形成し
、半導体チップの周囲を囲むように補強材を取り付けて蓋部の支持体とした場合に、搭載
用基板，半導体チップの側面，補強材及び蓋部で囲まれる空間に第１の樹脂よりも低熱膨
張率の第２の樹脂を充填・硬化して第２充填部が形成してあるために、第１充填部の膨張
・収縮による搭載用基板の上下方向の動きを第２充填部が抑制し、温度サイクルによるチ
ップ電極や内部ランド電極の剥離や半田バンプのクラックの発生を防止できる。また、製
造の初期に搭載用基板の強度を補強できるために製造工程中のハンドリング性を改善する
と共に反りを抑えることができる。更に、各接着材及び各樹脂を各工程で仮キュアしてお
き、最後に本キュアして完全に硬化することで製造後の反りを最小に抑えることができる
。
【００６０】
　具体的には、例えば図１７（ａ）乃至（ｅ）は、それぞれ本発明の第１の実施形態乃至
第５の実施形態の各半導体装置における搭載用基板の反りの状態を模式的に示す図である
。尚、比較のために従来の半導体装置の搭載用基板の反りの状態を図１７（ｆ）に模式的
に示している。図１７（ａ）乃至（ｆ）において、破線が搭載用基板の反りの状態を示し
ている。図１７（ａ）乃至（ｅ）から分かるとおり、本発明の各実施形態の半導体装置の
搭載用基板の反り量の最大値Wa, Wb, Wc, Wd及びWeは、いずれも従来の半導体装置の搭載
用基板の反り量の最大値Wfよりも十分小さくなっていることが分かる。
【００６１】
　また、図１８は、本発明の第１の実施形態の構造を備えた半導体装置のサンプル（半導
体チップのサイズ：17.3mm×17.3mm、搭載用基板の厚さ：約１．０ｍｍ、搭載用基板のサ
イズ：50mm×50mm）について、当該サンプルの温度を変化させたときの半導体装置の反り
量、具体的には搭載用基板の反り量、の実測結果を示すグラフである。尚、図１８には比
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較例として、従来構造の半導体装置（但し、半導体チップのサイズ、搭載用基板の厚さ及
び搭載用基板のサイズは上記本発明のサンプルと同じ）の反り量も共に示してある。図１
８から分かるとおり、温度サイクル試験における搭載用基板の反りの程度も、本発明の構
造を備えた半導体装置の方が従来構造の半導体装置の場合よりも大幅に抑制されているこ
とが分かる。
【００６２】
　また、第２の実施形態のように搭載用基板に補強材を固着する第１の接着材として、第
２の樹脂を用いることにより、第１充填部の膨張・収縮による搭載用基板の上下方向の動
きを一層抑制することができ、温度サイクルによるチップ電極や内部ランド電極の剥離や
半田バンプのクラックの発生をより効果的に防止できる。
【００６３】
　また、第５の実施形態のように補強材の第１の端面の４隅に溝部を形成し、この溝部に
低熱膨張率の第２の樹脂を充填して補強材と搭載用基板の接着材の一部として用いること
で、矩形形状の半導体装置で最も寸法が大きい対角線方向の膨張収縮の影響を一層抑制す
ることができ、やはり温度サイクルによるチップ電極や内部ランド電極の剥離や半田バン
プのクラックの発生をより効果的に防止できる。また、第５の実施形態の第２の製造方法
によれば、蓋部３１を先に取り付けてから第２の樹脂を注入・硬化させて第２充填部４１
を形成しているので第２の樹脂が完全に充填でき蓋部３１と第２充填部４１との間に空隙
４７ができず搭載用基板１０の変形を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の半導体装置の第１の実施形態を示す図で、（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ
蓋部を外した状態の平面図及び（ａ）のＡ１－Ａ１’線に沿った位置で蓋部が取り付けら
れた状態の断面図である。
【図２】本発明の半導体装置の第２の実施形態を示す図で、第１の実施形態の図１（ｂ）
に相当する断面図である。
【図３】本発明の半導体装置の第３の実施形態を示す図で、（ａ）蓋部を外した状態の平
面図であり、（ｂ）及び（ｃ）は（ａ）のＡ２－Ａ２’線に沿った位置で蓋部が取り付け
られた状態の断面図及び（ｂ）の補強材と搭載用基板との接着部の部分拡大断面図である
。
【図４】本発明の半導体装置の第４の実施形態を示す図で、第１の実施形態の図１（ｂ）
に相当する断面図である。
【図５】本発明の半導体装置の第５の実施形態を示す図で、（ａ）は蓋部を外した状態の
平面図であり、（ｂ）及び（ｃ）はいずれも蓋部が取り付けられた状態でそれぞれ（ａ）
のＢ－Ｂ’線に沿った位置の部分断面図及び（ａ）のＣ－Ｃ’線に沿った位置の断面図で
ある。
【図６】本発明の半導体装置の第６の実施形態を示す図で、第１の実施形態の図１（ｂ）
に相当する断面図である。
【図７】本発明の半導体装置の第７の実施形態を示す図で、第１の実施形態の図１（ｂ）
に相当する断面図である。
【図８】（ａ）乃至（ｅ）は、第１の実施形態の半導体装置の製造方法を説明するための
図で、図１（ａ）のＡ１－Ａ１’線に沿った位置での工程毎断面図である。
【図９】（ａ）乃至（ｃ）は、第１の実施形態の半導体装置の製造方法を説明するための
図で、図１（ａ）のＡ１－Ａ１’線に沿った位置での図８に続く工程毎断面図である。
【図１０】（ａ）乃至（ｅ）は、第５の実施形態の半導体装置の製造方法を説明するため
の図で、図５（ａ）のＡ２－Ａ２’線に沿った位置の工程毎断面図である。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は、第５の実施形態の半導体装置の製造方法を説明するため
の図で、いずれも図１０に続く同一工程の図で、それぞれ図５（ａ）のＡ２－Ａ２’線に
沿った位置の断面図及びＣ－Ｃ’線に沿った位置の断面図である。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は、第５の実施形態の半導体装置の製造方法を説明するため
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ノズルが接続された状態の平面図、（ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ’線に沿った位置の断面図で
ある。
【図１３】第６の実施形態の半導体装置の製造方法を説明するための図で、図１（ａ）の
Ａ１－Ａ１’線に沿った位置での工程毎断面図である。
【図１４】第６の実施形態の半導体装置の製造方法を説明するための図１３に続く図で、
図１（ａ）のＡ１－Ａ１’線に沿った位置での工程毎断面図である。
【図１５】第７の実施形態の半導体装置の製造方法を説明するための図で、図１（ａ）の
Ａ１－Ａ１’線に沿った位置での工程毎断面図である
【図１６】第７の実施形態の半導体装置の製造方法を説明するための図１５に続く図で、
図１（ａ）のＡ１－Ａ１’線に沿った位置での工程毎断面図である
【図１７】（ａ）乃至（ｅ）はそれぞれ本発明の各実施形態の構造の半導体装置における
搭載用基板の反りの状態を模式的に示す図であり、（ｆ）は比較のために従来構造の半導
体装置の搭載用基板の反りの状態を模式的に示す図である。
【図１８】本発明による構造を備えた半導体装置の温度を変化させたときの半導体装置の
反り量の実測結果を示すグラフである。
【図１９】（ａ）は従来構造の半導体装置で、蓋部を外した状態の平面図であり、（ｂ）
は、（ａ）のＥ－Ｅ’線に沿った位置で蓋部が取り付けられた状態の断面図である。
【図２０】従来の半導体装置の製造方法を説明するための図で、図１９のＥ－Ｅ’線に沿
った位置での工程毎断面図である。
【図２１】従来の半導体装置の製造方法を説明するための図２０に続く図で、図１９のＥ
－Ｅ’線に沿った位置での工程毎断面図である。
【図２２】温度サイクル試験による従来構造の半導体装置の反りの状態を模式的に示す図
である。
【図２３】従来構造の半導体装置のバンプ電極周辺の拡大断面図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ　　半導体装置
　１０　　搭載用基板
　１１　　内部ランド電極
　１２　　外部ランド電極
　１３　　半田バンプ
　１５　　基板内配線
　２０　　半導体チップ
　２１　　チップ電極
　２２　　バンプ電極
　３０　　補強材
　３１，３２，３３，３４，３５，３６　　蓋部
　３４ａ　　溝部
　４０　　第１充填部
　４０ａ　　アンダーフィル部
　４０ｂ　　フィレット部
　４１　　第２充填部
　４２，４２ａ　　第１の接着材
　４３　　第２の接着材
　４７　　空隙
　５０　　凸部
　６０　　加温圧入ノズル
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(20) JP 4390541 B2 2009.12.24

【図１８】 【図１９】
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