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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】鉛フリー化による環境負荷低減を実現しつつ、
信頼性の高い半導体装置、及びその製造方法を提供する
。
【解決手段】半導体装置１は、第１主面と、当該第１主
面と反対側に位置する第２主面との間に電流経路を有す
る半導体チップ２と、第１主面と対向領域を有する第１
の導電性フレーム（ダイパッド）３と、第２主面に形成
されたパッドと電気接続手段（ワイヤ）を介して電気的
に接続される第２の導電性フレームとを備える。また、
第１主面と第１の導電性フレーム３の間隙には、これら
の対向領域の中心から描かれ、直径が対向領域の短辺と
一致する円内に配置され、第１の導電性フレーム３と半
導体チップ２を電気的に接続する複数の柱形状の鉛フリ
ー半田５と、複数の柱形状の鉛フリー半田５の間に充填
された充填材４とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１主面と、当該第１主面と反対側に位置する第２主面との間に電流経路を有する半導
体チップと、
　前記第１主面と対向領域を有する第１の導電性フレームと、
　前記第２主面に形成されたパッドと電気接続手段を介して電気的に接続される第２の導
電性フレームと、
　前記第１主面と前記第１の導電性フレームの間隙であって、かつこれらの対向領域の中
心から描かれ、直径が対向領域の短辺と一致する円内に配置され、前記第１の導電性フレ
ームと前記半導体チップを電気的に接続する複数の柱形状の鉛フリー半田と、
　前記複数の柱形状の鉛フリー半田の間に充填された充填材と
を備える半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体チップが、トランジスタ又はダイオードであ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】
　前記柱形状の鉛フリー半田の設置位置は、少なくとも前記パッドのうちの前記電流経路
と接続するパッドを、平面視上、重なり合う位置に配置するように調整され、
　前記電流経路と接続するパッドの短辺方向の長さをＷ１，
　前記電流経路と接続するパッドと、平面視上、重なり合う位置に配置される前記鉛フリ
ー半田の前記Ｗ１に平行な方向の最少長さをＷ２、
　隣接する前記鉛フリー半田の最少離間距離をＷ３、
　前記鉛フリー半田の高さをＨとした際に、下記＜式１＞、＜式２＞を満足することを特
徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置。
＜式１＞　Ｗ２≧Ｗ１
＜式２＞　Ｗ３≧Ｈ
【請求項４】
　前記電気接合手段として柱形状の鉛フリー半田を具備し、当該柱形状の鉛フリー半田の
間に充填材が充填されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の半導
体装置。
【請求項５】
　前記電気接合手段である前記柱形状の鉛フリー半田は、前記第２主面と前記第２の導電
性フレームの対向領域の中心から描かれ、直径が対向領域の短辺と一致する円内に配置さ
れてい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】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記半導体チップの前記第１主面に、導電パターンを形成し、
　前記導電パターン上に前記鉛フリー半田を供給し、
　前記第１の導電性フレームの表面に形成された導電パターンと前記鉛フリー半田が電気
的に接続するように前記半導体チップを搭載し、
　前記充填材を注入する半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記第１の導電性フレームの導電パターンと電気的に接続するように前記鉛フリー半田
を供給し、
　前記第１主面に形成された導電パターンと前記鉛フリー半田が電気的に接続するように
前記半導体チップを搭載し、
　前記充填材を充填する半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体装置、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体チップをパッケージ基板もしくはリードフレームに搭載する形態として、半導体
チップ素子面(表面)とは反対側の面(裏面)と、パッケージ基板もしくはリードフレームと
をマウント材により接続する方法が一般的である。その一方で、多ピン化、小型化、薄型
化の要求が高いＣＰＵ(Central Processing Unit)などでは、半導体チップ表面をパッケ
ージ基板もしくはリードフレームに向け、バンプと呼ばれる突起状の端子により接続する
フリップチップ実装も行われている（例えば、特許文献１、２）。
【０００３】
　フリップチップ実装では半田バンプやＡｕバンプが用いられてきた。とりわけ、パソコ
ン用ＣＰＵにおいては、高融点鉛半田バンプが使用されていることがある。これは、顧客
先で基板実装を行う際に、フリップチップ実装部の半田が溶融することがないようにする
ためである。昨今、環境負荷低減のために、鉛フリー化の要求が高まってきている。しか
しながら、すぐには代替材がないとして鉛フリー化の対象から上記フリップチップ実装部
のバンプは除外されている。
【０００４】
　同様に、低オン抵抗、低熱抵抗、高信頼性が求められるＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Se
miconductor Field Effect Transistor）などの半導体チップをリードフレームに搭載す
るマウント材としても、高融点鉛半田が多く採用されている。高融点鉛半田は、延性に優
れ、温度変化による熱応力を吸収しやすいという優れた特性を有する。また、顧客先で基
板実装を行う際、リフロー処理などの際に溶融しないので高い信頼性を有する。フリップ
チップ実装の高融点鉛半田バンプと同様、これらの半導体チップのマウント材も鉛フリー
化の対象から除外されていた。しかしながら、昨今の環境負荷低減の観点から、半導体チ
ップのマウント材について、顧客から鉛フリー化を求められ始めている。
【０００５】
　現在、チップマウント材として最も実現性のある鉛フリー材料は、Ａｇペーストである
。しかしながら、Ａｇペーストは、鉛半田に比べ３～５倍以上の体積抵抗率がある。この
ため、低オン抵抗が求められる製品に採用することは困難である。
【０００６】
　そこで、Ａｇペースト以外の鉛フリーの代替材料が鋭意検討され、いくつかの提案がな
されている（例えば、特許文献３）。図１２（ａ）に、特許文献３に記載のトランジスタ
パッケージの構成において封止樹脂を透視した状態の上面図を、図１２（ｂ）に、同じく
封止樹脂を透視した状態の側面図を示す。半導体装置１０１は、半導体チップ１０２がド
レインリード１０３Ａのヘッダ１０３Ｂに固相温度２２８℃のＳｎＳｂＡｇＣｕ系の鉛フ
リー半田１０５により全面に接着され、半導体チップ１０２のソース電極１２３及びゲー
ト電極１２４は外部接続端子のソースリード１０７Ａ及びゲートリード１０７Ｂにアルミ
ワイヤ１０６により結線されている。そして、これらが、封止樹脂１０９でモールドされ
ている。なお、半導体装置１０１の底面はヘッダ１０３Ｂが露出して、配線基板に接続可
能な構造になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２８１３５号公報
【特許文献２】特開２００８－４２０７７号公報
【特許文献３】特開２００５－３４０２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　上記特許文献３によれば、低熱膨張の封止樹脂１０９でモールドすることにより、リフ
ロー温度である２６０℃より低い鉛フリー半田１０５を適用した場合でも、２６０℃のリ
フロー耐性のあるトランジスタパッケージを提供することができる旨が記載されている。
また、硬度がＨｖ４０～６０の鉛フリー半田１０５を適用することにより、半田接合部の
熱疲労寿命を大幅に向上させることができる旨が記載されている。しかしながら、硬度Ｈ
ｖ４０～６０は、鉛半田（Ｐｂ－６３Ｓｎ）のＨｖ１１程度に比べてもかなり硬く、より
信頼性が高い材料が求められていた。
【０００９】
　現在、低オン抵抗、低熱抵抗、高信頼性が求められるＭＯＳＦＥＴなどの半導体チップ
をリードフレームに搭載するためのマウント材として、鉛半田の代替材料が精力的に研究
されている。しかしながら、熱伝導性や融点、剛性に難点があり、使用に適した材料が見
つかっていないのが現状である。かかる状況下、鉛フリー半田を用いつつ、高信頼性化を
実現可能な技術が強く求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る半導体装置は、第１主面と、当該第１主面と反対側に位置する第２主面と
の間に電流経路を有する半導体チップと、前記第１主面と対向領域を有する第１の導電性
フレームと、前記第２主面に形成されたパッドと電気接続手段を介して電気的に接続され
る第２の導電性フレームと、前記第１主面と前記第１の導電性フレームの間隙であって、
かつこれらの対向領域の中心から描かれ、直径が対向領域の短辺と一致する円内に配置さ
れ、前記第１の導電性フレームと前記半導体チップを電気的に接続する複数の柱形状の鉛
フリー半田と、前記複数の柱形状の鉛フリー半田の間に充填された充填材とを備えるもの
である。
【００１１】
　従来、低オン抵抗、低熱抵抗、高信頼性が求められるＭＯＳＦＥＴチップ（半導体チッ
プ）と、第１の導電性フレームとの接続材には、前述したように鉛半田が用いられてきた
。鉛半田は、第１の導電性フレームと半導体チップの間隙の全面に亘って一律に配設し、
電気的に接続され、かつ固設されていた。上記特許文献３のおいては、同様の構成で鉛半
田を鉛フリー半田に変更し、かつ、低膨張係数の封止樹脂によりモールドする方法が提案
されている。第１の導電性フレームと半導体チップの間隙の電気的接続は、上記特許文献
１や２のような半導体チップを配線基板にフリップチップ搭載する場合とは異なり、部位
に応じて電位を異ならせる必要がない。従って、第１の導電性フレームと半導体チップの
間隙の全面に半田材を形成する方法がこれまで採用されてきた。
【００１２】
　本発明に係る半導体装置によれば、第１の導電性フレームと半導体チップの間隙に配設
する半田を全面に亘って一律に配設するのではなく、複数の柱形状とした。そして、これ
らの柱形状の鉛フリー半田の間隙に充填材を充填する方式を採用した。さらに、鉛フリー
半田の設置位置を調整した。これにより、従来の鉛半田の５倍程度のヤング率を持つ鉛フ
リー半田をチップマウント材として用いた場合であっても、半導体チップと第１の導電性
フレームの間に発生する応力を充填材で緩和することができる。その結果、鉛フリー半田
にクラックが発生したり、半導体チップが破損したりすることを効果的に抑制することが
できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、鉛フリー化による環境負荷低減を実現しつつ、信頼性の高い半導体装
置を提供することができるという優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施形態１に係る半導体装置の模式的上面図。
【図２】（ａ）実施形態１に係る半導体装置の模式的側面図。（ｂ）図２（ａ）の部分拡
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大側面図。
【図３】（ａ）実施形態１に係る鉛フリー半田の配置位置を説明するための模式的上面図
。（ｂ）図３（ａ）のIIIB-IIIB切断部断面図。
【図４】（ａ）～（ｆ）実施形態１に係る半導体装置の製造工程断面図。
【図５】（ｇ）～（ｊ）実施形態１に係る半導体装置の製造工程断面図。
【図６】（ａ）～（ｄ）実施形態２に係る半導体装置の製造工程断面図。
【図７】（ｅ）～（ｉ）実施形態２に係る半導体装置の製造工程断面図。
【図８】実施形態３に係る鉛フリー半田の配置位置を説明するための模式的上面図。
【図９】（ａ）図８のIXA- IXA切断部断面図。（ｂ）図８のIXB - IXB切断部断面図。
【図１０】実施形態４に係る半導体装置の模式的上面図。
【図１１】実施形態４に係る半導体装置の模式的側面図。
【図１２】（ａ）特許文献３に係る半導体装置の模式的上面図。（ｂ）同模式的側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を適用した実施形態の一例について説明する。なお、本発明の趣旨に合致
する限り、他の実施形態も本発明の範疇に属し得ることは言うまでもない。また、以降の
図における各部材のサイズや比率は、説明の便宜上のものであり、実際のものとは異なる
。
【００１６】
［実施形態１］
　図１に、本実施形態１に係る半導体装置において封止樹脂を透視した状態の上面図を示
す。また、図２（ａ）に、本実施形態１に係る半導体装置の封止樹脂を透視した状態の模
式的側面図を、図２（ｂ）に図２（ａ）の部分拡大断面図を示す。本実施形態１に係る半
導体装置１は、トランジスタパッケージであり、半導体チップ２、第１の導電性フレーム
であるダイパッド３、充填材であるアンダーフィル樹脂４、鉛フリー半田５、電気接続手
段であるアルミワイヤ６、第２の導電性フレームであるソースリード７Ａ、第２の導電性
フレームであるゲートリード７Ｂ、封止樹脂９等を備えている。
【００１７】
　半導体チップ２は、ＭＯＳＦＥＴであり、所謂トランジスタチップである。半導体チッ
プ２は、第１の導電性フレームであるダイパッド３と対向領域を有する第１主面２Ａと、
第１主面２Ａと反対側の主面である第２主面２Ｂを備える（図２（ｂ）参照）。第１主面
２Ａには、メタル層により導電パターン２１が形成されている。第２主面２Ｂには、ソー
ス電極２３として機能するソースパッド２２Ａ、同じくゲート電極２４として機能するゲ
ートパッド２２Ｂが形成されている（図１参照）。ソースパッド２２Ａは、第２主面２Ｂ
に形成された複数のパッドのうち、第１主面２Ａと第２主面２Ｂの間の電流経路と接続す
るパッドとして機能する。ダイパッド３の半導体チップ２との対向面にはメッキにより形
成された導電パターン３１が形成されている。
【００１８】
　半導体装置１は、ダイパッド３と半導体チップ２が鉛フリー半田５を介して電気的に接
続されている。より具体的には、ダイパッド３の表面の所定の位置にメッキにより形成さ
れた導電パターン３１と、半導体チップ２の第１主面に形成されたメタル層からなる導電
パターン２１の間に鉛フリー半田５が挟持された構造となっている。鉛フリー半田５とは
、名称の如く、実質的に鉛が含有されていない鉛フリーの半田材を云う。一例としては、
Ｂｉ－２．５Ａｇ、Ｂｉ－Ｓｎ－Ｃｕ系、Ｚｎ－６Ａｌ－５Ｇｅ、Ｚｎ－４Ａｌ－３Ｍｇ
－３Ｇｅ、その他Ｓｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ｂｉ、Ｓｎ－Ｚｎ、Ｓｎ－Ｚｎ
－Ｂｉ等を挙げることができる。なお、導電パターン２１をメタル層により構成する例に
ついて述べたが、導電性を有し、本発明の趣旨を逸脱しないものであれば必ずしもメタル
層でなくてもよい。
【００１９】
　半導体チップ２のソース電極２３（ソースパッド２２Ａ）は、外部接続端子のソースリ
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ード７Ａとアルミワイヤ６により結線されている。同様にして、半導体チップ２のゲート
電極２４（ゲートパッド２２Ｂ）は、外部接続端子であるゲートリード７Ｂとアルミワイ
ヤ６により結線されている。そして、ダイパッド３、ダイパッド３に繋がるドレインリー
ド７Ｃ、ソースリード７Ａ，ゲートリード７Ｂの一部と、半導体チップ２が、図１、図２
に示すように、封止樹脂９によってモールドされている。封止樹脂９としては、例えば、
エポキシ樹脂などを適用することができる。
【００２０】
　図３（ａ）に、本実施形態１に係る半導体チップ２に配設する鉛フリー半田５の形状、
及び配置位置を説明するための模式的上面図を、図３（ｂ）に、図３（ａ）のIIIB-IIIB
切断部断面図を示す。なお、図３において、半導体チップ２の第２主面２Ｂに形成された
ソースパッド２２Ａ、ゲートパッド２２Ｂの図示は省略する。
【００２１】
　鉛フリー半田５は、図３（ｂ）に示すように、半導体チップ２とダイパッド３の間隙に
、柱形状のものが互いに離間するように、複数配設されている。鉛フリー半田５の間隙に
は、アンダーフィル樹脂４が充填されている。さらに、本実施形態１に係る鉛フリー半田
５の配置位置は、図３（ａ）に示すように、半導体チップ２とダイパッド３との対向領域
の中心Ｃから描かれ、直径が対向領域の短辺Ｌと一致する円１０の内部とする。
【００２２】
　アンダーフィル樹脂４としては、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて特に限定され
るものではないが、熱膨張係数が鉛フリー半田と同程度のものを選定することが好ましい
。このようなアンダーフィル樹脂４としては、エポキシ樹脂やアクリル樹脂などを挙げる
ことができる。アンダーフィル樹脂４を鉛フリー半田５の間隙に充填することにより、半
導体チップ２とダイパッド３の間に発生する応力を緩和し、柱形状の鉛フリー半田５にク
ラックが発生することを効果的に防止することができる。
【００２３】
　本実施形態１においては、柱形状の鉛フリー半田５が円１０内に７個配設されている例
について述べているが、これは一例であって、２以上の個数から適宜設定することができ
る。換言すると、半導体チップ２とダイパッド３との対向領域の中心Ｃから描かれ、直径
が対向領域の短辺Ｌと一致する円１０の大きさ、すなわち半導体チップ２とダイパッド３
の対向領域の大きさに応じて、もしくは求められる性能、用途に応じて、円１０内に設置
する柱形状の鉛フリー半田５の個数を設定すればよい。
【００２４】
　鉛フリー半田５の柱形状は、円柱形状でも矩形形状等の多角柱状でもよい。柱形状の径
ψは、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において特に限定されるものではないが、例えばメ
タルマスクの製造コストの観点から、柱形状の直径は１００μｍ以上とすることが好まし
い。鉛フリー半田５の柱形状の高さＨは、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において特に限
定されるものではないが、例えば、２０～５０μｍ程度に設定することができる。
【００２５】
　次に、本実施形態１に係る半導体装置の製造方法について図４及び図５を参照しつつ説
明する。図４（ａ）～（ｆ）、図５（ｇ）～（ｊ）は、本実施形態１に係る半導体装置の
要部の模式的な製造工程断面図を示す。
【００２６】
　まず、半導体チップ２が複数形成されたウェハ２００を作製する。そして、半導体チッ
プ２の第１主面２Ａに導電パターン２１を形成するためのメタル層２１Ａを成膜する（図
４（ａ））。メタル層２１Ａとしては、Ｔｉ／Ｎｉ／Ａｇなどを好適に適用することがで
きる。なお、導電パターン２１の材料としては、メタル層に限定されるものではなく、本
発明の趣旨を逸脱しない範囲において、メタル以外の導電層を適用してもよい。
【００２７】
　次いで、メタル層上にレジストを塗布する。そして、フォトリソグラフィー工程により
所望の形状のレジストパターン１１を形成する（図４（ｂ））。そして、レジストパター
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ン１１をマスクとして、エッチングにより露出しているメタル層２１Ａを除去することに
より導電パターン２１を得る（図４（ｃ））。そして、レジストパターン１１を除去する
。
【００２８】
　次に、半導体チップ２の第１主面２Ａ上に鉛フリー半田５を供給する。具体的には、予
め所望のパターンを形成したメタルマスク１５を第１主面２Ａ上に載置して、メタルマス
ク１５に鉛フリー半田ペースト５Ａを供給して、スキージ１６などを用いて半田印刷を行
う（図４（ｄ））。メタルマスク１５として、第１主面２Ａとダイパッド３の対向領域の
中心Ｃから描かれ、直径が対向領域の短辺Ｌと一致する円１０に鉛フリー半田ペースト５
Ａが供給されるようにパターン形成されたものを用いることにより、簡便に柱形状の鉛フ
リー半田５の位置を調整することができる。
【００２９】
　その後、リフロー処理を行い（図４（ｅ））、洗浄した後にダイシングによりウェハ２
００を半導体チップ２の大きさに分離する（図４（ｆ））。なお、半田印刷に代えて、半
田ボールを供給し、リフロー・洗浄を行ってもよい。半田ボールを適用することで、鉛フ
リー半田の柱の体積ばらつきをより精度よく制御することができる。
【００３０】
　ダイパッド３の表面にはあらかじめメッキにより導電パターン３１を形成しておく（図
５（ｇ））。導電パターン３１には、例えばＡｇメッキを用いることができる。半導体チ
ップ２に形成された鉛フリー半田５と導電パターン３１が電気的に接続されるように位置
合わせして搭載する（図５（ｈ））。なお、導電パターン３１は、メッキにより形成する
例について述べたが、他の方法により形成してもよい。
【００３１】
　次いで、リフロー処理を行う（図５（ｉ））。そして、洗浄後にアンダーフィル樹脂４
をディスペンサノズル１２等により注入して（図５（ｊ））、ベーク炉（不図示）などで
高温条件下においてアンダーフィル樹脂４を硬化させる。本実施形態１に係る半導体装置
１は、上記工程等を経て製造される。
【００３２】
　半導体装置１に使用されている材料は、各々固有の熱膨張係数を持っている。例えば、
半導体チップ２は３ｐｐｍ／℃程度、ダイパッド３などのリードフレームは１７ｐｐｍ／
℃程度である。従って、使用環境の温度変化、もしくは環境試験時の温度変化により、半
導体チップ２とダイパッド３では伸縮量が異なるものとなる。このため、半導体チップ２
とダイパッド３の間隙に配置された鉛フリー半田５には、半導体チップ２とダイパッド３
との熱膨張係数の差と、鉛フリー半田５のヤング率に比例する熱応力が発生する。
【００３３】
　高融点鉛半田に比して鉛フリー半田は、ヤング率が例えば５倍以上と硬い。このため、
発生する熱応力が増加する。そして、この熱応力増加が半田内クラックの原因となる。半
田内クラックが発生すると、接続面積が減少し、熱的・電気的特性の低下は避けられない
。
【００３４】
　半導体チップ２とダイパッド３の間に発生する熱応力は、対向領域の中心Ｃ近傍が最も
小さい。換言すると、当該位置は、応力フリーもしくは応力極小位置となる。そして、対
向領域の中心Ｃから離間するに従って応力値が大きくなる。本実施形態１によれば、半導
体チップ２とダイパッド３の対向領域の中心Ｃから描かれ、直径が対向領域の短辺Ｌと一
致する円１０内に位置を限定して柱形状の鉛フリー半田５を配設している。これにより、
鉛フリー半田５にクラックが発生する確率を低減することができる。そして、信頼性の高
い半導体装置を提供することができる。
【００３５】
　また、柱形状の鉛フリー半田５の間隙にアンダーフィル樹脂４を充填することにより、
隣接する鉛フリー半田５の間隙、及び円１０よりも外側の部分の応力が、アンダーフィル
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樹脂４により吸収される。これにより、半導体チップ２とダイパッド３の接続信頼性を確
保することができる。また、接続寿命を向上させることができる。
【００３６】
　熱サイクル試験での接続寿命は、コフィン・マンソンの式より接続高さのべき乗に比例
することが知られている。そこで、半導体チップ２とダイパッド３の間の鉛フリー半田５
の厚みを厚くすることが好ましい。本実施形態１においては、柱形状の鉛フリー半田５の
高さは、供給する半田量をコントロールすることにより所望の高さの半田を得ることが可
能である。一方、上記特許文献３等、従来のように全面に半田を配設する方法によれば、
半田材が、ダイパッド１０３の表面、半導体チップ１０２よりも外側の領域に濡れ広がり
、メッキ等により半田の濡れ広がり領域を制限して柱形状に配置した場合に比して鉛フリ
ー半田１０５の厚みを稼ぐことが困難である。
【００３７】
　本実施形態１によれば、鉛フリー半田５を柱形状とし、かつ、これらの間隙に充填材で
あるアンダーフィル樹脂４を充填する方式を採用している。このため、硬くて脆い鉛フリ
ー半田５をチップマウント材として用いた場合であっても、半導体チップ２と第１の導電
性フレームであるダイパッド３の間に発生する応力をアンダーフィル樹脂４で緩和するこ
とができる。その結果、鉛フリー半田５にクラックが発生したり、半導体チップ２が破損
したりすることを効果的に抑制することができる。さらに、鉛フリー半田５の設置位置を
半導体チップ２とダイパッド３の対向領域の中心から描かれ、直径が対向領域の短辺Ｌと
一致する円１０内に限定して配置することにより、より効果的に鉛フリー半田５にクラッ
クが発生したり、半導体チップ２が破損したりすることを防止することができる。
【００３８】
　［実施形態２］
　次に、上記実施形態１とは異なる半導体装置の製造方法の一例について説明する。なお
、以降の説明において、上記実施形態１と同一の要素部材は同一の符号を付し、適宜その
説明を省略する。
【００３９】
　本実施形態２に係る半導体装置は、以下の点を除く基本的な構成及び製造方法は上記実
施形態１と同様である。すなわち、上記実施形態１においては、半導体チップ２の第１主
面２Ａの表面に形成する導電パターン２１を、レジストマスクを用いてエッチングするこ
とにより形成したのに対し、本実施形態２においては、導電パターン２１をリフトオフ法
により形成している点において相違する。また、上記実施形態１においては、鉛フリー半
田５を半導体チップ２に最初に形成したのに対し、本実施形態２においては、鉛フリー半
田をダイパッド３に最初に形成する点において相違する。
【００４０】
　図６（ａ）～（ｄ）及び図７（ｅ）～（ｉ）に、本実施形態２に係る半導体装置の要部
の模式的な製造工程断面図を示す。
【００４１】
　まず、半導体チップ２が複数形成されたウェハ２００を作製する。そして、半導体チッ
プ２の第１主面２Ａにレジスト膜をスピンコート法などにより塗膜する。次いで、フォト
リソグラフィー工程などによりレジストパターン１１を形成する（図６（ａ））。次いで
、導電パターン２１を形成するためのメタル層２１Ａを全面にスパッタ法などにより成膜
する（図６（ｂ））。
【００４２】
　次いで、レジストパターン１１をリフトオフ法により除去することにより、レジストパ
ターン１１との積層構造となっていない領域のメタル層２１Ａを残存させて導電パターン
２１を得る（図６（ｃ））。その後、ダイシングによりウェハ２００を半導体チップ２の
大きさに分離する（図６（ｄ））。
【００４３】
　ダイパッド３の表面にはあらかじめメッキにより導電パターン３１を形成しておく（図



(9) JP 2010-165923 A 2010.7.29

10

20

30

40

50

７（ｅ））。ダイパッド３の表面上に鉛フリー半田５を供給する。具体的には、予め所望
のパターンを形成したメタルマスク１５ａを第１主面２Ａ上に載置して、メタルマスク１
５ａに鉛フリー半田ペーストを供給して、半田印刷を行う（図７（ｆ））。その後、半導
体チップ２の第１主面２Ａに形成された導電パターン２１と鉛フリー半田５が電気的に接
続するように、ダイパッド３上に半導体チップ２を搭載する（図７（ｇ））。
【００４４】
　次に、リフロー処理を行う（図７（ｈ））。そして、洗浄後にアンダーフィル樹脂４を
ディスペンサノズル１２等により注入して（図７（ｉ））、ベーク炉などで高温条件下に
おいてアンダーフィル樹脂４を硬化させる。
【００４５】
　本実施形態２に係る半導体装置によれば、上記実施形態１と同様の効果を得ることがで
きる。なお、上記実施形態１及び２の製造工程は一例であって、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲において他の製造方法により製造してもよいことは言うまでもない。
【００４６】
　［実施形態３］
　次に、上記実施形態１及び２とは異なる構成の半導体装置の一例について説明する。本
実施形態３に係る半導体装置は、以下の点を除く基本的な構成及び製造方法は上記実施形
態１と同様である。すなわち、上記実施形態１においては、柱形状の鉛フリー半田５を半
導体チップ２とダイパッド３の対向領域の中心Ｃから描かれ、直径が対向領域の短辺Ｌと
一致する円内に配置していたのに対し、本実施形態３においては、柱形状の鉛フリー半田
が、半導体チップの第２主面に形成されたパッドのうち、第１主面と第２主面の間に形成
された電流経路と接続するパッド（ソースパッド２２Ａ）を、平面視上、重なり合う位置
に配置している点において相違する。また、本実施形態３に係る鉛フリー半田は、後述す
る＜式１＞、＜式２＞を満足するようにその大きさが規定されている点において相違する
。
【００４７】
　図８に、本実施形態３に係る半導体チップ２に配設する鉛フリー半田の形状、及び配置
位置を説明するための模式的上面図を、図９（ａ）に図８のIXA-IXA切断部断面図を、図
９（ｂ）に図８のIXB-IXB切断部断面図を示す。
【００４８】
　鉛フリー半田５ｂ、５ｃは、図９（ａ）及び（ｂ）に示すように、半導体チップ２とダ
イパッド３の間隙に、柱形状のものが互いに離間するように、複数配設されている。鉛フ
リー半田５ｂ、５ｃの間隙には、アンダーフィル樹脂４が充填されている。鉛フリー半田
５ｂの配置位置は、図８に示すように、半導体チップ２の第２主面２Ｂに形成されたソー
ス電極２３であるソースパッド２２Ａと、平面視上、重なり合う位置に配置されるように
形成されている。一方、鉛フリー半田５ｃは、ソースパッド２２Ａが形成されていない領
域に配設されている。
【００４９】
　ソース電極２３の短辺方向の長さをＷ１，ソース電極２３を上から見たときに（平面視
上）重なり合う位置に配置される鉛フリー半田５ｂのＷ１に平行な方向の最少長さをＷ２
、隣接する鉛フリー半田５ｂの最少離間距離をＷ３、鉛フリー半田５ｂの高さをＨとした
際に、下記＜式１＞、＜式２＞を満足するようにする。
＜式１＞　Ｗ２≧Ｗ１
＜式２＞　Ｗ３≧Ｈ
【００５０】
　Ｗ１～Ｗ３、Ｈは、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において特に限定されるものではな
いが、一例を挙げれば、Ｗ１としては、例えば４００μｍとすることができる。また、Ｗ
２は、前記Ｗ１＋０～２０μｍとすることができる。また、Ｗ３としては、例えば５０～
１００μｍとし、Ｈとしては２０～５０μｍとすることができる。
【００５１】
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　半導体チップ２の第２主面２Ｂ上には、ソースアルミ層２３Ａ、ゲートアルミ層２４Ａ
が形成され、ソースパッド２２Ａ、ゲートパッド２２Ｂとなる領域に開口部が設けられた
保護層１７により被覆されている。ここで、第１の主面２Ａ及び第２の主面２Ｂの間の電
流経路Ｐは、ソース電極２３であるソースパッド２２Ａから供給される。このため、ソー
ス電極２３からその直下の半導体チップ２の第１主面２Ａまでの経路が、その他の経路に
比べて電流密度が高くなる。そこで、ソース電極２３と柱形状の鉛フリー半田５ｂとを、
平面視上、重なり合う位置に配置させることにより、電気抵抗を下げることが可能となる
。なお、ソース電極２３が形成されていない領域にも鉛フリー半田５ｃを配設することが
できる。これらの鉛フリー半田５ｃについても、＜式２＞の関係を満たすようにすること
が望ましい。
【００５２】
　本実施形態３によれば、ソース電極２３と柱形状の鉛フリー半田５ｂとを、平面視上、
重なり合う位置に配置させることにより、電流経路Ｐの電気抵抗を下げ、トランジスタパ
ッケージの低オン抵抗化を図ることが可能となる。但し、電気抵抗を下げる目的で柱形状
の鉛フリー半田５同士を近づけすぎると、アンダーフィル樹脂４が入りづらくなる。本実
施形態３においては、柱形状の鉛フリー半田５の最少離間距離Ｗ３を、柱形状の鉛フリー
半田５の高さＨ以上となるようにしているので、アンダーフィル樹脂４の未充填領域が形
成されるのを効果的に防止することができる。その結果、応力低減効果を十分に実現して
信頼性の高い半導体装置を提供することができる。また、低オン抵抗化を図り高性能化に
寄与することができる。本実施形態３に係る半導体装置によれば、半導体チップ２の縦横
比が大きなものにおいて大きな効果を発揮せしめることができる。
【００５３】
　なお、本実施形態３と上記実施形態１を組み合わせる態様も好適に適用することができ
る。すなわち、柱形状の鉛フリー半田５ｂ、５ｃとして、本実施形態３の条件を満足しつ
つ、かつ、半導体チップ２の第１主面２Ａとダイパッド３の対向領域の中心Ｃから描かれ
、直径が対向領域の短辺Ｌと一致する円内に柱形状の鉛フリー半田を配設することにより
、より信頼性の高い半導体装置を提供することができる。また、鉛フリー半田５ｂ、５ｃ
の個数、配置位置は一例であって、種々の変形が可能であることは言うまでもない。
【００５４】
　［実施形態４］
　次に、上記実施形態１～３とは異なる構成の半導体装置の一例について説明する。本実
施形態４に係る半導体装置は、以下の点を除く基本的な構成及び製造方法は上記実施形態
１と同様である。すなわち、上記実施形態１においては、半導体チップ２の第２主面２Ｂ
に形成されたソースパッド２２Ａと第２の導電性フレームであるソースリード７Ａが、ワ
イヤ６を介して接続されていたのに対し、当該個所が第２の導電性フレームであるクリッ
プと柱形状の鉛フリー半田により電気的に接続されている点において相違する。
【００５５】
　図１０に、本実施形態４に係る半導体装置において封止樹脂を透視した状態の上面図を
示す。また、図１１に、本実施形態４に係る半導体装置の封止樹脂を透視した状態の模式
的側面図を示す。但し、説明の便宜上、ゲートリード７Ｂ，アルミワイヤ６の図示を省略
し、ソースリード７Ａとクリップ８と柱状の鉛半田５ｄの位置を図示した。
【００５６】
　本実施形態４に係る半導体装置１ｄは、トランジスタパッケージであり、半導体チップ
２、第１の導電性フレームであるダイパッド３、充填材であるアンダーフィル樹脂４、第
１の鉛フリー半田５ｄ、電気接続手段である第２の鉛フリー半田５ｅとアルミワイヤ６、
第２の導電性フレームであるクリップ８、クリップ８と接続されるソースリード７Ａ、同
じく第２の導電性フレームとして機能するゲートリード７Ｂ、封止樹脂９等を備えている
。
【００５７】
　半導体チップ２のソース電極２３ｄは、外部接続端子のソースリード７Ａと第２の柱形
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状の鉛フリー半田５ｅ及びクリップ８により電気的に接続されている。一方、半導体チッ
プ２のゲート電極２４は、外部接続端子であるゲートリード７Ｂとアルミワイヤ６により
結線されている。そして、ダイパッド３、ソースリード７Ａ，ゲートリード７Ｂの一部と
、半導体チップ２が、図１０、図１１に示すように、封止樹脂９によってモールドされて
いる。なお、クリップ８とソースリード７Ａは、鉛フリー半田、若しくはＡｇペースト等
により電気的に接続させればよい。
【００５８】
　第１の鉛フリー半田５ｄは、図１１に示すように、半導体チップ２とダイパッド３の間
隙に、柱形状のものが互いに離間するように、複数配設されている。第１の鉛フリー半田
５ｄの間隙には、アンダーフィル樹脂４が充填されている。第１の鉛フリー半田５ｄの配
置位置は、上記実施形態１と同様に、半導体チップ２とダイパッド３との対向領域の中心
Ｃから描かれ直径が対向領域の短辺Ｌと一致する円１０（図３参照）の内部とする。
【００５９】
　第２の鉛フリー半田５ｅは、図１１に示すように、半導体チップ２とクリップ８の間隙
に、柱形状のものが互いに離間するように、複数配設されている。第２の鉛フリー半田５
ｅの間隙には、アンダーフィル樹脂４が充填されている。第２の鉛フリー半田５ｅの配置
位置は、半導体チップ２とクリップ８との対向領域の中心Ｃから描かれ直径が対向領域の
短辺と一致する円１０ｄの内部とする。
【００６０】
　なお、半導体チップ２とダイパッド３との対向面積に比して、半導体チップ２とクリッ
プ８の接合面積は通常小さい。従って、クリップ８と半導体チップの接合面においては、
熱サイクルによる応力が問題とならない場合もある。その場合には、第２の鉛フリー半田
５ｅを、円１０ｄから外れた領域に配設しても問題がない。また、面積が大きい場合であ
っても、用途や求められる特性に応じて、第２の鉛フリー半田５ｅの設置位置を適宜調整
することができる。
【００６１】
　また、第１主面２Ａと第２主面２Ｂの間の電流経路Ｐに、第１の鉛フリー半田５ｄと第
２の鉛フリー半田５ｅが互いに上から見たときに重なり合う位置に配置するように配置す
ることにより、半導体チップ２の厚み方向と実質的に一致するようにすることができる。
これにより、低オン抵抗化を図り、より信頼性が高く、かつ特性の優れた半導体装置を提
供することができる。
【００６２】
　上記実施形態１～４に係る半導体装置によれば、従来の鉛半田の５倍程度のヤング率を
持つ鉛フリー半田材料でも、熱サイクル時に半田内に発生する応力を低減することができ
、クラック等のダメージによる信頼性寿命の低下を阻止することができる。これにより、
鉛フリー化による環境負荷低減を実現しつつ、信頼性の高い半導体装置を提供する。また
、高融点鉛半田の代替材として鉛フリー半田を選定する時に、半田材選定の幅を広げるこ
とができる。
【００６３】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。半導体チップ２の例として、ＭＯＳＦＥＴを適用した例につ
いて述べたが、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の半導体チップに適用可能で
ある。例えば、ダイオードを備える半導体チップに好適に適用可能である。
【００６４】
　本明細書は、さらに以下の発明を開示する。
（付記１）　第１主面と、当該第１主面と反対側に位置する第２主面との間に電流経路を
有する半導体チップと、
　前記第１主面と対向領域を有する第１の導電性フレームと、
　前記第２主面に形成されたパッドと電気接続手段を介して電気的に接続される第２の導
電性フレームと、
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　前記第１主面と前記第１の導電性フレームの間隙に配置され、前記第１の導電性フレー
ムと前記半導体チップを電気的に接合する複数の柱形状の鉛フリー半田と、
　前記複数の柱形状の鉛フリー半田の間に充填された充填材と
を備え、
　前記第１主面に接続される前記柱形状の鉛フリー半田の設置位置は、少なくとも前記パ
ッドのうち前記電流経路と接続するパッドを、平面視上、重なり合う位置に配置するよう
に調整され、
　前記電流経路と接続するパッドの短辺方向の長さをＷ１，
　前記電流経路と接続するパッドと、平面視上、重なり合う位置に配置される前記鉛フリ
ー半田の前記Ｗ１に平行な方向の最少長さをＷ２、
　隣接する前記鉛フリー半田の最少離間距離をＷ３、
　前記鉛フリー半田の高さをＨとした際に、下記＜式１＞、＜式２＞を満足する半導体装
置。
＜式１＞　Ｗ２≧Ｗ１
＜式２＞　Ｗ３≧Ｈ
【符号の説明】
【００６５】
１　　　半導体装置
２　　　半導体チップ
３　　　ダイパッド
４　　　アンダーフィル樹脂
５　　　鉛フリー半田
５Ａ　　鉛フリー半田ペースト
６　　　アルミワイヤ
７Ａ　　ソースリード
７Ｂ　　ゲートリード
７Ｃ　　ドレインリード
８　　　クリップ
９　　　封止樹脂
１０　　直径が対向領域の短辺と一致する円
１１　　レジストパターン
１２　　ディスペンサノズル
１５　　メタルマスク
１６　　スキージ
２１　　導電パターン
２２Ａ　ソースパッド
２２Ｂ　ゲートパッド
２３　　ソース電極
２３Ａ　ソースアルミ層
２４　　ゲート電極
２４Ａ　ゲートアルミ層
３１　　導電パターン
２００　ウェハ
Ｗ１　　パッド（ソース電極）の短辺方向の長さ
Ｗ２　　Ｗ１と平行な方向鉛フリー半田の最少長さ
Ｗ３　　隣接する鉛フリー半田の最少離間距離
Ｈ　　　鉛フリー半田の高さ
Ｌ　　　短辺
Ｐ　　　電流経路
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