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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に複数の第１の電極が形成されてなる第１の基体について、第１の温度以上で接着
性を発現する絶縁材料を用いて前記第１の電極を埋め込んで封止する絶縁膜を形成する工
程と、
　前記絶縁膜の温度を前記第１の温度よりも低い温度に保持しながら、バイトを用いた切
削加工により、前記第１の電極の表面及び前記絶縁膜の表面が連続して平坦となるように
平坦化処理する工程と、
　表面に複数の第２の電極が形成されてなる第２の基体に前記第１の基体を前記第１の電
極と前記第２の電極とが接触するように対向させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを
前記絶縁膜により接続するとともに、前記第１の電極と前記第２の電極との間に金属の固
相拡散層を生成せしめる工程と
　を含み、
　前記切削加工の工程において、当該切削加工で発生する摩擦熱により上昇する前記絶縁
膜の温度を前記第１の温度よりも低い温度に保持しながら行うことを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度以上で、前記絶縁膜による接続と同時に、前記第１の電極と前記第２の
電極との接続を同時に行う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。
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【請求項３】
　前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程は、
　前記第１の基体の温度を前記第１の温度よりも低い温度に設定し、前記第２の基体の温
度を前記第１の温度よりも高い温度に設定する工程と、
　前記設定された温度において、前記第１の電極と前記第２の電極とを対向接触させ、前
記絶縁膜の温度を前記第１の温度以上にして前記第１の基体と前記第２の基体とを接続す
る工程と
　を含む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】
　前記絶縁材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第１の温度に達すると液化して
接着性を発現するものであ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
体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第２の基体の前記第２の電極がそれぞれ所定の高さとされており、
　前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度以上で、前記第１の電極と前記第２の電極とを所定の圧力で対向接触さ
せて塑性変形させるとともに、液化した前記絶縁材料により前記電極間を充填させ、前記
第１の基体と前記第２の基体とを接続することを特徴とする請求項４に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項６】
　前記絶縁材料は、前記第１の温度よりも高い第２の温度以上で固化するものであり、
　前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程は、
　前記切削加工の後、前記第１の温度以上で前記第２の温度よりも低い温度で、前記第１
の電極と前記第２の電極とを対向接触させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを前記絶
縁膜により接続する工程と、
　前記第２の温度以上で、前記絶縁膜を固化させるとともに、前記固相拡散層の生成を助
長する工程と
　を含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の基体が半導体基板に形成された状態で前記第１の基体に前記切削加工を施し
、前記第２の基体に前記第１の基体を対向させる前に、前記半導体基板から前記第１の基
体を個片化させることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項８】
　個片化された半導体チップである前記第１の基体に前記切削加工を施すことを特徴とす
る請求項１～７のいずれか１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】
　本発明は、一対の基体（回路基板と半導体チップ、半導体チップと半導体チップの組み
合わせ等）が電極同士で接続されてなる半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の電子機器の小型化、薄膜化に伴い、電子部品の高密度実装の要求が高まっており
、半導体チップなどの電子部品を裸の状態でダイレクトに基板に搭載するフリップチップ
実装が用いられてきた。フリップチップ実装に使用する半導体チップの電極上には突起電
極が形成されており、突起電極と回路基板上の配線とを電気的に接合する。
【０００３】
　金属端子の形成技術には、代表的なものとして、電解メッキ法、無電解メッキ法、ハン
ダ浸漬法、ハンダ印刷法などがある。
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【０００４】
　電解メッキ法では、メッキ溶液中に試料を設置し、電極パッドに繋がるシード電極に電
流を供給しながら、フォト工程にてパターニングされた電極パッド上に、金属端子を一括
形成する。特徴として、高解像度のレジストを使用することにより、高アスペクト比を有
する数μｍ～数１０μｍピッチの金属端子を形成することができる。電解メッキ法による
金属端子の材料としては、金、半田等が用いられる。
【０００５】
　無電解メッキ法では、任意の電極パッド上に、金属端子を一括形成できる。特徴として
、等方的にメッキ成長する他、フォト工程が不要となる。
【０００６】
　ハンダ浸漬法では、溶融したＳｎやＰｂなどを主成分とする低融点金属中に、電極パッ
ドを有する試料を浸漬して、引上げることにより、表面張力で電極パッド上にのみに濡れ
た低融点金属が冷却固化して、金属端子を形成する。
【０００７】
　ハンダ印刷転写法では、Ｓｎ、Ｐｂ等を主成分とする低融点金属をペースト状として、
メタルプレート上の電極パッド位置に形成された窪み部に印刷塗布し、リフローさせ、低
融点金属を球状電極とした後、試料上の電極パッドに一括転写する。
【０００８】
　また、ＬＳＩなどの電子部品の接合においては、溶融ハンダを用いた拡散接合、金属の
固相結合、または絶縁接着フィルムを介したバンプ同士の接合などがあり、いずれも、荷
重、熱、あるいは超音波などのバンプへ負荷を与える方法で接合している。
【０００９】
　また、上記のような金属端子を有する半導体チップの表面を接着性を有する絶縁樹脂で
覆った後、回路基板に金属端子同士を対向させ、加熱して絶縁樹脂を溶かして金属端子間
の樹脂を押し出し、絶縁樹脂を硬化させて、金属端子同士を接合させる方法も近年試みら
れている。
【００１０】
【特許文献１】特開平１１－２７４２４１号公報
【特許文献２】特開２００１－２９８１４６号公報
【特許文献３】特開２００３－２５８０３４号公報
【特許文献４】特開２００２－２５２２４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述した従来技術をＬＳＩなどの電子部品の金属端子形成、及び実装工程に用いると、
次のような問題が発生する。
【００１２】
　電解メッキ法では、パターニング用マスク、フォト工程、シード電極形成及びその除去
工程が必要であるため、プロセスコストが大幅に増加する。
【００１３】
　無電解メッキ法や浸漬ハンダ法では、電極パッドの形状、面積、配線パターンへの接続
の有無、メッキ条件又は浸漬条件の不均一性などの要因により、金属端子の高さに数μｍ
～数１０μｍもの大きなバラツキが生じる。
【００１４】
　ハンダ印刷転写法では、ペーストをスキージを用いて印刷するため、金属端子の微細化
に限界がある。
【００１５】
　また、絶縁樹脂で金属端子を覆う方法では、樹脂が金属端子の間に残存し、電気抵抗の
上昇を招くという問題が発生する。
【００１６】
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　また、ＬＳＩ部品の実装においては、高さバラツキを有するため、一定量の荷重、加熱
等の外部エネルギーが要求され、実装後のＬＳＩ部品へのダメージの問題が発生する。
【００１７】
　本発明は、上記問題点を解決し、低コストで高さが均一且つ平滑な金属端子の形成が可
能であり、低ダメージの実装を可能とする高信頼性を有する半導体装置の製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の半導体装置の製造方法は、表面に複数の第１の電極が形成されてなる第１の基
体について、第１の温度以上で接着性を発現する絶縁材料を用いて前記第１の電極を埋め
込んで封止する絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜の温度を前記第１の温度よりも低い
温度に保持しながら、バイトを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及び前記絶
縁膜の表面が連続して平坦となるように平坦化処理する工程と、表面に複数の第２の電極
が形成されてなる第２の基体に前記第１の基体を前記第１の電極と前記第２の電極とが接
触するように対向させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを前記絶縁膜により接続する
とともに、前記第１の電極と前記第２の電極との間に金属の固相拡散層を生成せしめる工
程とを含み、前記切削加工の工程において、当該切削加工で発生する摩擦熱により上昇す
る前記絶縁膜の温度を前記第１の温度よりも低い温度に保持しながら行う。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、低コストで高さが均一且つ平滑な金属端子の形成が可能であり、低ダ
メージの実装を可能とする高信頼性を有する半導体装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　－本発明の基本骨子－
　本発明では、ＣＭＰ法に替わり、基体上に形成された多数の電極の表面を安価に高速で
一斉に平坦化する手法として、ダイヤモンド等からなる硬質バイトを用いた切削加工を適
用する。この切削加工によれば、基体表面上で絶縁膜内に電極が埋め込み形成されている
ような場合でも、ＣＭＰ法のように金属と絶縁物の研磨速度等に依存することなく、基板
上で一斉に金属と絶縁膜とを連続して切削し、ディッシング等を発生せしめることなく全
体的に両者を均一に平坦化することができる。上述の平坦化処理は、例えば金バンプを電
解メッキで形成する場合に、使用したフォトレジストと電極とを一括してバイトで切削加
工した後、フォトレジストを除去することで行うことができる。
【００２２】
　このことから、製造工程の増加や煩雑化を招くことなく、基体同士を確実に接続するこ
とを鋭意検討し、電極を埋め込む絶縁膜として接着性を有する絶縁材料（アンダーフィル
、絶縁シート又は絶縁フィルム等）を用い、例えば第１の基体の表面（電極及び絶縁膜の
表面）を切削加工により平坦化し、基体同士を接続することが試みられた。即ち、当該絶
縁膜を電極を埋め込み保護する封止材料として用いるとともに、基体同士の電極を接続す
る際の接続強化材料としても用いる。この場合、切削加工後に絶縁膜を除去することなく
、その接着性を利用して電極同士を対向させて接続させる。
【００２３】
　この試みにおいて、当該絶縁膜の絶縁材料として、第１の温度以上で接着性を発現し、
これよりも高温の第２の温度以上で接着性を消失するもの、具体的には、常温では固体で
接着性を示さず、第１の温度に達すると液化して接着性を発現し、更に第２の温度に達す
ると固化して接着性を消失する性質を有する材料を用いる。そして、第１の温度よりも低
温で切削加工による平坦化処理を実行した後、第１の温度以上で第１の基体（例えば固片
化された半導体チップ）の電極とそれに対応する第２の基体（例えば回路基板又は半導体
チップ）の電極とを対向させて接触させ、接着性を発現する絶縁材料により基体同士を接
続し、続いて第２の温度以上で電極間を充填する当該絶縁材料を固化させることにより、
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強固な接続と良好な電気的接続が得られることを確認した。しかしながら、バイトによる
切削加工の際に、当該絶縁材料がバイトの摩擦熱で第１の温度以上となって液化し、電極
の表面に皮膜が形成される等の現象が確認された。
【００２４】
　本発明者は、この現象に鑑み、バイトを用いた切削加工で発生する摩擦熱により上昇す
る絶縁膜の温度をその絶縁材料の液化する温度、即ち第１の温度以下に制御することに加
え、第１の基体の電極と第２の基板の電極との間において、電極の溶融温度以下の低温で
固相拡散を生ぜしめ、更に強固に接続を行うことに想到した。
【００２５】
　例えば、半導体チップにおいて、８０℃で液化する（第１の温度が８０℃である）エポ
キシ樹脂をバイトを用いて金（Ａｕ）電極と同時に切削加工して平坦化する場合、熱伝導
性に優れたダイヤモンド等のバイトを使用し、バイトの切削速度や切込み深さ等を制御し
、摩擦熱により上昇する絶縁膜の温度を８０℃以下にすることで、エポキシ樹脂の液状化
を抑えることが可能である。この金電極を回路基板側の例えば錫（Ｓｎ）メッキ電極に対
向させ、第２の温度以上例えば１５０℃で一の電極当たり１０ｇｆ程度の荷重で超音波振
動を加え、所定の時間押し当て、ＡｕとＳｎとを密着させると同時に周辺のエポキシ樹脂
を硬化させることにより、エポキシ樹脂の強固な接続と電極間の良好な電気的接続が得ら
れる。
【００２６】
　更に、第２の温度以上で例えば３０分間程度１５０℃に保持し、エポキシ樹脂を完全に
硬化させるとともに、ＡｕとＳｎとの間に固相拡散を生ぜしめ、金属間接合を安定化させ
ることが可能である。Ｓｎの溶融温度は２２１℃であり、ＳｎとＡｕの共晶温度は２８０
℃であるところ、１５０℃という比較的低い温度により両者の金属間に安定した十分な合
金層を形成することができる。一般的に固相拡散は、溶融に比べて合金層の成長が遅く、
固相拡散の初期の状態では接合強度は弱い。本発明は、この初期の固相拡散層の弱い接続
強度を周辺の接着性を有する絶縁膜で補強しながら、絶縁材料が完全固化する加熱処理に
より完全で十分な固相拡散を生ぜしめ、安定した接続を実現するものである。
【００２７】
　各基体の電極材料を低温で固相拡散可能な材料として選ぶことにより、上記の接合が可
能となる。例えば、Ａｕ，Ｓｎ，銅（Ｃｕ），アルミニウム（Ａｌ），銀（Ａｇ），ニッ
ケル（Ｎｉ）またはこれらの合金等を用い、対向する電極材料の組み合わせとしては、例
えばＡｕとＳｎ，ＡｕとＡｌ，ＳｎとニッケルＮｉ，ＳｎとＣｕ等の金属間及びこれらの
金属の合金により、低温で固相拡散層を生ぜしめることができる。
【００２８】
　－本発明を適用した具体的な諸実施形態－
　以下、本発明を適用した具体的な諸実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００２９】
　（第１の実施形態）
　図１及び図２は、第１の実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面
図である。
　ここでは、一対の基体として、第１の基体が半導体基板から個片化された半導体チップ
であり、第２の基体が回路基板である場合を挙げ、回路基板上に半導体チップを搭載する
場合について例示する。本実施形態では、半導体チップの表面を切削平坦化し、電極同士
を対向させて接続する。
【００３０】
　先ず、図１（ａ）に示すように、所望の半導体素子（ＭＯＳトランジスタや各種半導体
メモリ等）を有する複数の半導体チップ１が形成された半導体基板（不図示）について、
各半導体チップ１の表面には、当該半導体素子を外部接続するための電極パッド２が、例
えばＡｌを材料としてパターン形成されている。電極パッド２の材料としては、一般的に
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Ａｌの他、Ａｕ，Ｃｕ等の金属が用いられる。電極パッド２は例えばシリコン酸化膜又は
シリコン窒化膜等の絶縁膜３で覆われ、各電極パッド２の表面を露出する開口３ａが形成
されている。
【００３１】
　半導体基板の開口３ａの内壁面を含む絶縁膜３上に、ＴｉやＴｉＷ等からなる下地膜４
を形成する。その他の下地膜材料としては、ＴｉＰｄ、Ｃｒ、Ｍｏ等の高融点金属を用い
ることも可能である。
【００３２】
　続いて、図１（ｂ）に示すように、開口３ａ内で下地膜４を介して電極パッド２と接続
される電極５をパターン形成する。
　具体的には、電極５の材料としては、低温で固相拡散可能なものを選択する。例えば、
Ａｕ、Ｓｎ、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、Ｓｎを主材料とした半田等が好適であり、ここで
はＡｕを用い、例えば電解メッキ法により金属膜を成膜し、これと下地膜４をパターニン
グすることにより、電極５を形成する。このとき、各電極５はその形成状態等に起因して
、図示の如く各々不均一な高さに形成されることがある。一般的に、各電極５の高さは半
導体チップ１内で数μｍ程度のバラツキを示す。
【００３３】
　続いて、図１（ｃ）に示すように、接着性を有する絶縁材料、ここでは絶縁樹脂（アン
ダーフィル）を用い、電極５を覆うように絶縁膜６を形成する。この絶縁樹脂は、常温で
は固体であり接着性を示さず、これより高温の第１の温度以上で接着性を発現し、これよ
りも高温の第２の温度以上で硬化し、接着性を消失する性質を有するものである。本実施
形態では、絶縁樹脂として、エポキシ樹脂系のフィルム状接着剤又はエポキシ樹脂系の液
状接着剤であるが、仮硬化を行うことにより固化するいわゆるＢステージ接着剤を用いる
。この場合、第１の温度が８０℃である。
【００３４】
　フィルム状接着剤の組成は、接着剤成分(エポキシ樹脂およびフェノール樹脂、硬化促
進剤)２５ｗｔ％、無機フィラー(平均粒径１．５μｍ、最大粒径１０μｍのシリカまたは
アルミナフィラー)５０ｗｔ％、溶剤(エーテルまたはケトン) ２５ｗｔ％のものを用いた
。 Ｂステージ状接着剤の組成には, 接着剤成分(エポキシ樹脂及びフェノール樹脂または
アミン及び硬化促進剤)３６ｗｔ％、無機フィラー(平均粒径１．５μｍ、最大粒径１０μ
ｍのシリカまたはアルミナフィラー)１０ｗｔ％、溶剤(エーテルまたはケトン) １０ｗｔ
％のものを用いた。
【００３５】
　フィルム状接着剤には、フィルム形成後の形状を保持するために可塑剤を添加してもよ
い。この可塑剤としては、ポリメチルメタクリレート, ポリエステルを用いると最良とな
る。また、添加する溶剤量は、本実施形態に記載されている添加量のみではなく、使用す
るエポキシ樹脂及びフェノール樹脂またはアミンの種類、あるいは形成する接着剤の厚さ
によりコントロールする。 
【００３６】
　この実施形態に用いるエポキシ樹脂は、エポキシ樹脂であれば制限はないが、接着剤の
耐熱性を向上させるためには、１分子中に少なくとも官能基が２つ以上のエポキシ樹脂が
好ましい。このようなエポキシ樹脂としては、ビスフェノールＡ型エポキシ、ビスフェノ
ールＦ型エポキシ、ビフェニル型エポキシ、ビスフェノールＳ型エポキシ、ジフェニルエ
ーテル型エポキシ、ジシクロペンタジエン型エポキシ、クレゾールノボラック型エポキシ
、ＤＰＰノボラック型エポキシ、ナフタレン骨格エポキシなどが提供されている。
【００３７】
　フィルム状接着剤の硬化剤として用いられるフェノール樹脂は、フェノール樹脂であれ
ば制限はないが、耐熱性および環境性を考慮した場合には、官能基が２つ以上のノボラッ
ク型フェノールが好ましい。 このフェノール樹脂としては、フェノールノボラック、ク
レゾールノボラック、ナフトール型ノボラック、キシリレン型ノボラック,ジスクロペン
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タジエン型ノボラック、スチレン化ノボラック、アリル形成ノボラックなどが提供されて
いる。 
【００３８】
　Ｂステージ状接着剤の硬化剤として用いられるフェノール樹脂またはアミンとしては、
 Ｂステージ化を図るために硬化反応が２段階に発生するものがよい。このためには、分
子中に立体障害を持つものが好ましい。
【００３９】
　フェノール硬化剤としては、デカリン変成フェノールノボラック、ｐ－ヒドロキシベン
ズアルデキド型フェノールノボラックが、アミンとしては芳香族アミンがそれぞれ好まし
く、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン、ｍ－フェニレンジアミン
があり、低毒性のものとして、それぞれの芳香族アミンにアルキル基を導入したものもあ
る。他のアミンとしては、ジシアンジアミド等がある。
【００４０】
　続いて、図１（ｄ）に示すように、ダイヤモンド等からなる硬質のバイト１０を用いて
、半導体チップ１の電極５の表面及び絶縁膜６の表面が連続して平坦となるように例えば
矢印Ｂ方向へ向かって切削加工し、図１（ｅ）に示すように平坦化処理する。このとき、
表面平坦化に伴い各電極５の高さが均一となる。
【００４１】
　切削加工装置の一例を図３に示す。本実施形態では、図示のように、個々の半導体チッ
プに切り出す前の複数の半導体チップの形成された半導体基板の状態において、基板表面
を一斉に切削加工する場合を示す。なおこの場合、図１（ｃ）のように電極５を覆う絶縁
膜６が形成された状態で半導体基板から個々の半導体チップ１を切り出し、この切削加工
装置により個片化された半導体チップ１の状態で切削加工することもできる。
【００４２】
　この切削加工装置は、いわゆる超精密旋盤であって、半導体基板２０（または個片化さ
れた半導体チップ１）を例えば真空吸着により載置固定し、半導体基板２０を所定の回転
速度（例えば、回転数８００ｒｐｍ～１６００ｒｐｍ程度）で例えば図中矢印Ａ方向に回
転駆動する基板支持台（回転テーブル）２１と、ダイヤモンド等からなる切削工具である
硬質のバイト１０を備え、このバイト１０を例えば図中矢印Ｂ方向に駆動する切削部２２
とを備えて構成されている。切削加工時には、半導体基板２０の表面にバイト１０を当接
させ、半導体基板２０を矢印Ａ方向に回転させながら、バイト１０を矢印Ｂ方向に移動さ
せて切削する。ここで、図３の右側に、円Ｃを拡大した図１（ｄ）と略同様の切削加工の
様子を示す。この拡大図では、電極５の表面を粗面状に強調して示している。
【００４３】
　この切削加工工程において、本実施形態では、切削加工工程の全体を通して絶縁膜６を
液化させずに固体状態に保持しながら切削する。即ち、半導体チップ１の温度を絶縁膜６
の液化温度（第１の温度）である８０℃よりも低温に設定し、バイト１０を用いた切削加
工で発生する摩擦熱により上昇する絶縁膜６の温度を８０℃より低温に制御しつつ、切削
加工工程の全体を通して８０℃よりも低温という温度範囲を保持しながら平坦化処理する
。
【００４４】
　更に本実施形態では、切削加工時に絶縁膜６を確実に固体状態に保持すべく、切削加工
管理の指標を提示する。
　図４は、切削加工時に絶縁樹脂が若干量液化し、電極の表面に薄く絶縁樹脂の汚れ（ム
ラ）が形成された様子を示す顕微鏡写真である。この場合、電極間の固相拡散反応を阻害
する程度の状態とは評価されないが、本実施形態の切削加工では、かかる状態も発生しな
いようにすることが必要である。
【００４５】
　本実施形態では、切削加工に際して、使用する絶縁材料に対応して、切削加工により発
生する摩擦熱を小さく抑え、当該絶縁材料の温度をその材料の液化温度である第１の温度
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よりも低温に保つために、切削速度、バイト１０の材質（熱伝導率）、切り込み量、すく
い角、横すくい角等の条件を調節管理し、切削金属面に図４に示すような絶縁樹脂の汚れ
が付着しないことを確認する。例えば当該各条件としては、切削速度を遅く、バイト１０
に熱伝導率を高い材料を用い、切り込み量を浅く、すくい角及び横すくい角をそれぞれ大
きくすることにより、摩擦熱の発生を小さく抑えることができる。
【００４６】
　例えば、エポキシ系の一般的な接着性を有する絶縁樹脂であれば、バイト１０の材質に
ダイヤモンドを用いた場合、切削速度が約８００ｍ/分以下、切り込み量が約２μｍ以下
、すくい角及び横すくい角が共に約５°以上であれば、摩擦熱の発生を抑え、絶縁樹脂の
汚れを生ぜしめない切削加工が可能である。
　表１に、切削加工時に絶縁材料をその絶縁材料の第１の温度よりも低温に抑えるための
効果的な切削加工のパラメータとその傾向を記述する。
【００４７】
【表１】

【００４８】
　本発明で使用可能な絶縁材料の種類は極めて多く、具体的なパラメータ値は一意に定ま
るものではなく絶縁材料に対応して様々である。
【００４９】
　一方、回路基板１１は、図２（ａ）に示すように、複数層、図示の例では４層の配線層
１２，１３，１４，１５が積層してなるパッケージ基板であり、各配線層１２～１５はそ
れぞれ絶縁膜１６内に配線１７及び配線間接続用のビア１８が形成されている。回路基板
１１の一方の主面、即ち最上層の配線層１５の表面にはビア１８と接続され、連続して平
坦とされた複数の電極１９が形成されており、回路基板１１の他方の主面、即ち最下層の
配線層１２の表面にはビア１８と接続された接続端子２３が形成されている。電極１９は
、例えばＡｕ、Ｓｎ及びＣｕのうちの一種からなるものである。
【００５０】
　なお、本実施形態では、回路基板１１の一方の主面には切削加工を施すことなく、複数
の電極１９が連続してある程度平坦に形成されていることで足りるものとするが、半導体
チップ１と同様に当該一方の主面を切削加工して平坦化しても良い。この場合、当該一方
の主面に複数の電極１９のみが形成された状態（電極１９を覆う絶縁膜が存しない状態）
で切削加工することが可能である。
【００５１】
　続いて、半導体基板２０から個々の半導体チップ１を切り出し（上記のように、切削加
工工程の前に個々の半導体チップ１を切り出した場合には、勿論この工程は不要である。
）、図２（ｂ）のように半導体チップ１と回路基板１１とを各平坦化表面で対向させる。
そして、図２（ｃ）に示すように、半導体チップ１及び回路基板１１の温度を絶縁膜６の
液化温度（第１の温度）である８０℃以上で絶縁膜６の固化（硬化）温度（第２の温度）
よりも低い温度で、電極５と電極１９とを対応させて接触させ、絶縁膜６を液化させて電
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極５及び電極１９間を絶縁膜６の絶縁樹脂で充填させた後、第２の温度以上例えば１５０
℃で一の電極当たり１０ｇｆの荷重で超音波振動を加え、所定の時間押し当て絶縁樹脂を
硬化させる。更に、３０分間程度１５０℃に保持することにより、絶縁樹脂が完全に硬化
するとともに、電極５のＡｕと電極１９のＳｎとの間に固相拡散層が生成し、金属間接合
が安定化する。これにより、半導体チップ１と回路基板１１とが絶縁膜６で接続されると
ともに、電極５，１９同士で固相拡散層により金属間接合する。このとき、電極５，１９
が接続されて導通するとともに、絶縁膜６がその優れた接着性に起因して強固に接着し、
半導体チップ１と回路基板１１との接合が確実となる。
【００５２】
　なおこの場合、半導体チップ１の温度を絶縁膜６の液化温度である８０℃より低い温度
、回路基板１１の温度を絶縁膜６の液化温度である８０℃より高い温度とし、この状態で
電極５と電極１９とを対応させて接触させて絶縁膜６の温度を８０℃以上にして、絶縁膜
６を液化させるようにしても良い。
【００５３】
　しかる後、回路基板１１の他方の主面に形成された接続端子２３に外部接続用の半田ボ
ール３０を取り付け、半導体装置を完成させる。
【００５４】
　（第１の実施形態の諸変形例）
　以下、第１の実施形態の諸変形例について説明する。本変形例では、半導体チップの電
極構成が本実施形態と異なる。なお、本実施形態で示したものと同様の構成要素等につい
ては同符号を記す。
【００５５】
　（変形例１）
　ここでは、半導体チップの回路基板との接続用電極として、半田バンプを形成する場合
について説明する。
　図５及び図６は、変形例１による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図であ
る。
【００５６】
　先ず、図５（ａ）に示すように、図１（ａ）と同様に各半導体チップ３１の表面に、半
導体素子を外部接続するための電極パッド２を形成した後、電極パッド２を埋め込むよう
に絶縁膜３を堆積し、絶縁膜３をパターニングして、各電極パッド２の表面を露出する開
口３ａを形成する。
【００５７】
　続いて、図５（ｂ）に示すように、開口３ａ内で電極パッド２と接続される電極３２を
形成する。
　具体的に、電極３２の材料としては、低温で固相拡散可能なものとして半田を用い、電
極３２として半田バンプを形成する。このとき、各電極３２はその形成状態等に起因して
、図示の如く各々不均一な高さに形成されることがある。一般的に、各電極３２の高さは
半導体チップ３１内で数１０μｍ程度のバラツキを示す。
【００５８】
　続いて、図５（ｃ）に示すように、図１（ｃ）と同様に接着性を有する絶縁材料、ここ
では絶縁樹脂である例えばＢステージ接着剤を用い、電極３２を覆うように絶縁膜６を形
成する。
【００５９】
　続いて、図３の切削加工装置を用いて、図５（ｄ）に示すように、ダイヤモンド等から
なる硬質のバイト１０を用いて、半導体チップ１の電極３２の表面及び絶縁膜６の表面が
連続して平坦となるように例えば矢印Ｂ方向に切削加工し、図５（ｅ）に示すように平坦
化処理する。このとき、表面平坦化に伴い各電極３２の高さが均一となる。
【００６０】
　この切削加工工程において、変形例１では本実施形態と同様に、切削加工工程の全体を
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通して絶縁膜６を液化させずに固体状態に保持しながら切削する。即ち、半導体チップ１
の温度を絶縁膜６の液化温度（第１の温度）である８０℃よりも低温に設定し、バイト１
０を用いた切削加工で発生する摩擦熱により上昇する絶縁膜６の温度をその絶縁材料の液
化する温度、即ち８０℃より低温に制御しつつ、切削加工工程の全体を通して８０℃より
も低温という温度範囲を保持しながら平坦化処理する。
【００６１】
　更にこの場合、本実施形態と同様に、切削加工に際して、使用する絶縁材料に対応して
、当該絶縁材料の温度をその材料の液化温度である第１の温度よりも低温に保つために、
バイト１０の材質、切削速度、切込み量、すくい角、横すくい角等の条件を調節管理し、
切削金属面に絶縁樹脂の汚れが付着しないことを確認する。
【００６２】
　この調節管理により切削加工された電極３２の表面の様子を図７の顕微鏡写真に示す。
ここで、図７（ａ）が図５（ｃ）の状態を、図７（ｂ）が図５（ｄ）の状態をそれぞれ示
す。このように変形例１による切削加工の後には、電極３２の表面には絶縁樹脂の汚れが
なく、当該絶縁材料を液化させることなく切削加工処理が行われたことが判る。
【００６３】
　続いて、半導体基板２０から個々の半導体チップ３１を切り出し（切削加工工程の前に
個々の半導体チップ３１を切り出した場合には、勿論この工程は不要である。）、図６（
ｂ）のように半導体チップ３１と回路基板１１とを各平坦化表面で対向させる。そして、
図６（ｃ）に示すように、電極３２と電極１９とを対応させて接触させ、半導体チップ３
１及び図６（ａ）の回路基板１１の温度を、絶縁膜６の液化温度（第１の温度）である８
０℃以上で且つ絶縁膜６の固化（硬化）温度（第２の温度）よりも低い温度に設定して、
絶縁膜６を液化させる。そして、電極３２及び電極１９間を絶縁膜６の絶縁樹脂で充填さ
せた後、第２の温度以上例えば１５０℃で一の電極当たり１０ｇｆ程度の荷重で超音波振
動を加え、所定の時間押し当てる。そして、数秒間加熱することで絶縁樹脂を硬化させる
。更に、１０分間～１時間程度１５０℃に保持することにより、絶縁樹脂が完全に硬化す
るとともに、電極３２の半田と電極１９のＳｎ又はＡｕとの間に固相拡散層が生成し、金
属間接合が安定化する。これにより、半導体チップ３１と回路基板１１とが絶縁膜６で接
続されるとともに、電極３２，１９同士で固相拡散層により金属間接合する。このとき、
電極３２，１９が接続されて導通するとともに、絶縁膜６がその優れた接着性に起因して
強固に接着し、半導体チップ３１と回路基板１１との接合が確実となる。
【００６４】
　しかる後、回路基板１１の他方の主面に形成された接続端子２３に外部接続用の半田ボ
ール３０を取り付け、半導体装置を完成させる。
【００６５】
　（変形例２）
　ここでは、半導体チップの回路基板との接続用電極として、半田バンプを形成する場合
について説明する。
　図８及び図９は、変形例２による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図であ
る。
【００６６】
　先ず、図８（ａ）に示すように、図１（ａ）と同様に各半導体チップ４１の表面に、半
導体素子を外部接続するための電極パッド２を形成する。
【００６７】
　続いて、図８（ｂ）に示すように、電極パッド２と接続される電極４２を形成する。
　具体的に、電極４２の材料としては、低温で固相拡散可能なものとしてＡｕを用い、ス
タッドバンプ法により電極４２としてＡｕスタッドバンプを形成する。このとき、各電極
４２はその形成状態等に起因して、図示の如く各々不均一な高さに形成されることがある
。一般的に、各電極４２の高さは半導体チップ４１内で±１０μｍ程度のバラツキを示す
。
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【００６８】
　続いて、図８（ｃ）に示すように、図１（ｃ）と同様に接着性を有する絶縁材料、ここ
では絶縁樹脂である例えばＢステージ接着剤を用い、電極４２を覆うように絶縁膜６を形
成する。
【００６９】
　続いて、図３の切削加工装置を用いて、図８（ｄ）に示すように、ダイヤモンド等から
なる硬質のバイト１０を用いて、半導体チップ１の電極４２の表面及び絶縁膜６の表面が
連続して平坦となるように例えば矢印Ｂ方向に切削加工し、図８（ｅ）に示すように平坦
化処理する。このとき、表面平坦化に伴い各電極４２の高さが均一となる。
【００７０】
　この切削加工工程において、変形例２では本実施形態と同様に、切削加工工程の全体を
通して絶縁膜６を液化させずに固体状態に保持しながら切削する。即ち、半導体チップ１
の温度を絶縁膜６の液化温度（第１の温度）である８０℃よりも低温に設定し、バイト１
０を用いた切削加工で発生する摩擦熱により上昇する絶縁膜６の温度をその絶縁材料の液
化する温度、即ち８０℃より低温に制御しつつ、切削加工工程の全体を通して８０℃より
も低温という温度範囲を保持しながら平坦化処理する。
【００７１】
　更にこの場合、本実施形態と同様に、切削加工に際して、使用する絶縁材料に対応して
、当該絶縁材料の温度をその材料の液化温度である第１の温度よりも低温に保つために、
バイト１０の材質、切削速度、切込み量、すくい角、横すくい角等の条件を調節管理し、
切削金属面に絶縁樹脂の汚れが付着しないことを確認する。
【００７２】
　この調節管理により切削加工された電極４２の表面の様子を図１０の顕微鏡写真に示す
。ここで、図１０（ａ）が図８（ｃ）の状態を、図１０（ｂ）が図８（ｄ）の状態をそれ
ぞれ示す。このように変形例２による切削加工の後には、電極４２の表面には絶縁樹脂の
汚れがなく、当該絶縁材料を液化させることなく切削加工処理が行われたことが判る。
【００７３】
　続いて、半導体基板２０から個々の半導体チップ４１を切り出し（切削加工工程の前に
個々の半導体チップ４１を切り出した場合には、勿論この工程は不要である。）、図９（
ｂ）のように半導体チップ４１と回路基板１１とを各平坦化表面で対向させる。そして、
図９（ｃ）に示すように、半導体チップ３１及び図９（ａ）の回路基板１１の温度を絶縁
膜６の液化温度（第１の温度）である８０℃以上で絶縁膜６の固化（硬化）温度（第２の
温度）よりも低い温度で、電極４２と電極１９とを対応させて接触させ、絶縁膜６を液化
させて電極４２及び電極１９間を絶縁膜６の絶縁樹脂で充填させた後、第２の温度以上例
えば１５０℃で一の電極当たり１０ｇｆ程度の荷重で超音波振動を加え、所定の時間押し
当て、絶縁樹脂を硬化させる。更に、３０分間程度１５０℃に保持することにより、絶縁
樹脂が完全に硬化するとともに、電極４２のＡｕと電極１９のＳｎとの間に固相拡散層が
生成し、金属間接合が安定化する。これにより、半導体チップ４１と回路基板１１とが絶
縁膜６で接続されるとともに、電極４２，１９同士で固相拡散層により金属間接合する。
このとき、電極４２，１９が接続されて導通するとともに、絶縁膜６がその優れた接着性
に起因して強固に接着し、半導体チップ４１と回路基板１１との接合が確実となる。
【００７４】
　しかる後、回路基板１１の他方の主面に形成された接続端子２３に外部接続用の半田ボ
ール３０を取り付け、半導体装置を完成させる。
【００７５】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態では、回路基板の電極状
態が第１の実施形態と異なる。なお、第１の実施形態で示したものと同様の構成要素等に
ついては同符号を記す。
　図１１は、第２の実施形態による半導体装置の製造方法の主要工程を示す概略断面図で
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ある。
【００７６】
　先ず、第１の実施形態と同様に、図１（ａ）～（ｄ）に示す工程を経て、図１（ｅ）の
ように電極５の表面及び絶縁膜６の表面が連続して平坦とされた半導体チップ１を形成す
る。
【００７７】
　一方、本実施形態では、回路基板５１は、図１１（ａ）に示すように、複数層、図示の
例では４層の配線層１２，１３，１４，１５が積層してなるパッケージ基板であり、各配
線層１２～１５はそれぞれ絶縁膜１６内に配線１７及び配線間接続用のビア１８が形成さ
れている。回路基板５１の一方の主面、即ち最上層の配線層１５の表面にはビア１８と接
続されてなる複数の電極５２が形成されており、回路基板５１の他方の主面、即ち最下層
の配線層１２の表面にはビア１８と接続された接続端子２３が形成されている。電極５２
は、例えばＡｕ、Ｓｎ、Ｃｕ及び半田のうちの一種からなるものである。
【００７８】
　ここで、図１１（ｂ）に示すように、複数の電極５２は各々高さが不揃いの状態に形成
されている。
【００７９】
　続いて、半導体基板２０から個々の半導体チップ１を切り出し（切削加工工程の前に個
々の半導体チップ１を切り出した場合には、勿論この工程は不要である。）、図１１（ｃ
）のように半導体チップ１と回路基板５１とを電極５，５２で対向させる。そして、図１
１（ｄ）に示すように、半導体チップ１及び回路基板５１の温度を絶縁膜６の液化温度（
第１の温度）である８０℃以上で絶縁膜６の固化（硬化）温度（第２の温度）よりも低い
温度で、電極５と電極５２とを対応させて接触させ、荷重をかけて電極５，５２を共に塑
性変形させる。これにより、図１１（ｅ）に示すように、各電極５２の高さの相違（段差
）が解消される。このとき、絶縁膜６が液化して電極５及び電極５２間が絶縁膜６の絶縁
樹脂で充填される。そして、第２の温度以上例えば１５０℃で一の電極当たり１０ｇｆの
荷重で押し当て絶縁樹脂を硬化させる。更に、３０分間程度１５０℃に保持することによ
り、絶縁樹脂が完全に硬化するとともに、電極５のＡｕと電極５２のＳｎとの間に固相拡
散層が生成し、金属間接合が安定化する。これにより、半導体チップ１と回路基板５１と
が絶縁膜６で接続されるとともに、電極５，５２同士で固相拡散層により金属間接合する
。このとき、電極５，５２が接続されて導通するとともに、絶縁膜６がその優れた接着性
に起因して強固に接着し、半導体チップ１と回路基板５１との接合が確実となる。
【００８０】
　しかる後、回路基板５１の他方の主面に形成された接続端子２３に外部接続用の半田ボ
ール３０を取り付け、半導体装置を完成させる。
【００８１】
　なお、本実施形態においても、第１の実施形態の変形例１，２と同様に、半田バンプの
電極３２を有する半導体チップ３１やＡｕスタッドバンプの電極４２を有する半導体チッ
プ４１を用いても良い。
【００８２】
　（本発明に関する諸実験例）
　以下、本発明に関して行った諸実験について説明する。
【００８３】
　（実験例１）
　ここでは、第１の実施形態の変形例１で説明した半田バンプの電極３２を有する半導体
チップ３１を用いて半導体装置を作製するに際して、上述した本発明の切削加工による平
坦化処理を実行した場合について、当該切削加工を実行しない比較例との比較において、
半導体チップと回路基板との接続状態について調べた。
【００８４】
　この実験例１では、本発明の接着性を有する絶縁材料とハンダの突起電極(ハンダバン
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プ)を備えた半導体チップを、回路基板の電極（銅上にニッケルメッキと金メッキが施さ
れてなる）に超音波接続した。切削加工により平坦化したもの（本発明）及び切削加工を
用いないもの（比較例）ともに同一の以下の接続条件を用いた。
　１．加重：一の電極当たり１０ｇｆ
　２．超音波発信時間：５秒
　３．回路基板の温度：１４０℃
　４．半導体チップの温度：室温
　５．絶縁樹脂の最終固化条件：１５０℃で３０分間
【００８５】
　図１２は実験例１による作製結果を示す顕微鏡写真であり、（ａ）が本発明、（ｂ）が
比較例を示しており、（ａ），（ｂ）共に上図が接続された両電極近傍の様子を、下図が
両電極の接続界面近傍の様子をそれぞれ示している。
　図１２により、本発明では、両電極間に固層拡散が生じ、均一な合金層が明確に生成さ
れているのに対し、比較例では、十分な合金が生成されず、電極間に隙間が形成されてい
るのが判る。種々の条件を調査した結果、比較例では、何れの条件においても十分な合金
を生成することができず、実用化は不可能と判断するのが妥当である。
【００８６】
　（実験例２）
　ここでは、バイトを用いた切削加工の研磨加工に対する優位性について調べた。
　図１３は実験例２による作製結果を示す顕微鏡写真であり、（ａ）が研削加工によるも
の、（ｂ）が切削加工によるものを示しており、（ａ），（ｂ）共に上図が平坦化直後の
電極表面の様子を、中図が電極の接続直後の様子を、下図が１５０℃で９６時間経過後の
接続の様子をそれぞれ示している。
【００８７】
　研磨加工の例、例えば特許文献１の発明においては、研磨により接着性を有する絶縁材
料とバンプとを同一の平坦面に加工するとしている。然るに研磨を用いた場合、確かに切
削と同様に平坦面を得られた用に見えるが、超高倍率の分析を行うと、その面にはサブミ
クロン・オーダーの微細な砥粒が食い込んでいる。これらの粒子は、金属面においては、
金属の均一な拡散反応を阻害することが判っている。
【００８８】
　ここでは、研磨平坦化した金電極（図１３（ａ））と切削平坦化した金電極（図１３（
ｂ））とを共にアルミ膜に接続し１５０℃に加熱し、経時変化を見たものである。ここで
は、接着性を有する絶縁材料は用いていない。研磨加工により平坦化処理した金電極は、
切削加工により平坦化処理した金電極に比べ、１５０℃中で９６時間経過すると金電極と
アルミニウム膜との間に隙間が広がっていることが判る。これは研磨加工では、電極の金
に入り込んでいる砥粒が均一な金属拡散を阻害していることを示している。また、砥粒と
共に研磨に使用する水あるいはアルコール類が、接着性を有する絶縁材料に悪影響を与え
ることは自明のことである。この悪影響を除外するためには、絶縁材料の研磨面を化学的
方法で薄く砥粒と共に除去し、絶縁材料に浸透した水分を加熱脱水することが必要となる
。これらより、研磨を用いて絶縁材料と金属電極を一括して平坦化することは、現実的で
ないことが明らかである。
【００８９】
　これに対して、切削加工を用いた平坦化処理では、砥粒も潤滑剤を使用しないため、切
削面は清浄であり、金属間の拡散を阻害する要因も絶縁材料の接着性を阻害する要因も全
く無く、現実的に実用化可能な方法である。
【００９０】
　以上説明したように、本発明の諸実施形態及びその諸変形例によれば、低コストで高さ
が均一且つ平滑な金属端子の形成がリソグラフィー工程なしで可能であり、半導体デバイ
スの高密度実装に伴う数μｍ～数１０μｍレベルの微細化要求に対しても十分に応えるこ
とができ、低ダメージの実装を可能とする高信頼性を有する半導体装置が実現する。
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【００９１】
　なお、本発明の諸実施形態及びその諸変形例では、第１の基体として半導体チップを、
第２の基体として回路基板をそれぞれ例示したが、本発明は勿論これに限定されるもので
はない。例えば、第２の基体としても半導体チップを用いて半導体チップ同士を接合する
場合や、第１の基体としても回路基板を用いて回路基板同士を接合する場合にも本発明は
適用可能である。
【００９２】
　以下、本発明の諸態様を付記としてまとめて記載する。
【００９３】
　（付記１）表面に複数の第１の電極が形成されてなる第１の基体について、第１の温度
以上で接着性を発現する絶縁材料を用いて前記第１の電極を埋め込んで封止する絶縁膜を
形成する工程と、
　前記絶縁膜の温度を前記第１の温度よりも低い温度に保持しながら、バイトを用いた切
削加工により、前記第１の電極の表面及び前記絶縁膜の表面が連続して平坦となるように
平坦化処理する工程と、
　表面に複数の第２の電極が形成されてなる第２の基体に前記第１の基体を前記第１の電
極と前記第２の電極とが接触するように対向させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを
前記絶縁膜により接続するとともに、前記第１の電極と前記第２の電極との間に金属の固
相拡散層を生成せしめる工程と
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【００９４】
　（付記２）前記切削加工の工程において、当該切削加工で発生する摩擦熱により上昇す
る前記絶縁膜の温度を前記第１の温度よりも低い温度に保持しながら行うことを特徴とす
る付記１に記載の半導体装置の製造方法。
【００９５】
　（付記３）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度以上で、前記絶縁膜による接続と同時に、前記第１の電極と前記第２の
電極との接続を同時に行うことを特徴とする付記１又は２に記載の半導体装置の製造方法
。
【００９６】
　（付記４）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程は、
　前記第１の基体の温度を前記第１の温度よりも低い温度に設定し、前記第２の基体の温
度を前記第１の温度よりも高い温度に設定する工程と、
　前記設定された温度において、前記第１の電極と前記第２の電極とを対向接触させ、前
記絶縁膜の温度を前記第１の温度以上にして前記第１の基体と前記第２の基体とを接続す
る工程と
　を含むことを特徴とする付記１又は２に記載の半導体装置の製造方法。
【００９７】
　（付記５）前記絶縁材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第１の温度に達する
と液化して接着性を発現するものであることを特徴とする付記１～４のいずれか１項に記
載の半導体装置の製造方法。
【００９８】
　（付記６）前記第２の基体の前記第２の電極がそれぞれ所定の高さとされており、
　前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度以上で、前記第１の電極と前記第２の電極とを所定の圧力で対向接触さ
せて塑性変形させるとともに、液化した前記絶縁材料により前記電極間を充填させ、前記
第１の基体と前記第２の基体とを接続することを特徴とする付記５に記載の半導体装置の
製造方法。
【００９９】
　（付記７）前記絶縁材料は、前記第１の温度よりも高い第２の温度以上で接着性を消失
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するものであることを特徴とする付記１～６のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方
法。
【０１００】
　（付記８）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程は、
　前記切削加工の後、前記第１の温度以上で前記第２の温度よりも低い温度で、前記第１
の電極と前記第２の電極とを対向接触させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを前記絶
縁膜により接続する工程と、
　前記第２の温度以上で、前記絶縁膜を固化させるとともに、前記固相拡散層の生成を助
長する工程と
　を含むことを特徴とする付記７に記載の半導体装置の製造方法。
【０１０１】
　（付記９）前記第１の基体が半導体基板に形成された状態で前記第１の基体に前記切削
加工を施すことを特徴とする付記１～８のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【０１０２】
　（付記１０）個片化された半導体チップである前記第１の基体に前記切削加工を施すこ
とを特徴とする付記１～８のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【０１０３】
　（付記１１）前記第２の基体が回路基板であることを特徴とする付記１～１０のいずれ
か１項に記載の半導体装置の製造方法。
【０１０４】
　（付記１２）前記複数の電極は、金、錫、銅、銀、アルミニウム及びニッケルのうちの
少なくとも一種またはこれらの合金を材料としてなることを特徴とする付記１～１１のい
ずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】第１の実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
【図２】図１に引き続き、第１の実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図３】切削加工装置の一例を示す模式図である。
【図４】切削加工時に絶縁樹脂が若干量液化し、電極の表面に薄く絶縁樹脂の汚れ（ムラ
）が形成された様子を示す顕微鏡写真である。
【図５】第１の実施形態の変形例１による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面
図である。
【図６】図５に引き続き、第１の実施形態の変形例１による半導体装置の製造方法を工程
順に示す概略断面図である。
【図７】本発明の調節管理により切削加工された電極の表面の様子を示す顕微鏡写真であ
る。
【図８】第１の実施形態の変形例２による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面
図である。
【図９】図８に引き続き、第１の実施形態の変形例２による半導体装置の製造方法を工程
順に示す概略断面図である。
【図１０】本発明の調節管理により切削加工された電極の表面の様子を示す顕微鏡写真で
ある。
【図１１】第２の実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図である
。
【図１２】実験例１による作製結果を示す顕微鏡写真である。
【図１３】実験例２による作製結果を示す顕微鏡写真である。
【符号の説明】
【０１０６】
１，３１，４１　半導体チップ
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２　電極パッド
３，６，１６　絶縁膜
４　下地膜
５，１９，３２，４２，５２　電極
１０　バイト
１１，５１　回路基板
１２～１５　配線層
１７　配線
１８　ビア
２０　半導体基板
２１　基板支持台（回転テーブル）
２２　切削部
２３　接続端子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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