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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、処理前は粘着力を持つが処理後は粘着力が低下する粘着手段を貼り付ける工
程と、この粘着手段の上に複数個又は複数種の半導体チップをその電極面を下にして固定
する工程と、保護物質を前記複数個又は複数種の半導体チップ間を含む全面に被着する工
程と、前記粘着手段に所定の処理を施して前記粘着手段の粘着力を低下させ、前記半導体
チップを固定した疑似ウエーハを剥離する工程と、前記複数個又は複数種の半導体チップ
間において前記保護物質を切断して各半導体チップ又はチップ状電子部品を分離する工程
とを有する、チップ状電子部品の製造方法。
【請求項２】
　平坦な基板面上に、前記粘着手段としての粘着シートを貼り付け、この粘着シート上に
良品の半導体チップの複数個又は複数種を電極面を下にして固定し、前記保護物質として
の有機系絶縁性樹脂又は無機系絶縁性物質を半導体チップ裏面より均一に塗布して硬化さ
せ、しかる後に半導体チップ固定面とは反対側の基板面側より紫外線を照射して、或いは
薬液又は加熱によって前記粘着シートの粘着力を低下させ、前記複数個又は複数種の半導
体チップを前記保護物質で固着した疑似ウエーハを前記基板から剥離し、良品の半導体チ
ップが複数個又は複数種配列されかつ電極面が露出した前記疑似ウエーハを得、更にこの
疑似ウエーハを前記複数個又は複数種の半導体チップ間で切断する、請求項１に記載のチ
ップ状電子部品の製造方法。
【請求項３】
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　前記保護物質の位置で切断して、実装基板に固定される単一の半導体チップ、又は複数
個又は複数種の半導体チップが一体化されたチップを得る、請求項１に記載のチップ状電
子部品の製造方法。
【請求項４】
前記電極上にはんだバンプを形成する、請求項３に記載のチップ状電子部品の製造方法。
【請求項５】
　特性測定により良品と判定された前記半導体チップを前記基板上に固定する、請求項１
に記載のチップ状電子部品の製造方法。
【請求項６】
前記保護物質で固着された状態において前記半導体チップの特性測定を行ない、良品の半
導体チップ又はチップ状電子部品を選択する、請求項１に記載のチップ状電子部品の製造
方法。
【請求項７】
　基板上に、処理前は粘着力を持つが処理後は粘着力が低下する粘着手段を貼り付ける工
程と、この粘着手段の上に複数個又は複数種の半導体チップをその電極面を下にして固定
する工程と、保護物質を前記複数個又は複数種の半導体チップ間を含む全面に被着する工
程と、前記粘着手段に所定の処理を施して前記粘着手段の粘着力を低下させ、前記半導体
チップを固定した疑似ウエーハを剥離する工程とを有する、疑似ウエーハの製造方法。
【請求項８】
　平坦な基板面上に、前記粘着手段としての粘着シートを貼り付け、この粘着シートの上
に良品の半導体チップの複数個又は複数種を電極面を下にして固定する工程と、前記保護
物質としての有機系絶縁性樹脂又は無機系絶縁性物質を半導体チップ裏面より均一に塗布
して硬化させ、しかる後に半導体チップ固定面とは反対側の基板面側より紫外線を照射し
て、或いは薬液又は加熱によって前記粘着シートの粘着力を低下させ、前記複数個又は複
数種の半導体チップを前記保護物質で固着した疑似ウエーハを前記基板から剥離し、良品
の半導体チップが複数個又は複数種配列されかつ電極面が露出した前記疑似ウエーハを得
る、請求項７に記載の疑似ウエーハの製造方法。
【請求項９】
　前記電極上にはんだバンプを形成する、請求項７に記載の疑似ウエーハの製造方法。
【請求項１０】
　特性測定により良品と判定された前記半導体チップを前記基板上に固定する、請求項７
に記載の疑似ウエーハの製造方法。
【請求項１１】
　前記保護物質で固着された状態において前記半導体チップの特性測定を行ない、良品の
半導体チップ又はチップ状電子部品を選択する、請求項７に記載の疑似ウエーハの製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
　本発明は、半導体装置の製造に好適なチップ状電子部品の製造方法、並びにその製造に
用いる疑似ウエーハの製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、デジタルビデオカメラやデジタル携帯電話、更にノートＰＣ（Personal Computer
）等に代表される携帯用電子機器の、小型化や薄型化、軽量化に対する要求は強く、半導
体部品の表面実装密度をいかに向上させるかが重要なポイントである。この為、パッケー
ジＩＣ（ＱＦＰ（Quad flat package）等）に代る、より小型のＣＳＰ（Chip Scale Pack
age）の開発や一部での採用が既に進められているが、究極の半導体高密度実装を考える
と、ベアチップ実装でしかもフリップチップ方式による接続技術の普及が強く望まれる。
【０００３】
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なお、前記フリップチップ実装におけるバンプ形成技術には、一般にＡｌ電極パッド上に
Au-Stud Bump法や電解めっき法によってＡｕバンプを形成する方法や、電解めっき法や蒸
着法等ではんだバンプを一括して形成する方法が代表的である。しかし、民生用では、よ
り低コストのフリップチップ実装の場合に、チップにしてからバンプを形成（Au-Stud Bu
mp法がその代表例である）するのではなく、ウエーハ状態で一括してバンプを形成する方
法が望ましい。
【０００４】
このようなウエーハ一括処理法は、近年のウエーハの大口径化（１５０ｍｍφ→２００ｍ
ｍφ→３００ｍｍφ）と、ＬＳＩ（大規模集積回路）チップの接続ピン数の増加傾向とを
考えれば、当然の方向性である。
【０００５】
以下に、従来のバンプ形成方法を説明する。
【０００６】
図１４は、Ａｕスタッドバンプ（Stud Bump）２４の一例である。各々、個片に切り出さ
れた半導体チップ２５のＡｌ電極パッド５５面にワイヤーボンディング手法を用いてＡｕ
スタッドバンプ（Stud Bump）２４が形成されている。図１５は、例えば入出力回路２２
、素子領域（メモリー）２３が形成されたＳｉ基板（ウエーハ）５１を、ウエーハレベル
で一括処理して形成した時のはんだバンプ６２の一例である（なお、図中の２１はスクラ
イブラインである）。
【０００７】
また、図１６には、より低コストを目指して、Ｎｉ無電解めっきとはんだペーストの印刷
とでウエーハ一括でバンプを形成する工程を示す。図１６（ａ）は、ＳｉＯ2膜が形成さ
れたＳｉ基板（ウエーハ）を示して、同図（ｂ）はその電極を含むチップ部分を拡大した
ものである。図１６（ａ）、（ｂ）において、５１はＳｉ基板（ウエーハ）、５５はＡｌ
電極パッド、その他はＳｉＯ2膜、Ｓｉ3Ｎ4、ＳｉＯ2膜やポリイミド膜から成るパッシベ
ーション膜である。
【０００８】
図１６（ｃ）では、Ｎｉ無電解めっき法により、開口されたＡｌ電極パッド５５の上面の
みに、選択的にＮｉ無電解めっき層（ＵＢＭ：Under Bump Metal）が形成されている。こ
のＮｉ無電解めっき層（ＵＢＭ）は、Ａｌ電極パッド５５面をリン酸系エッチ液で前処理
した後に、Ｚｎ処理によりＺｎを置換析出させ、さらに、Ｎｉ－Ｐめっき槽に浸漬するこ
とによって容易に形成でき、Ａｌ電極パッド５５とはんだバンプとの接続を助けるＵＢＭ
として作用する。
【０００９】
図１６（ｄ）は、メタルスクリーンマスク５２を当てて、はんだペースト５９を印刷法に
よりＮｉ無電解めっき層（ＵＢＭ）上に転写した状態を示す。図１６（ｅ）は、ウエット
バック（加熱溶融）法ではんだペースト５９を溶融して、はんだバンプ６２を形成したも
のである。このように、Ｎｉ無電解めっき法及びはんだペーストスクリーン印刷法等を用
いることにより、フォトプロセスを用いずに、簡単にはんだバンプ６２を形成することが
できる。
【００１０】
他方、ＣＳＰは、１ケ１ケのＬＳＩをいかに小さくして高密度で実装するかのアプローチ
であるが、デジタル機器の回路ブロックを見た場合、いくつかの共通回路ブロックで成り
立っており、これらをマルチチップパッケージとしたり、モジュール化（ＭＣＭ：Multi 
Chip Module）する技術も登場している。デジタル携帯電話におけるＳＲＡＭ（スタティ
ック・ラム）、フラッシュメモリー、マイコンの１パッケージ化等はその一例である。
【００１１】
このＭＣＭ技術は、最近の１チップシステムＬＳＩにおいても大きな利点を発揮するもの
と期待されている。即ち、メモリーやロジック、更にアナログＬＳＩを１チップ化する場
合は、異なったＬＳＩ加工プロセスを同一ウエーハプロセスで処理することとなり、マス
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ク数や工定数の著しい増加と開発ＴＡＴ（Turn around time）の増加が問題となり、歩留
りの低下も大きな懸念材料である。
【００１２】
このために、各ＬＳＩを個別に作り、ＭＣＭ化する方式が有力視されている。こうしたＭ
ＣＭ化技術の例を図１７に示す。
【００１３】
図１７（ａ）、（ｂ）はワイヤーボンディング方式であって、回路基板６０上にワイヤ６
１でチップ６２を接続し、また図１８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）はフリップチップ方式であ
って、回路基板６０上の電極６３にフェイスダウンでチップ６４を接続している。より小
型化、薄型化を考えた場合には、図１８のフリップチップが有利な方式となっている。今
後の高速化での接続距離の縮小や各接続インピーダンスのバラツキを考えても、フリップ
チップ方式に変わっていくものと思われる。
【００１４】
フリップチップ方式のＭＣＭは、複数の異種のＬＳＩについて各々のＬＳＩのＡｌ電極パ
ッド５５の面にＡｕ－Ｓｔｕｄ　Ｂｕｍｐを形成し、異方性導電フィルム（ＡＣＦ：Anis
o Conductive Film）を介して回路基板と接続する方法や、樹脂ペーストを用いて圧接す
る方法、更にバンプとしてＡｕめっきバンプやＮｉ無電解めっきバンプ、はんだバンプを
用いる方法等、種々のものが提案されている。図１８（ｃ）は、はんだバンプ６５による
基板６０との金属間接合で、より低抵抗で確実に接合させた例である。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
上記した各バンプ形成法は既に完成されていて、量産ベースの技術として活用が始まって
いる。例えば、図１４に示したＡｕスタッドバンプ２４はチップ単位のバンプ形成法であ
り、既存の設備を用いて、より簡便にバンプを形成する方法として広く用いられているが
、各端子毎にバンプ形成処理を行うので、多ピンになる程、バンプ形成に要するコストが
上昇してしまう。
【００１６】
また、最近のＬＳＩの低電圧駆動においては、Ａｌ配線層の電圧降下の問題が生じること
から、周辺の電極パッドの配置だけでなく、アクティブ素子上にも電極パッドを配置した
エリアパッドが必要とされるが、図１４のＡｕスタッドバンプ２４はボンディング荷重と
ダメージの面からエリアパッドには不向きである。更に、Ａｕスタッドバンプチップの実
装は、１個ずつの圧接工法であることや、両面実装に難がある等の問題を抱えている。
【００１７】
一方、ウエーハ一括のはんだバンプ形成法は実装面でエリアパッド配置にも適用でき、一
括リフローや両面実装が可能である等の利点がある。しかし、最先端の歩留まりが低いウ
エーハに対して処理をすると、良品チップ１個当たりのコストは極めて高くなる。
【００１８】
即ち、図１９には、従来のウエーハ一括処理における半導体ウエーハ５３を示すが、最先
端ＬＳＩでは高歩留りが必要とされるにも拘らず、スクライブライン２１で仕切られたチ
ップの内、×印で示す不良品チップ２０の数が○印で示す良品チップ３の数より多くなる
のが実情である。
【００１９】
また、チップをベアチップの形で他所から入手した場合のバンプ形成は極めて難しいとい
う問題があった。即ち、上記した２種類のバンプ形成方法は各々特徴を持つが、全ての領
域に使える技術ではなく、各々の特徴を活かした使い分けをされるのが現状である。ウエ
ーハ一括バンプ処理法は、歩留まりが高く、ウエーハ１枚の中に占める端子数が多い場合
（例えば５００００端子／ウエーハ）や、エリアパッド対応の低ダメージバンプ形成に特
徴を発揮する。又、Ａｕスタッドバンプは、チップ単位で入手した場合のバンプ処理や、
簡便なバンプ処理に特徴を発揮している。
【００２０】
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なお、図１９に示した半導体ウエーハ５３をスクライブライン２１に沿って切断すると、
切断の影響でチップにストレス、亀裂等のダメージが生じて、故障の原因になることがあ
る。さらに、良品チップ３及び不良品チップ２０を共に半導体ウエーハ５３として一括で
はんだバンプ形成まで工程を進行させると、不良品チップ２０に施した工程が無駄になり
、これもコストアップの原因となる。
【００２１】
また、特開平９－２６０５８１号公報には、Ｓｉウエーハ上に複数の半導体チップを接着
固定し、これをアルミナの如き基板上に設けた樹脂に加圧下で埋め込んでから剥離するこ
とにより、ウエーハの表面を平坦にし、ホトリソグラフィの技術によりこのウエーハ上で
素子間の接続用の配線層を形成する方法が示されている。
【００２２】
この公知の方法によれば、ウエーハの一括処理が可能となり、大量生産による低価格化を
達成できるとしているが、ウエーハにおいて個々の半導体チップの裏面側には上記のアル
ミナの如き硬質の基板が存在しているために、スクライビング時にチップ間の樹脂と共に
、裏面側の硬質の基板も切断しなければならず、切断用のブレードが破損するおそれがあ
る。しかもチップの側面は樹脂で覆われてはいるが、裏面は樹脂とは異質の硬質の基板が
存在しているだけであるため、チップの裏面側は有効に保護されないことがあり、また両
者間の密着性が悪くなる。
【００２３】
本発明は、上記のような従来の実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、ウエー
ハ一括処理の特徴を生かしつつ、最先端のＬＳＩやベアチップで入手した場合でも、高歩
留り、低コストにして信頼性良く提供可能な半導体チップ等のチップ状電子部品を提供す
ることにある。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
即ち、本発明は、少なくとも電極が一方の面側にのみ設けられ、この一方の面以外の全面
が連続した保護物質で覆われている半導体チップの如きチップ状電子部品、このチップ状
電子部品の複数個又は複数種が、これらの間及びその裏面に連続して被着された保護物質
によって互いに固着されている疑似ウエーハに係るものである。
【００２５】
又、本発明は、基板上に、処理前は粘着力を持つが処理後は粘着力が低下する粘着手段を
貼り付ける工程と、この粘着手段の上に複数個又は複数種の半導体チップをその電極面を
下にして固定する工程と、保護物質を前記複数個又は複数種の半導体チップ間を含む全面
に被着する工程と、前記粘着手段に所定の処理を施して前記粘着手段の粘着力を低下させ
、前記半導体チップを固定した疑似ウエーハを剥離する工程とを有する、疑似ウエーハの
製造方法に係り、更にこれに加えて、前記複数個又は複数種の半導体チップ間において前
記保護物質を切断して各半導体チップ又はチップ状電子部品を分離する工程とを有する、
チップ状電子部品の製造方法も提供するものである。
【００２６】
本発明によれば、半導体チップ等のチップ状電子部品（以下、半導体チップを代表例とし
て説明する。）の電極面以外（即ち、チップ側面及び裏面）が連続した保護物質によって
保護されるので、チップ化後のハンドリングにおいてチップが保護され、ハンドリングが
容易となり、良好な実装信頼性が得られる。
【００２７】
又、半導体ウエーハから切出されて良品のみを選択したチップを基板に貼り付け、保護物
質を全面に被着した後に剥離することにより、あたかも全品が良品チップからなる疑似ウ
エーハを得るため、良品チップに対するウエーハ一括でのバンプ処理等が可能となり、低
コストのバンプチップを形成できると共に、半導体チップを疑似ウエーハから切り出す際
にチップ間の保護物質の部分を切断することになるので、半導体チップ本体への悪影響（
歪みやばり、亀裂等のダメージ）を抑えて容易に切断することができる。しかも、保護物
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質によってチップの側面及び裏面が覆われていることから、Ｎｉ無電解めっき処理も可能
である。そして、自社製ウエーハのみならず、他社から購入したベアチップでも、容易に
はんだバンプ処理等が可能になる。また、ＭＣＭに搭載される異種ＬＳＩチップを全て同
一半導体メーカーから供給されるケースは少なく、最先端の半導体ラインの投資が大きく
なってきているために、ＳＲＡＭ、フラッシュメモリーやマイコン、更にＣＰＵ（中央演
算処理ユニット）を同一半導体メーカーで供給するのではなく、各々得意とする半導体メ
ーカーから別々にチップで供給してもらい、これらをＭＣＭ化することもできる。なお、
上記の基板は繰り返し使用できて、バンプ形成のコストや環境面でも有利である。
【００２８】
【発明の実施の形態】
本発明においては、前記保護物質が有機系絶縁性樹脂又は無機系絶縁性物質であり、前記
保護物質の位置で切断されて実装基板に固定される半導体チップ（単数のチップであって
も、複数個又は複数種のチップが保護物質で一体化されたものであってもよい。）であっ
て、実装面側に前記電極が設けられ、側面及び裏面が前記保護物質で覆われていて、前記
電極上にはんだバンプが形成されるのが好ましい。
【００２９】
又、平坦な透明基板等の基板面上に、前記粘着手段としての粘着シート貼り付け、この粘
着シート上に良品の半導体チップの複数個又は複数種を電極面を下にして固定し、前記保
護物質としての有機系絶縁性樹脂又は無機系絶縁性樹脂を半導体チップ裏面より均一に塗
布して硬化させ、しかる後に半導体チップ固定面とは反対側の基板面側より紫外線を照射
して、或いは薬液又は加熱によって前記粘着シートの粘着力を低下させ、前記複数個又は
複数種の半導体チップを前記保護物質で固着した疑似ウエーハを前記基板から剥離し、良
品の半導体チップが複数個又は複数種配列されかつ電極面が露出した疑似ウエーハを得、
更にこの疑似ウエーハを前記複数個又は複数種の半導体チップ間の保護物質の位置で切断
し、実装基板に固定される単一の半導体チップ、又は複数個又は複数種の半導体チップが
一体化されたチップを得るのが好ましい。
【００３０】
又、特性測定により良品と判定された前記半導体チップを前記基板上に固定したり、前記
保護物質で固着された状態において前記半導体チップの特性測定を行なって、良品の半導
体チップ又はチップ状電子部品を選択しても良い。
【００３１】
次に、本発明の好ましい実施の形態を図面の参照下に具体的に説明する。
【００３２】
実施の形態１
まず図５は、図１９に示した如き半導体ウエーハ５３より切り出された後、オープン／シ
ョート或いはＤＣ（直流）電圧測定で良品と確認された良品の半導体ベアチップ３（又は
ＬＳＩチップ）のみを、円形の石英基板１上にアクリル系等の粘着シート２を介して等間
隔に配列して貼り付けた一例である。また、図６は、円形の石英基板１ではなく、角型の
より大きなガラス基板１９を用いることにより、限られた面積に多数の良品チップ３を粘
着シート２によって貼り付けた例であり、その後の工程におけるコストメリットをより発
揮出来るようにしたものである。
【００３３】
以下に、チップを貼り付ける基板として図５の如き石英基板１を用い、一括してはんだバ
ンプを形成する方法を図１～図３について順を追って説明する。
【００３４】
図１（ａ）は、仮の支持基板となる石英基板１を示す。但し、基板への加熱プロセスは４
００℃以下の為、より安価なガラス基板も使用できる。また、この石英基板１は繰り返し
使用できる。
【００３５】
次に、図１（ｂ）のように、石英基板１上に、通常のダイシングで用いられていて、紫外
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線を照射されると粘着力が低下する例えばアクリル系の粘着シート２を貼り付ける。
【００３６】
次に、図１（ｃ）のように、上記した如くに良品と確認された複数の良品ベアチップ３を
チップ表面（デバイス面）２８を下にして配列して粘着シート２に貼り付ける。なお、良
品ベアチップ３は、図１９に示した通常のウエーハ工程でダイシングして、使用したダイ
シングシート（図示せず）の延伸状態から取り出してもよいし、チップトレイから移載し
てもよい。ここで重要なことは、自社、他社製のチップに関わらず、良品ベアチップ３の
みを基板１上に再配列させることである。
【００３７】
次に、図１（ｄ）のように、チップ３上から有機系絶縁性樹脂、例えばアクリル系等の樹
脂４を均一に塗布する。この塗布はスピンコート法か印刷法で容易に実現できる。
【００３８】
次に、図１（ｅ）のように、石英基板１の裏側３１より紫外線を照射して、粘着シート２
の粘着力を弱くして、樹脂４で側面及び裏面が連続して固められた複数の良品のベアチッ
プ３からなる疑似ウエーハ２９を石英基板１から接着面３０で剥離する。
【００３９】
次に、図２（ｆ）のように、良品ベアチップ表面２８（デバイス面）が上になるように疑
似ウエーハ２９をひっくり返す。疑似ウエーハ２９は同図に拡大して示すように、Ｓｉ基
板上にＳｉＯ2膜を介してＡｌ電極パッド５及びパッシベーション膜が形成されたもので
ある。
【００４０】
次に、図２（ｇ）～図３（ｉ）のように、既述した図１６（ｃ）～（ｅ）と同じ処理を施
す。図２（ｇ）はＵＢＭとなるＮｉ無電解めっき処理、図２（ｈ）は印刷マスク８を用い
たはんだペースト９の印刷転写、図３（ｉ）はウエットバック法によるはんだバンプ１２
の形成状況である。
【００４１】
即ち、図２（ｇ）では、Ｎｉ無電解めっき法にて、開口されたＡｌ電極パッド５面の上の
みに、選択的にＮｉ無電解めっき層（ＵＢＭ）が形成されている。なお、このＮｉ無電解
めっき層（ＵＢＭ）は、Ａｌ電極パッド５の上面をリン酸系エッチ液で前処理した後に、
Ｚｎ処理によりＺｎを置換析出させ、さらにＮｉ－Ｐめっき槽に浸漬させることにより、
容易に形成でき、Ａｌ電極パッド５とはんだバンプとの接続を助けるＵＢＭ（Under Bump
 Metal）として作用する。
【００４２】
図２（ｈ）は、印刷マスク８を当てて、はんだペースト９を印刷法によりＮｉ無電解めっ
き層（ＵＢＭ）上に転写した状態である。図３（ｉ）では、ウエットバック法ではんだペ
ースト９を溶融して、はんだバンプ１２を形成した状態である。このように、Ｎｉ無電解
めっき法及びはんだペーストスクリーン印刷法等を用いることにより、フォトプロセスを
用いずに簡単にはんだバンプ１２を形成できる。
【００４３】
上記のようにして、低歩留まりの最先端のＬＳＩや他社から入手したチップであっても、
良品のチップ３のみを再び石英基板１に貼り付けて、あたかも１００％良品ベアチップ３
のみで構成された疑似ウエーハ２９を作製し、ウエーハ一括の低コストのバンプ形成が可
能になる。
【００４４】
そして、図３（ｉ）において、プローブ検査による電気的特性の測定やバーンインを行っ
て、図１（ｃ）の工程前に良品ベアチップ３を選別したことに加えて、更により確実に良
品チップのみを選別できる。
【００４５】
図３（ｊ）は、チップ３を樹脂４で保護して補強してなる良品チップ部品２６の単位でブ
レード３２（又はレーザ）でスクライブライン３３に沿ってダイシング１１して、個々の
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個片とする工程を示す。
【００４６】
次に、図３（ｋ）のように、配線基板１６上のソルダー（はんだ）レジスト１５で囲まれ
かつソルダー（はんだ）ペースト１３を被着した電極１４を設けた実装基板２７に、個片
化された良品チップ部品２６をマウントする。
【００４７】
この際、良品チップ部品２６の側面と裏面は樹脂４で覆われているため、実装基板２７へ
の実装時の良品チップ部品２６の吸着等のハンドリング等で、直接良品チップ部品２６が
ダメージを受けることがなく、そのために、高い信頼性を持つフリップチップ実装が期待
できる。
【００４８】
なお、上記の記述は半導体チップのフリップチップ実装技術に関するものであるが、フリ
ップチップ高密度実装における接続用はんだバンプの形成技術とその製造方法に関するも
のでもあり、良品ベアチップ３をその表面（デバイス面）２８を下にして石英基板１上に
等間隔で並べて貼り付け、その後に樹脂４を裏面等に均一に塗布して、良品チップ３同士
を固定する。
【００４９】
しかる後に、貼着シート２から剥がして、良品チップ３のみが配列された疑似ウエーハ２
９を作製し、この疑似ウエーハ２９に一括でバンプ形成をして、低コストでバンプチップ
を製造できる。このバンプチップは、小型・軽量の携帯用電子機器のみならず、全てのエ
レクトロニクス機器に利用され得る。
【００５０】
図４は、上記のはんだペースト９に代えて、金属ボール（はんだボール）１７を用いた変
形例によるバンプの形成方法を示す。
【００５１】
即ち、まず、疑似ウエーハ上に形成されたＡｌ電極パッド５を被覆するパッシベーション
膜に対して、バンプ電極を形成する箇所を開口して、そこにＮｉ無電解めっき層（ＵＢＭ
）を形成する。
【００５２】
次に、このＮｉ無電解めっき層（ＵＢＭ）の上にフラックス１８を印刷法等により塗布す
る。そのフラックス１８の材料としては、金属ボール１７を転写し易いように粘着力の高
いものが好ましく、その塗布量は金属ボール１７を保持できる量でよい。なお、フラック
ス１８の塗布は印刷法に強いて限定しなくてもよいが、現実的には印刷法が好ましい。そ
れは、他の方法に比べ、フラックス１８を所望のパターンに簡便な操作で効率よく塗布す
ることができるからである。
【００５３】
さらに、金属ボール１７をフラックス１８上に載置して金属ボール１７のリフロー（加熱
溶融）を行い、フラックス１８の洗浄を行う。これにより、金属ボール１７はＮｉ無電解
めっき層（ＵＢＭ）に強く付着し、これを以ってバンプ電極の形成は完了する。
【００５４】
上述したように、本実施の形態によれば、良品の半導体チップをウエーハより切り出して
、基板に等間隔で再配列して貼り付け、樹脂の塗布後に剥離して、あたかも全品が良品チ
ップである疑似ウエーハを得るため、良品チップに対するウエーハ一括でのはんだバンプ
処理等が可能となり、低コストのフリップチップ用はんだバンプチップを形成できる。又
、自社製ウエーハのみならず、他社から購入したベアチップでも容易にはんだバンプ処理
等が可能になる。
【００５５】
又、樹脂によってチップ側面及び裏面が覆われているので、Ｎｉ無電解めっき処理も可能
であると共に、樹脂によってチップ側面及び裏面を保護されているので、チップの個片後
の実装ハンドリングにおいてもチップが保護されて、良好な実装信頼性が得られる。良品
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チップを貼り付ける基板はウエーハ剥離後は繰り返し使用できて、バンプ形成のコストや
環境面で有利である。
【００５６】
又、ウエーハ一括処理による低コストバンプ処理の特徴を活かして、最先端のＬＳＩやベ
アチップの形で入手したチップでも使え、汎用性の高い新しいバンプ形成法を提供できる
。又、半導体チップを疑似ウエーハから切り出す際に、樹脂の部分のみを切断するので、
切断を容易に行え、ブレードの破損もなく、半導体チップ本体への悪影響（歪みやばり、
亀裂等のダメージ）を抑えることができる。
【００５７】
実施の形態２
図７～図１１は、複数の異種の良品チップを用いてＭＣＭ（Multi Chip Module）化した
チップ状電子部品を得る例を示す。
【００５８】
即ち、図７（ａ）～（ｅ）、図８（ｆ）～（ｈ）及び図９（ｉ）～（ｊ）はそれぞれ、上
記した実施の形態１における図１（ａ）～（ｅ）、図２（ｆ）～（ｈ）及び図３（ｉ）～
（ｊ）に対応するものであり、同一部分は同一符号を付して説明を省略し、また図３（ｋ
）の工程は同様に行う。
【００５９】
本実施の形態によれば、図７（ｃ）において、半導体チップ３として種類の異なる３ａ、
３ｂを石英基板１上に貼り付け、その後は実施の形態１で述べたと同様に処理する。但し
、図９（ｊ）に示すように、複数の半導体チップ３ａ、３ｂは種々の組み合せにしてスク
ライブして良品チップ状部品２６を切り出してＭＣＭ化している。
【００６０】
図１０は、半導体ウエーハより切り出された後、オープン／ショート或いはＤＣ（直流）
電圧測定で良品と確認された良品の半導体ベアチップ３ａ、３ｂ（又はＬＳＩチップ）の
みを、円形の石英基板１上にアクリル系等の粘着シート２を介して等間隔に配列して貼り
付けた一例である。また、図１１は、円形の石英基板１ではなく、角型のより大きなガラ
ス基板１９を用いることにより、限られた面積に多数の良品チップ３を粘着シート２によ
って貼り付けた例であり、その後の工程におけるコストメリットをより発揮出来るように
したものである。
【００６１】
本実施の形態においても、上述の実施の形態１で述べたと同様の効果が得られ、かつＭＣ
Ｍとして好適なものである。
【００６２】
実施の形態３
図１２～図１３は、実施の形態１において樹脂４に代えて無機系絶縁物質、例えばＳｉＯ

xからなるＳＯＧ（Spin on Glass）膜４’を用いてこれにチップ３を埋め込み、更に加熱
等によってＭＣＭ用の疑似ウエーハ２９を剥離している。
【００６３】
即ち、図１２（ａ）は、仮の支持基板となる基板１’を示す。但し、ここでは基板１’と
しては、上述した石英基板やガラス基板も使用できるが、透明でない他の基板、例えばＳ
ｉや金属板でもよい。
【００６４】
次に、図１２（ｂ）のように、基板１’上に、通常のダイシングで用いられていて、薬液
や加熱で粘着力が低下する例えばアクリル系の粘着シート２’を貼り付ける。
【００６５】
次に、図１２（ｃ）のように、上記した如くに良品と確認された複数の良品ベアチップ３
をチップ表面（デバイス面）２８を下にして配列して粘着シート２’に貼り付ける。なお
、良品ベアチップ３は、図１９に示した通常のウエーハ工程でダイシングして、使用した
ダイシングシート（図示せず）の延伸状態から取り出してもよいし、チップトレイから移
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載してもよい。ここで重要なことは、自社、他社製のチップに関わらず、良品ベアチップ
３のみを基板１上に再配列させることである。
【００６６】
この良品チップ３はマルチチップモジュール化するための専用設計をされていることが望
ましい。また、チップ間配線を行うための小型パッド（≦２０ｎｍ□程度で有ればよい。
）と各チップのテスト用のパッドの両方を有している。
【００６７】
次に、図１２（ｄ）のように、チップ３上からＳＯＧ等の絶縁物質４’を塗布し、チップ
３を埋め込む。
【００６８】
次に、図１２（ｅ）のようにＳｉウエーハ７０を絶縁物質４’上に貼り付けた後、薬液や
熱等を作用させ粘着テープ２’の粘着力を低下させ、図１３（ｆ）のように、絶縁物質４
’の接着力によってＳｉウエーハ７０と共にチップ３を基板１’から分離する。
【００６９】
こうして、Ｓｉウエーハ７０上に表面高さがそろった状態のモジュールチップ３を貼り付
けることが可能となる。この後、図１３（ｇ）のように、通常のウエーハ工程により、チ
ップ３間の再配線化を行う。
【００７０】
これによって、各モジュールチップ間の再配線の際に問題となっていたチップの厚さによ
ることなく、配線面を平坦化し、確実に再配線化を行うことが可能となる。即ち、これま
で、Ｓｉウエーハにチップを乗せて再配線化するＭＣＭの技術においては、各モジュール
チップの膜厚ばらつきが問題となって、前工程を利用した再配線技術が難しいのが現状で
あったが、本実施の形態によって、各モジュールチップの膜厚ばらつきによらず、Ｓｉウ
エーハ上にチップ３を表面高さを合わせた状態で貼り付けることが可能となり、ＭＣＭの
再配線形成が容易となる。
【００７１】
なお、図１３（ｇ）の工程後は、図３（ｉ）～（ｋ）に示したような工程を経て実装して
もよい。
【００７２】
以上に説明した実施の形態は、本発明の技術的思想に基づいて更に変形が可能である。
【００７３】
例えば、良品ベアチップを貼り付ける基板は、石英やガラスの他に同様の効果や強度があ
るならば、他の素材を用いてよい。又、基板の形や厚さも自由に変更できる。粘着シート
２、２’もアクリル系等や、これと同様の目的を果たせば種々の素材でよいし、樹脂４や
絶縁性物質４’の材質も広範囲のものから選択してよい。加えて、良品ベアチップ３を並
べる間隔も等間隔であれば任意でよい。
【００７４】
そして、上記の石英基板１等の基板は、何回でも繰り返して使用することができ、コスト
や環境面で有利である。また、本発明を適用する対象は半導体チップに限ることはなく、
個々のチップへの切断を伴う他の各種チップ状電子部品であってもよい。
【００７５】
【発明の作用効果】
本発明によれば、基板上に、処理前は粘着力を持つが処理後は粘着力が低下する粘着手段
を貼り付け、この粘着手段の上に複数個又は複数種の半導体チップをその電極面を下にし
て固定し、保護物質を前記半導体チップ間を含む全面に被着し、前記粘着手段に所定の処
理を施して前記粘着手段の粘着力を低下させて、前記半導体チップをその側面及び裏面に
おいて前記保護物質で固定した疑似ウエーハを剥離し、更に必要あれば前記半導体チップ
間において前記保護物質を切断して各半導体チップ又はチップ状電子部品を分離している
ので、チップ状電子部品を疑似ウエーハから切り出す際に、保護物質の部分を切断するの
で、チップ状電子部品本体への悪影響（歪みやばり、亀裂等のダメージ）を抑えられる。
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又、良品のチップ状電子部品を疑似ウエーハより切り出して再配列することにより、あた
かも全品が良品チップのウエーハのようになって、ウエーハ一括でのはんだバンプ処理等
が可能になり、低コストのフリップチップ用はんだバンプチップを形成できる。又、自社
製ウエーハのみならず、他社から購入したベアチップでも容易にはんだバンプ処理等が可
能になる。又、保護物質によってチップ側面及び裏面が覆われているので、Ｎｉ無電解め
っき処理も可能であると共に、同じく保護物質によってチップ側面及び裏面が保護されて
いるので、チップの個片後の実装ハンドリングにおいてもチップが保護され、良好な実装
信頼性が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１における、半導体チップの作製工程を順次示す断面図であ
る。
【図２】同、作製工程を順次示す断面図である。
【図３】同、作製工程とその実装工程とを順次示す断面図である。
【図４】同、はんだペーストの代りに金属ボールを用いる疑似ウエーハの断面図である。
【図５】同、良品ベアチップのみを貼り付けた石英基板の斜視図である。
【図６】同、良品ベアチップのみを貼り付けた大型ガラス基板の斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態２における、ＭＣＭ用半導体チップの作製工程を順次示す断
面図である。
【図８】同、作製工程を順次示す断面図である。
【図９】同、作製工程を順次示す断面図である。
【図１０】同、良品ベアチップのみを貼り付けた石英基板の斜視図である。
【図１１】同、良品ベアチップのみを貼り付けた大型ガラス基板の斜視図である。
【図１２】本発明の実施の形態３における、ＭＣＭ用ウエーハの作製工程を順次示す断面
図である。
【図１３】同、作製工程を順次示す断面図である。
【図１４】従来例におけるＡｕスタッドバンプ（Stud Bump）の一例を示す斜視図である
。
【図１５】同、ウエーハレベルで一括はんだでバンプ処理をした半導体ウエーハの部分平
面図である。
【図１６】同、半導体チップの作製工程を順次示す断面図である。
【図１７】同、ＭＣＭ化された実装構造の一例の斜視図（ａ）とその側面図である。
【図１８】同、ＭＣＭ化された実装構造の他の例の斜視図（ａ）とその一部断面側面図（
ｂ）、（ｃ）である。
【図１９】同、ウエーハ一括処理に対処する半導体ウエーハの斜視図である。
【符号の説明】
１…石英基板、２…粘着シート、３…良品ベアチップ、４…樹脂、
５、５５…Ａｌ電極パッド、８…印刷マスク、９…はんだペースト、
１１…ダイシング、１２…はんだバンプ、１３…ソルダー（はんだ）ペースト、
１４…電極、１６…配線基板、１９…大型ガラス基板、
２０…不良品ベアチップ、２１、３３…スクライブライン、
２６…良品チップ部品、２７…実装基板、
２８…良品ベアチップ表面（デバイス面）、２９…疑似ウエーハ、
３０…接着面、３１…石英基板裏側、３２…ブレード
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