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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子回路をボンディングするために、電子部品の少なくとも第１表面（２）に電子回路
と電気接点（１）とを有する電子部品であって、
　第１表面（２）上に、少なくとも１つのバンプ（３）が配置されており、
　この少なくとも１つのバンプ（３）上に、少なくとも１つの電気接点（１）が配置され
ているものにおいて、
　バンプ（３）が、熱応力または機械的応力の結果として現れる応力が接点域内で捕捉さ
れるような軟性を有する絶縁材料からなり、
　バンプ（３）の表面上で、少なくとも１つの電気接点（１）と電子回路との間に回路パ
ターン（８）が配置され、
　絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的に第１表面（２）を覆ってバンプ（３）に隣
接しており、
　導体パターン（４）が、絶縁層上に配置されてバンプ（３）と電子回路との間に導電接
合を形成し、
　上記絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的にバンプ（３）を覆うことを特徴とする
電子部品。
【請求項２】
　電子回路をボンディングするために、電子部品の少なくとも第１表面（２）に電子回路
と電気接点（１）とを有する電子部品であって、
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　第１表面（２）上に、少なくとも１つのバンプ（３）が配置されており、
　この少なくとも１つのバンプ（３）上に、少なくとも１つの電気接点（１）が配置され
ているものにおいて、
　バンプ（３）が、熱応力または機械的応力の結果として現れる応力が接点域内で捕捉さ
れるような軟性を有する絶縁材料からなり、
　バンプ（３）の内部で、少なくとも１つの電気接点（１）と電子回路との間に回路パタ
ーンが配置されており、
　絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的に第１表面（２）を覆ってバンプ（３）に隣
接しており、
　導体パターン（４）が、絶縁層上に配置されてバンプ（３）と電子回路との間に導電接
合を形成し、
　上記絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的にバンプ（３）を覆うことを特徴とする
電子部品。
【請求項３】
　上記絶縁層（７、１１）が、弾性を有していることを特徴とする、請求項１または２記
載の電子部品。
【請求項４】
　上記電子部品が半導体部品であることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項記載
の電子部品。
【請求項５】
　上記電気接点（１）が、導電層または導電球（５）によって形成されることを特徴とす
る、請求項１～４のいずれか１項記載の電子部品。
【請求項６】
　電子部品を製造する方法であって、
　上記電子部品は、
　電子回路をボンディングするために、電子部品の少なくとも第１表面（２）に電子回路
と電気接点（１）とを有し、
　第１表面（２）上に、少なくとも１つのバンプ（３）が配置されており、
　この少なくとも１つのバンプ（３）上に、少なくとも１つの電気接点（１）が配置され
ており、
　バンプ（３）が、熱応力または機械的応力の結果として現れる応力が接点域内で捕捉さ
れるような軟性を有する絶縁材料からなり、
　バンプ（３）の表面上で、少なくとも１つの電気接点（１）と電子回路との間に回路パ
ターン（８）が配置され、
　絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的に第１表面（２）を覆ってバンプ（３）に隣
接しており、
　導体パターン（４）が、絶縁層上に配置されてバンプ（３）と電子回路との間に導電接
合を形成し、
　上記絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的にバンプ（３）を覆う、電子部品を製造
する方法において、
　上記バンプ（３）の被着を、圧着プロセスによって行うことを特徴とする方法。
【請求項７】
　電子部品を製造する方法であって、
　上記電子部品は、
　電子回路をボンディングするために、電子部品の少なくとも第１表面（２）に電子回路
と電気接点（１）とを有し、
　第１表面（２）上に、少なくとも１つのバンプ（３）が配置されており、
　この少なくとも１つのバンプ（３）上に、少なくとも１つの電気接点（１）が配置され
ており、
　バンプ（３）が、熱応力または機械的応力の結果として現れる応力が接点域内で捕捉さ
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れるような軟性を有する絶縁材料からなり、
　バンプ（３）の内部で、少なくとも１つの電気接点（１）と電子回路との間に回路パタ
ーンが配置されており、
　絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的に第１表面（２）を覆ってバンプ（３）に隣
接しており、
　導体パターン（４）が、絶縁層上に配置されてバンプ（３）と電子回路との間に導電接
合を形成し、
　上記絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的にバンプ（３）を覆う、電子部品を製造
する方法において、
　上記バンプ（３）の被着を、圧着プロセスによって行うことを特徴とする方法。
【請求項８】
　電子部品を製造する方法であって、
　上記電子部品は、
　電子回路をボンディングするために、電子部品の少なくとも第１表面（２）に電子回路
と電気接点（１）とを有し、
　第１表面（２）上に、少なくとも１つのバンプ（３）が配置されており、
　この少なくとも１つのバンプ（３）上に、少なくとも１つの電気接点（１）が配置され
ており、
　バンプ（３）が、熱応力または機械的応力の結果として現れる応力が接点域内で捕捉さ
れるような軟性を有する絶縁材料からなり、
　バンプ（３）の表面上で、少なくとも１つの電気接点（１）と電子回路との間に回路パ
ターン（８）が配置され、
　絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的に第１表面（２）を覆ってバンプ（３）に隣
接しており、
　導体パターン（４）が、絶縁層上に配置されてバンプ（３）と電子回路との間に導電接
合を形成し、
　上記絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的にバンプ（３）を覆う、電子部品を製造
する方法において、
　上記バンプ（３）を、射出成形またはスタンピングによって成形することを特徴とする
方法。
【請求項９】
　電子部品を製造する方法であって、
　上記電子部品は、
　電子回路をボンディングするために、電子部品の少なくとも第１表面（２）に電子回路
と電気接点（１）とを有し、
　第１表面（２）上に、少なくとも１つのバンプ（３）が配置されており、
　この少なくとも１つのバンプ（３）上に、少なくとも１つの電気接点（１）が配置され
ており、
　バンプ（３）が、熱応力または機械的応力の結果として現れる応力が接点域内で捕捉さ
れるような軟性を有する絶縁材料からなり、
　バンプ（３）の内部で、少なくとも１つの電気接点（１）と電子回路との間に回路パタ
ーンが配置されており、
　絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的に第１表面（２）を覆ってバンプ（３）に隣
接しており、
　導体パターン（４）が、絶縁層上に配置されてバンプ（３）と電子回路との間に導電接
合を形成し、
　上記絶縁層（７、１１）が、少なくとも部分的にバンプ（３）を覆う、電子部品を製造
する方法において、
　上記バンプ（３）を、射出成形またはスタンピングによって成形することを特徴とする
方法。
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【請求項１０】
　上記バンプ（３）が、熱可塑性プラスチックまたは熱硬化性プラスチックからなること
を特徴とする、請求項８または９記載の方法。
【請求項１１】
　上記バンプ（３）の被着後に、バンプ（３）の表面粗面化を、少なくとも後の回路パタ
ーン（８）となる領域で、特にレーザを利用して行うことを特徴とする、請求項６～１０
のいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　上記バンプ（３）の表面を粗面化した後、かつ、バンプ（３）の表面に回路パターン（
８）を形成するための導電材料を被着する前に、バンプ（３）の表面に核の析出が行われ
ることを特徴とする、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　上記の核がパラジウムからなることを特徴とする、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　上記バンプ（３）表面上での回線パターン（８）の形成を、粗面化表面上に導電材料を
析出することによって行うことを特徴とする、請求項１１～１３のいずれか１項記載の方
法。
【請求項１５】
　上記絶縁層（７）の被着を、圧着プロセスによって行うことを特徴とする、請求項６～
１４のいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】
　上記絶縁層（７、１１）を、射出成形またはスタンピングによって成形することを特徴
とする、請求項６～１４のいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　上記絶縁層（７、１１）の表面粗面化を、少なくとも、導体パターン（４）の形成領域
で、特にレーザを利用して行うことを特徴とする、請求項１５または１６記載の方法。
【請求項１８】
　絶縁層（７、１１）の表面を粗面化した後、かつ、絶縁層（７、１１）の表面に回路パ
ターン（８）を形成するための導電材料を被着する前に、絶縁層（７、１１）の表面に核
の析出が行われることを特徴とする、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　上記の核がパラジウムからなることを特徴とする、請求項１８記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、電子部品の少なくとも第１表面上に、電子回路と、この電子回路のボンディ
ングに役立つ電気接点とを有する電子部品に関する。
【０００２】
　こうした部品を、例えば半田球、コンタクトピン、または、電子部品とこの部品が実装
される基板との間の直接的な半田接合を介してボンディングするときの問題点として、熱
応力を受けたとき電子部品と基板との線膨張が異なる点を挙げられる。これにより、基板
と電子部品との間の半田接合に機械的応力が現れる。一方で、このような応力は、部品ま
たは基板の他の機械的負荷によっても現れることがある。こうした応力により、部品と基
板との間の半田接合が破損する、または破壊される可能性がある。
【０００３】
　従来技術として、米国特許第5,685,885 号により、軟質層上に電気接点を配置する技術
が知られている。しかし、この層は、発生する機械的応力を最適に吸収する程には、十分
な弾性を持たないことが明らかとなっている。さらに、開示されている層を有する部品の
製造には、比較的にコストがかかる。
【０００４】
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　そこで、本発明の課題は、電気接点の領域で機械的応力に強い電子部品を提供すること
である。さらに、このような部品の製造方法を明示する。
【０００５】
　本発明によれば、電子部品の第１表面上に部品の電気接点が配置されており、絶縁材か
らなる少なくとも１つの軟質バンプがこの第１表面上に設けられており、この少なくとも
１つの軟質バンプ上に少なくとも１つの電気接点が配置されている。こうして、電子部品
上における電気接点の弾性被着を達成できる。従って、部品が熱応力または機械的応力を
受けた場合、この応力を、軟質バンプによって吸収できる。従来技術による連続層とは異
なり、バンプでは、このような吸収をはるかに良好に行える。というのも、バンプは、よ
り大きな運動自由度を有し、それゆえに、補償できる範囲をより大きくできる。
米国特許公報5,874,782 が各種材料からなるバンプを示している。しかしそこで問題とさ
れているのは準幾何学的検討だけ、つまり互いに接触した２つの平面の間の距離を橋絡す
ることだけである。この距離がそこでは絶縁性プラスチックで充填され、それ自体軟質の
材料をバンプ用に使用する場合でも、熱応力または機械的応力の結果としての応力の補償
は行うことができない。
【０００６】
　本発明による配置が特別の重要性を持つのは、その寸法が部品の電子回路もしくは回路
チップの寸法にほとんど一致している電子部品、すなわち、いわゆるチップサイズ部品に
おいてである。このような部品では、電子回路もしくは回路チップの他に、電子部品で応
力をくい止める他のハウジング素子が事実上設けられていない。このため、このような部
品では、電気接点の破損または破壊の発生する可能性が非常に高い。まさにこうした場合
に、本発明により提案されるような軟質バンプによって、過度に高い機械的応力の発生を
防止でき、それとともに、部品の動作信頼性を保証できる。
【０００７】
　かくして、電子部品の電気接点が軟質バンプ上に配置され、このバンプが、発生する機
械的応力を補償する。バンプ上で電気接点との導電接合を実現するために、例えば、軟質
バンプ表面における電気接点と電子回路との間に、回路パターンを配置しておくことがで
きる。電子回路は、例えば軟質バンプに直接隣接させることができる。一方、軟質バンプ
と電子回路との間に、追加の導体パターンを配置し、軟質バンプを電子回路から離間配置
することもできる。
【０００８】
　軟質バンプ表面における回路パターンの代わりに、軟質バンプの内部において、電気接
点と電子回路との間に回路パターンを配置しておくこともできる。これにより、軟質バン
プ上の電気接点から出発して、軟質バンプを通過し、電子回路へと導かれる導電接合を実
現できる。
【０００９】
　基本的に、軟質バンプ全体を、軟質導電性材料から製造することもできる。この場合、
導電接合を、他の材料からなる別の回路パターンによってではなく、軟質材料自体によっ
て実現できる。しかし、このためには、軟質材料の選択と材料組成とを限定する、きわめ
て特殊な材料が必要である。さらに、このような材料は、一般に、回路パターンを形成す
る純粋の回路材料よりも、高オームである。従って、本発明による解決策では、バンプの
軟質挙動と回路挙動とを別々に最適化することが可能である。
【００１０】
　他の導体パターンを電子回路と軟質バンプとの間に設ける場合、これらの導体パターン
を、電子部品の第１表面を少なくとも部分的に覆う絶縁層上に配置しておくことができ、
絶縁層が軟質バンプに隣接する。これにより、例えば間接的構造化によって、つまり絶縁
層の構造化によって、導体パターンの構造化を行える。
【００１１】
　上記の電子部品は、基本的に、使用可能なあらゆる好適な形状に構成することが可能で
ある。このため、この部品を、例えば半導体部品または高分子部品とすることができる。
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軟質バンプ上の電気接点も、任意に構成できるので、電子部品の各特殊用途に適合させら
れる。電気接点は、例えば導電層、導電ピンまたは導電球によって形成することができる
。
【００１２】
　電子部品上への軟質バンプの被着は、簡単で安価に実施可能な圧着プロセス（Drckproz
ess ）による、可能な方法によって行われる。今日において技術的に可能な圧着プロセス
によって、このようなバンプの強度範囲（Festigungstoleranzen）に要求される条件を満
たすことができる。
【００１３】
　軟質バンプは、射出成形またはスタンピングによって形成することもできる。この場合
、材料として、熱可塑性プラスチックまたは熱硬化性プラスチックを使用することが好ま
しい。また、これらに代えて、ＡＢＳ（アクリロニトリル／ブタジエン／スチレン）プラ
スチック、ＰＣ（ポリカーボネート）プラスチック、ＰＡ（ポリアミド）プラスチックま
たはＰＰＯ（ポリフェニレンオキシド）プラスチックを使用することもできる。
【００１４】
　同様に、絶縁層の被着も、圧着プロセスによって行える。導体パターンもしくは回路パ
ターンおよび電気接点を製造するための導電性材料は、例えばスパッタメタライジングま
たは化学メタライジング等の通常の方法によって、軟質バンパもしくは絶縁層上に被着で
きる。このための特殊な方法が、WO 98/55 669およびWO 99/05 895に述べられている。こ
の方法では、まず、絶縁層中で核形成を行い、次に、これらの領域のメタライジングを行
う。従来技術であるこれらの方法に代えて、軟質バンプの表面、場合によっては軟質層の
表面に対する粗面化を行うこともできる。この粗面化は、表面のレーザ処理によって、ま
たは他の好適な方法によって行える。この粗面化により、メタライジングの後に塗布され
る導電性材料の付着性を向上できる。この場合、メタライジングの塗布前、表面粗面化後
に、粗い表面上に、金属核または他の好適な核を塗布することもできる。これらの核は、
好適なあらゆる材料、例えばパラジウムで構成できる。
【００１５】
　以下、本発明の特有な実施形態を、図１～図７に基づいて説明する。なお、以下では、
例としてチップサイズ半導体部品を示す。
【００１６】
　図１は、絶縁層を圧着した後の半導体チップを示す図である。図２は、軟質バンプを圧
着した後の、図１の半導体チップを示す図である。図３は、第１メタライジング被着後の
、図２の半導体チップを示す図である。図４は、第２メタライジング被着後の、図３の半
導体チップを示す図である。図５は、接点箇所に半田球を被着した後の、図４の半導体チ
ップを示す図である。図６は、図５の部品の全体図である。図７は、図３・図４に対する
選択的実施形態の導電接合を示す図である。図８は、半弾性軟質バンプおよび絶縁層をス
タンピングした後の半導体チップを示す図である。図９は、メタライジング被着後におけ
る、図８の半導体チップを示す図である。図１０は、弾性軟質バンプスタンピング後の半
導体チップを示す図である。図１１は、半弾性絶縁層被着後の図１０の半導体チップを示
す図である。図１２は、メタライジング被着後の図１１の半導体チップを示す図である。
【００１７】
　図１～図５を用いて、本発明による軟質バンプを有する電子部品の製造を例示的に説明
する。図１に示すように、図１に断片的に示した半導体チップ６上に、まず、絶縁層７を
被着し、この絶縁層７によって、半導体チップ６の第１表面２を部分的に覆う。この絶縁
層７の被着および構造化は、通常の方法で行える。しかし、簡単で安価に実施可能な圧着
法を適用することが理想的である。
【００１８】
　次に、図２が示すように、軟質バンプ３を半導体チップ６の第１表面２領域に被着する
ことで、この軟質バンプ３を、絶縁層の上または横に配置しておくことができる。
【００１９】
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　これにより、後の工程において回路パターン８および導体パターン４を形成する領域内
で、レーザを利用して軟質バンプ３および絶縁層７の表面の粗面化を行える。このことを
、図２に垂直矢印で示す。表面を粗面化することで、特に、各表面への回路パターン８お
よび導体パターン４の導電性材料の付着性を向上できる。
【００２０】
　次に、メタライジングを、軟質バンク３の表面と絶縁層７の表面とに塗布する。このメ
タライジングは、図３および図４に示すように、例えば２工程で形成できる。この場合、
まず、第１基本メタライジング４ａ・８ａを形成し、または、表面上への核４ａ・８ａの
析出を行う。これらの核は、それぞれ絶縁層上に導体パターンを形成し、かつ、軟質バン
プ上に回路パターンを形成するために役立つ。核は、例えばパラジウム等のあらゆる好適
な材料で構成できる。次に、最終的メタライジング４ｂ・８ｂを形成し、導体パターンお
よび回路パターンを最終的に形成する。このメタライジングにより、軟質バンプ上にあら
かじめ形成されている電気接点１を介して、電子部品のボンディングを行うことができる
。しかし、図５に示すように、まず半田球５を軟質バンプ３上に取り付け、その後、この
半田球５によって電気接点１を形成するという選択肢もある。
【００２１】
　図６は、電子部品の横断面全体を示す概略図である。この図では、軟質バンプ３を電子
部品の縁に示してある。また、導体パターン４は、半導体チップ６内の図示しない電子回
路における、相応する端子へと通じている。なお、バンプ３を、好適な手順で、第１表面
２の全体にわたって分散配置することもできる。
【００２２】
　図７に、図３・図４の回路パターンに対する代案を示す。この案では、回路パターン９
が、軟質バンプ３に挿通されている。このような構成は、例えば、以下のように製造でき
る。すなわち、まず、図１に示したように、絶縁層７を半導体チップ６上に被着する。次
に、導体パターン４を絶縁層７上に製造するためのメタライジングを先に行う。その後、
はじめて、軟質バンプ３の被着を、例えば圧着プロセスによって行う。最後に、例えばレ
ーザ構造化によって、軟質バンプ３の表面から内部に向けて、回路パターン９を形成する
。そして、最終的メタライジングを行う。
【００２３】
　ここで、図８および図９によって、電子部品の製造例について説明する。本発明の軟質
バンプは、スタンピング（Spritzpraegen ）によって製造される。
【００２４】
　図８に、半導体チップ６を部分的に示す。このチップ６上に、絶縁層７および軟質バン
プ３が被着されている。スタンピングによれば、有利なことに、軟質層７および軟質バン
プ３を、単一の作業工程で被着できる。このため、相応に形成されたダイ（Wergzeug）を
用意し、そのなかにプラスチック、例えば熱可塑性プラスチックまたは熱硬化性プラスチ
ックを入れる。そして、ダイ内で、絶縁層７および軟質バンプ３を予備的に成形する。次
に、エンボスプロセスにおいて、ダイを半導体チップ６の第１表面２に載置し、プラスチ
ック、例えば半弾性材料（絶縁層７、軟質バンプ３）を半導体チップ６と接合する。プロ
セスガイド（Prozessfuehrung ）は、スタンピングによって簡単に形成可能である。圧着
法とは異なり、半導体チップ上に、はるかに微細な構造を被着することができる。
【００２５】
　半弾性プラスチック材料から製造される軟質バンプは、可撓性かつ圧縮可能であるとい
う性質を有する。従って、軟質バンプは、バネとしては作用しない。軟質バンプ３の弾性
は、もっぱらバンプの幾何学的造形を介して達成される。本実施例では、軟質バンプ３が
その高さの割に比較的細い。これにより、半導体チップ６の第１表面と平行な方向におけ
るバネ作用を生じさせることが可能となる。なお、半導体チップ６の第１表面に直角なバ
ネ作用は生じない。
【００２６】
　半導体チップ６の第１表面全体に、プラスチック、すなわち、絶縁層７および軟質バン
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プ３を配することも考えられる。その後の過程では、後に導体パターンが備えられること
になる領域を、レーザによって、活性化、すなわち粗面化できる。次に、この活性化され
た導体パターンの核生成が行われ、これにより、これらの箇所でのみ、そのなかに被着さ
れた導体パターンのメタライジングが付着したままとなる。１つの選択肢として、絶縁層
７の全体を、すべての箇所で例えばレーザによって除去することにより、半導体チップ６
の第１表面における、後に導体パターンを形成する個所のみに絶縁層７を被着しておく、
ということも考えられよう。この処置においても、活性化および核生成は行われる。
【００２７】
　スタンピングによる利点として、軟質バンプ３および絶縁層７は、１つの過程で半導体
チップ６の第１表面に被着できるが、これは必ずしも不可欠ではない。絶縁層７および軟
質バンプ３を、２つの別々の刻印過程によって、半導体チップ６上に被着することも、同
様に考えられる。
【００２８】
　射出成形過程による軟質バンプ３および絶縁層７の製造にも、同様のことがいえる。こ
の場合、キャビティーを有する予め作製されたダイを半導体チップ６の第１表面２に被着
し、次に、このキャビティーにプラスチックを注入する。この場合にも、この過程を、１
工程または２工程のいずれかで実施できる。
【００２９】
　図９は、メタライジング８の被着後における、本発明の半導体チップを示す。すでに上
述したように、導体パターンのメタライジングは、プラスチックが活性化されて核生成さ
れた箇所のみにある。本実施例において、メタライジング８は、横断面で、軟質バンプ３
の表面全体に被着されている。この措置は、半導体チップとプリント基板との間における
半田接合を行う前に、半導体チップのテストを実施する必要のある場合に、特に有利であ
る。
【００３０】
　この場合、電気接点１と凹部を備えた配線面との間の一時的な電気的接合は、プリント
基板の電気接点１と凹部を備えた配線面とに実現できる。また、電気接点１と凹部との間
の電気的接合を、軟質バンプ３の側部導体パターンを介して実現できる。それゆえに、電
気接点１は、配線面の凹部に挿入される。次に、半導体チップと配線面を有するプリント
基板とは、半導体チップ６の第１表面２に平行にずらされる。これにより、個々の電気接
点１と、配線面の側部に導体を備えた凹部との間の接触を実現するために、軟質バンプ３
のばね作用が利用される。　十分なテスト後、欠陥のある半導体チップを取り除くことが
できる。あるいは、半導体チップとプリント基板との間に、固定半田接合を形成できる。
【００３１】
　次に、図１０～図１２に、軟質バンプ３が弾性要素と半弾性要素とからなる電気部品の
製造を、例として示す。弾性バンプ３の被着は、スタンピング法または射出成形法のいず
れかで行える。
【００３２】
　第１工程では、弾性材料（例えばシリコーンまたはポリウレタン）からなる軟質バンプ
３が、半導体チップ６の第１表面２に被着される。弾性プラスチックの材料特性は、一般
に、金属化されないような性質である。この理由から、弾性素子上に、半弾性絶縁層７を
被着する。半弾性絶縁層７は、半導体チップ６の第１表面の諸部分にも、弾性バンプ３の
表面にも被着される。しかし、図１１からわかるように、軟質バンプ３の１側面には、半
弾性絶縁層７がない。この措置は、軟質バンプ３における弾性素子３のバネ作用を支援す
るために有利である。この側面も絶縁層７で覆われてしまうと、不都合な状況下では、場
合によっては、層７が裂けることがあろう。
【００３３】
　ここで、半弾性絶縁層７の材料特性は、レーザによって活性化可能かつ核生成可能であ
るような性質である。これにより、次に、弾性絶縁層７における、あらかじめ活性化され
た領域に、メタライジングを被着することができる。導体パターンのメタライジングは、
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【００３４】
　軟質バンプ３のために弾性材料が使用されているため、軟質バンプ３の幾何学的構成に
、特別の条件は要求されない。しかし、弾性絶縁層７・１１および導体パターンのを容易
に被着させるために、軟質バンプの側面を、半導体チップ６の第１表面に対して直角に向
けないことが好ましい。上記処理方式で半導体部品を形成するには、２つの部分からなる
スタンピング過程もしくは射出成形過程が必要である。
【００３５】
　図９および図１２における軟質バンプのメタライジング８は、すでに電気接点１を形成
しており、この接点を介して電子部品のボンディングを行える。しかし、軟質バンプ上に
半田球を付加的に被着することもできる。この場合、この半田球が、電気接点１を形成す
る（このことは図示していない）。
【００３６】
　かくして、軟質ボンディングを有する半導体部品を製造するための本発明の方法は、実
質的に、３つの連続する個別の工程を含む。第１工程では、半導体チップの第１表面に、
プラスチック（特に高分子）を被着する。その際、プラスチックをあらかじめ構造化して
おくことができる。次に、プラスチック中に含まれた（重金属）核を、例えば紫外光を使
用し、好適な化学物質またはアプリオリ核活性化材料を使用することによって、活性化す
る。次に、第３工程では、導体パターンの化学的（すなわち無電流）メタライジングを行
うことができる。プラスチックを半導体チップ上に被着するとき、あらかじめ半導体チッ
プに軟質バンプを配し、これらのバンプによって、半導体部品における後の電気接点を形
成することが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】絶縁層を圧着した後の半導体チップを示す図である。
【図２】軟質バンプを圧着した後の、図１の半導体チップを示す図である。
【図３】第１メタライジング被着後の、図２の半導体チップを示す図である。
【図４】第２メタライジング被着後の、図３の半導体チップを示す図である。
【図５】接点箇所に半田球を被着した後の、図４の半導体チップを示す図である。
【図６】図５の部品の全体図である。
【図７】図３・図４に対する選択的実施形態の導電接合を示す図である。
【図８】半弾性軟質バンプおよび絶縁層をスタンピングした後の半導体チップを示す図で
ある。
【図９】メタライジング被着後における、図８の半導体チップを示す図である。
【図１０】弾性軟質バンプスタンピング後の半導体チップを示す図である。
【図１１】半弾性絶縁層被着後の図１０の半導体チップを示す図である。
【図１２】メタライジング被着後の図１１の半導体チップを示す図である。
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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