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(57)【要約】
【課題】特にフリップチップ方式の実装形態において微
細ピッチ化、高スループット化に対応すると共に高い接
続信頼性の得られる半導体装置、及びその製造方法並び
にこれを用いた複合回路装置を提供する。
【解決手段】本発明に係る半導体装置は、電極と、電極
上に開口部を有する絶縁層と、を備える。また前記電極
上に形成されたバンプと、前記絶縁層と前記バンプの周
辺を覆う保護膜と、前記バンプと接することなく前記保
護膜の一部を覆う接着樹脂層と、を具備し、前記バンプ
の上面と、前記保護膜の上面と、前記接着樹脂層の上面
とが同一平面上にある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極と、電極上に開口部を有する絶縁層とを配した半導体装置において、
　前記電極上に形成されたバンプと、
　前記絶縁層と前記バンプの周辺を覆う保護膜と、
　前記バンプと接することなく前記保護膜の一部を覆う接着樹脂層と、を具備し、
　前記バンプの上面と、前記保護膜の上面と、前記接着樹脂層の上面とが同一平面上にあ
る、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記バンプが主材部と接合材料部の２層から構成されていること、を特徴とする請求項
１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記バンプの主材部がＣｕ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】
　前記バンプの接合材料部がＡｕ又はＳｎの何れかであること、を特徴とする請求項２又
は３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記半導体装置の少なくとも１つの側面において、前記保護膜を露出させないように前
記接着樹脂層が覆っていることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一に記載の半導体
装置。
【請求項６】
　前記保護膜が前記バンプ間で中央が窪んだ円弧状の保護膜であること、を特徴とする請
求項１～５のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記保護膜がポリイミドからなる有機膜であること、を特徴とする請求項１～６のいず
れか一に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記保護膜が無機膜からなること、を特徴とする請求項１～６のいずれか一に記載の半
導体装置。
【請求項９】
　前記保護膜の厚みは、前記バンプ間で前記バンプ高さの１／２以下であること、を特徴
とする請求項１～８のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記接着樹脂層が、半硬化状の熱硬化性樹脂、熱硬化と感光性の併用型樹脂又は熱可塑
性樹脂のいずれか一以上からなること、を特徴とする請求項１～９のいずれか一に記載の
半導体装置。
【請求項１１】
　電極と、電極上に開口部を有する絶縁層とを配した半導体素子の該電極上にバンプの主
材部を形成する工程と、
　該半導体素子の該絶縁層上と該バンプの主材部上に保護膜を形成する工程と、
　該保護膜上に接着樹脂層となる材料を供給する工程と、
　該バンプの主材部表面と該バンプの主材部周辺の該保護膜表面と該接着樹脂層を平坦化
加工し同一平面とする工程と、
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記半導体素子の絶縁層上とバンプの主材部上に保護膜を形成する工程と、前記保護膜
上に接着樹脂層となる材料を供給する工程との間に
　ダイシングライン上の該保護膜を除去する工程、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１１に記載の製造方法。
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【請求項１３】
　前記バンプの主材部表面に接合材料部を形成する工程をさらに含むことを特徴とする、
請求項１１又は１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
　電極と、電極上に開口部を有する絶縁層とを配した半導体素子の該電極上にバンプの主
材部を形成する工程と、
　該半導体素子の該絶縁層上と該バンプの主材部上に保護膜を形成する工程と、
　該バンプの主材部表面と該バンプの主材部周辺の該保護膜表面を平坦化加工し同一平面
とする工程と、
　ダイシングライン上の該保護膜を除去する工程と、
　該バンプ及び該保護膜上に接着樹脂層となる材料を供給する工程と
　マスクを用いて該接着樹脂層となる樹脂を成形する工程と、
　該接着樹脂層をドライエッチングし該接合材料部の表面を露出させる工程と、
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記バンプの主材部表面に接合材料部を形成する工程をさらに含むことを特徴とする、
請求項１４に記載の製造方法。
【請求項１６】
　前記バンプの主材部表面に接合材料部を形成する工程は、置換型のめっき浴を用い無電
解めっき法にて行うこと、を特徴とする請求項１５に記載の製造方法。
【請求項１７】
　前記接着樹脂層となる材料を供給する工程は、フィルム状の半硬化樹脂をラミネート法
にて行う工程である、ことを特徴とする請求項１１～１６のいずれか一に記載の製造方法
。
【請求項１８】
　前記接着樹脂層となる材料を供給する工程は、液状の樹脂をスピンコートにて供給した
後に加熱し半硬化状にする工程であること、を特徴とする請求項１１～１６のいずれか一
に記載の製造方法。
【請求項１９】
　前記接着樹脂層となる材料を供給する工程は、液状の樹脂をスピンコートにて供給した
後に露光し半硬化状にする工程であること、を特徴とする請求項１１～１６のいずれか一
に記載の製造方法。
【請求項２０】
　前記バンプの主材部表面とバンプの主材部周辺の保護膜表面と接着樹脂層を平坦化加工
し同一平面とする工程は、研磨法、研削法、化学機械研磨法の何れかにより行うこと、を
特徴とする請求項１１～１３のいずれか一に記載の製造方法。
【請求項２１】
　前記バンプの主材部表面とバンプの主材部周辺の保護膜表面を平坦化加工し同一平面と
する工程は、研磨法、研削法、化学機械研磨法の何れかにより行うこと、を特徴とする請
求項１４～１６のいずれか一に記載の製造方法。
【請求項２２】
　前記ダイシングライン上の保護膜を除去する工程は、レーザー法又はフォトリソグラフ
ィ法の何れかで行う、ことを特徴とする請求項１２又は１４に記載の製造方法。
【請求項２３】
　前記マスクを用いて接着樹脂層となる樹脂を成形する工程は、ダイシングライン上に突
起部を有するマスクを押し当て成形すること、を特徴とする請求項１４～１６の何れか一
に記載の製造方法。
【請求項２４】
　前記マスクを用いて接着樹脂層となる樹脂を成形する工程は、平板状のマスクを用いフ
ォトリソグラフィ法により行うこと、を特徴とする請求項１４～１６の何れか一に記載の
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製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置、及び半導体装置の製造方法に関し、特にフリップチップ方式の
実装形態において微細ピッチ化、高スループット化に対応すると共に高い接続信頼性の得
られる半導体装置、及びその製造方法並びにこれを用いた複合回路装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の高性能化，高機能化に対応するパッケージ構造として、ＣＰＵ（中
央演算処理装置）やメモリ等の複数個の半導体素子を積層実装し１パッケージ化すること
でシステム構築するＳｉＰ（Ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）構造が知られている
。このＳｉＰ構造では、近年、半導体素子間におけるデータ転送能力の向上を目的に、更
なる多ピン化や電極間ピッチの微細化が進んでいる。
【０００３】
　図９は、上記した従来の半導体装置の製造方法の一つである。初めに、電極２上にバリ
アメタル１４を介しＳｎを主成分とするハンダバンプ１５が形成された半導体素子１と、
半導体素子１と同様に電極２上にバリアメタル１４を介しハンダバンプ１５が形成された
、もしくはバリアメタル１４とバリアメタル１４上にＡｕからなる薄膜が形成された電極
２を具備する半導体素子１を双方の電極２が対向する位置に位置合せを行う（図９（ａ）
）。その後、双方のハンダバンプ１５を当接し加熱，荷重を加えることで、ハンダバンプ
１５同士を反応させ接続する。最後に、半導体素子１間に接着樹脂層７となる熱硬化性の
アンダーフィル樹脂を封入し、硬化させることで複合回路装置を得ている（図９（ｂ））
。
【０００４】
　また、生産性の向上を図るために、特開２００７－１４２２３２（特許文献１）のよう
に基板側に液状の樹脂材を供給した後、半導体素子を搭載し電極間の接続と樹脂材の熱硬
化を行う製造方法が示されている。
【０００５】
　また、半導体素子の搭載前に樹脂材の供給を行った製造方法として、特開２００５－２
９４４３０（特許文献２）のように半導体素子側に半硬化状の接着樹脂層を形成し、その
後にハンダバンプと接着樹脂層とを研削することでハンダバンプの表面を接着樹脂層より
露出させると共に、平坦形状にする製造方法が示されている。
【０００６】
　また、特開２００４－１７２４９１（特許文献３）には、突起電極の表面とストッパマ
スク層の表面を面一にした構造が記載されている。また、ストッパマスク層に接着性を有
する熱可塑性樹脂又は低軟化点（融点）ガラスを用いることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１４２２３２号公報
【特許文献２】特開２００５－２９４４３０号公報
【特許文献３】特開２００４－１７２４９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来構造には幾つかの問題点がある。
　第１の課題は、アンダーフィル樹脂の充填性の低下によりボイドが発生しやすくなるこ
とである。この原因は、更なる多ピン化や電極間ピッチの微細化に伴いバンプ間の隙間は
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狭くバンプ高さも低いことから、半導体素子間のギャップが狭くなることに起因する。半
導体素子間のギャップが狭い場合、充填領域への充填速度と半導体素子のエッジを伝い周
り込む速度の相違が顕著となり、巻き込みによるボイドが発生してしまう。また、充填領
域内でもバンプ配列部とそうでない領域との間でアンダーフィル樹脂の充填速度は異なり
、バンプ接続部でボイドが発生し易い。
【０００９】
　第２の課題は、パッケージ組立における生産性が低いことである。この原因は、個々に
半導体素子の実装とアンダーフィル樹脂の充填を行っていることに起因する。充填領域に
おけるボイド発生の抑制を目的にアンダーフィル樹脂の粘度や塗布量等の条件を調整する
ことで、充填時間に影響し、また個々にアンダーフィル樹脂の充填を行っていることから
生産性の低下に至ってしまう。
【００１０】
　また、特許文献１に記載の製造方法では、半導体素子の搭載時において半導体素子と樹
脂材との間に空気が巻き込まれ易いことから、樹脂内ボイドが発生しやすい。また、微細
ピッチ且つ狭ギャップである場合、取り込まれた空気を樹脂材が熱硬化する前に樹脂材の
流動を利用して排出させることは困難である。その他の課題として、接続部における樹脂
材の噛み込みが考えられる。予め電極部も含め基板上に樹脂材を供給されていることから
、半導体素子の実装時において接合部に樹脂材が噛み込まれ、電極部において接続面積が
狭くなる。
【００１１】
　特許文献２に開示の製造方法では、半硬化状の接着樹脂層と金属であるハンダバンプと
は硬度が異なることから、切削時にハンダバンプに切削ダレが生じる可能性がある。従っ
て、電極間ピッチが微細化した場合、この切削ダレによって隣接バンプとのショート不良
が発生する可能性がある。更に、微細化によるその他の課題として、電極サイズも微細化
するため、バンプ形成時のめっきバラツキによる影響が顕著に現われる。
【００１２】
　また、特許文献３に記載の構造では、ストッパマスク層に接着性を有する熱可塑性樹脂
又は低軟化点（融点）ガラスを用いることが記載されているが、電極間の絶縁性と接着性
の両方の機能を持たせることは記載がない。突起電極間ピッチの微細化のためには、電極
間の絶縁性も考慮する必要がある。
【００１３】
　本発明は上記従来技術の問題点を解決するための、特にフリップチップ方式の実装形態
において微細ピッチ化、高スループット化に対応すると共に高い接続信頼性の得られる半
導体装置、及びその製造方法並びにこれを用いた複合回路装置に関するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　第１の視点において、本発明に係る半導体装置は、電極と、電極上に開口部を有する絶
縁層と、を備える。また前記電極上に形成されたバンプと、前記絶縁層と前記バンプの周
辺を覆う保護膜と、前記バンプと接することなく前記保護膜の一部を覆う接着樹脂層と、
を具備し、前記バンプの上面と、前記保護膜の上面と、前記接着樹脂層の上面とが同一平
面上にある。なお、各要素又は部材の「上面」とは、各要素又は部材の上端部にあって外
部に露出している面を言う。
【００１５】
　第２の視点において、本発明に係る半導体装置の製造方法は、電極と、電極上に開口部
を有する絶縁層とを配した半導体素子の該電極上にバンプの主材部を形成する工程と、該
半導体素子の該絶縁層上と該バンプの主材部上に保護膜を形成する工程と、該保護膜上に
接着樹脂層となる材料を供給する工程と、該バンプの主材部表面と該バンプの主材部周辺
の該保護膜表面と該接着樹脂層を平坦化加工し同一平面とする工程と、を含む。
【００１６】
　第３の視点において、本発明に係る半導体装置の製造方法は、電極と、電極上に開口部
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を有する絶縁層とを配した半導体素子の該電極上にバンプの主材部を形成する工程と、該
半導体素子の該絶縁層上と該バンプの主材部上に保護膜を形成する工程と、該バンプの主
材部表面と該バンプの主材部周辺の該保護膜表面を平坦化加工し同一平面とする工程と、
ダイシングライン上の該保護膜を除去する工程と、該バンプ及び該保護膜上に接着樹脂層
となる材料を供給する工程とマスクを用いて該接着樹脂層となる樹脂を成形する工程と、
該接着樹脂層をドライエッチングし該接合材料部の表面を露出させる工程と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態による半導体装置の構造を示す断面模式図である。
【図２】本発明の第２の実施形態による半導体装置の構造を示す断面模式図である。
【図３】本発明の第１、第２の実施形態による半導体装置の製造方法を示す断面模式図で
ある。
【図４】本発明の第１の実施形態による半導体装置の製造方法を示す断面模式図である。
【図５】本発明の第２の実施形態による半導体装置の製造方法を示す断面模式図である。
【図６】本発明の第２の実施形態による半導体装置の製造方法を示す断面模式図である。
【図７】本発明の第２の実施形態による半導体装置の製造方法を示す断面模式図である。
【図８】本発明の第１の実施形態による複合回路装置を示す断面模式図である。
【図９】従来の半導体装置の接合構造及び接合方法を示す断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　第１の視点において、前記バンプが主材部と接合材料部の２層から構成されていること
が好ましい。
【００１９】
　前記バンプの主材部がＣｕであることが好ましい。また、前記バンプの接合材料部がＡ
ｕ又はＳｎの何れかであることが好ましい。
【００２０】
　前記半導体装置の少なくとも１つの側面において、前記保護膜を露出させないように前
記接着樹脂層が覆っていることが好ましい。
【００２１】
　前記保護膜が前記バンプ間で中央が窪んだ円弧状の保護膜であることが好ましい。
【００２２】
　前記保護膜はポリイミドからなる有機膜とすることができる。また、前記保護膜は無機
膜としてもよい。
【００２３】
　前記保護膜の厚みは、前記バンプ間で前記バンプ高さの１／２以下であることが好まし
い。
【００２４】
　前記接着樹脂層が、半硬化状の熱硬化性樹脂、熱硬化と感光性の併用型樹脂又は熱可塑
性樹脂のいずれか一以上からなることが好ましい。
【００２５】
　第２の視点において、前記半導体素子の絶縁層上とバンプの主材部上に保護膜を形成す
る工程と、前記保護膜上に接着樹脂層となる材料を供給する工程との間に、ダイシングラ
イン上の該保護膜を除去する工程をさらに含むことが好ましい。
【００２６】
　さらに該バンプの主材部表面に接合材料部を形成する工程を含むことが好ましい。
【００２７】
　第３の視点において、バンプの主材部表面に接合材料部を形成する工程をさらに含むこ
とが好ましい。
【００２８】
　また、前記バンプの主材部表面に接合材料部を形成する工程は、置換型のめっき浴を用



(7) JP 2011-9363 A 2011.1.13

10

20

30

40

50

い無電解めっき法にて行うことが好ましい。
【００２９】
　前記接着樹脂層となる材料を供給する工程は、フィルム状の半硬化樹脂をラミネート法
にて行う工程であることが好ましい。
【００３０】
　前記接着樹脂層となる材料を供給する工程は、液状の樹脂をスピンコートにて供給した
後に、加熱又は露光し半硬化状にする工程であることが好ましい。
【００３１】
　前記バンプの主材部表面とバンプの主材部周辺の保護膜表面（及び接着樹脂層）を平坦
化加工し同一平面とする工程は、研磨法、研削法、化学機械研磨法の何れかにより行うこ
とが好ましい。
【００３２】
　前記ダイシングライン上の保護膜を除去する工程は、レーザー法又はフォトリソグラフ
ィ法の何れかで行うことが好ましい。
【００３３】
　前記マスクを用いて接着樹脂層となる樹脂を成形する工程は、ダイシングライン上に突
起部を有するマスクを押し当て成形することが好ましい。
【００３４】
　前記マスクを用いて接着樹脂層となる樹脂を成形する工程は、平板状のマスクを用いフ
ォトリソグラフィ法により行うことが好ましい。
【００３５】
　さらに具体的な実施形態について以下に説明する。
（実施形態１）
《半導体装置》
　本発明の実施形態１に係る半導体装置について、図１を参照して詳細に説明する。図１
を参照すると、本発明の実施形態１に係る半導体装置の断面図が示されている。なお、２
つの断面図（ａ）、（ｂ）が示されているが、これは一括製造した２種類の半導体装置を
ダイシングにより切断分離したときの断面図である（後述の製造方法参照）。
【００３６】
　それぞれ半導体素子１の回路面上に電極２と電極２上に開口部を有するＳｉＯＮやＳｉ
Ｏ２等の絶縁膜３、及び電極２上にＣｕからなるバンプ１０の主材部８があり、この主材
部８の表面にはＳｎやＡｕ等からなる薄膜状の接合材料９が形成されている。また、絶縁
膜３上とバンプ１０の周辺部には絶縁性の高い保護膜６によって覆われている。ここで、
保護膜６にはポリイミド等の有機樹脂や、絶縁膜３と同様にＳｉＯＮやＳｉＯ２等の無機
膜を適用することができる。
【００３７】
　なお、電極２（及び絶縁膜３の一部）とバンプ１０の主材部８との間には、密着層４及
び接着層５が形成されている。
【００３８】
　更に、バンプ１０の周辺部を除く保護膜６上には半硬化状の接着樹脂層７が設けられて
いる。接合材料９の表面、バンプ１０の周辺部の保護膜６表面、及び接着樹脂層７の表面
は同一平面を形成している。この接着樹脂層７には熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂、及び熱
硬化と感光性の併用型樹脂にて構成することができる。
【００３９】
　本実施形態の半導体装置では、半導体装置表面の一部に接着樹脂層を形成することによ
り、接合部へのアンダーフィル樹脂充填工程が不要となり、高い生産性が得られる。また
、バンプの接合材料表面が接着樹脂層から露出し同一平面上にあることから、実装時にお
いて樹脂の噛み込みによる接合不良を抑制することが可能である。更に、バンプの周辺を
絶縁性の高い保護膜が覆っていることにより、微細な電極ピッチにおいても隣接バンプ間
での高い絶縁性が確保可能である。
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【００４０】
《半導体装置の製造方法》
　本実施形態の半導体装置は、図３、図４に示すように製造される。図３（ａ）は、回路
面上にＡｌ等からなる電極２と電極２の一部に開口部を有し、回路面上を覆うＳｉＯＮや
ＳｉＯ２等からなる絶縁膜３が具備された、半導体装置を複数個分含む半導体素子１がウ
ェハ上に面付けされている状態である。なお、符号１１はダイシングラインであり、本実
施形態では最終的にこのダイシングライン１１で切断され、複数の半導体装置が製造され
る工程を示す。
【００４１】
　これにスパッタ法等を用いＴｉやＴｉＷ等からなる密着層４とＣｕ等からなる接着層５
を電極２と絶縁膜３の全面に形成する。そして、スピンコート等によって感光性のレジス
ト１２を接着層５上に供給し、露光現像することで所望の電極２上に開口部を形成する。
更に、このレジスト１２の開口部に電解めっき法等でバンプ１０の主材部８となるＣｕを
析出させると図３（ｂ）のようになる。このとき、主材部８の高さは各電極２間でバラツ
キが生じている。
【００４２】
　その後、レジスト１２を除去し、主材部８に覆われた部分以外に形成されている密着層
４と接着層５をウェットエッチング法等を用い除去すると図３（ｃ）となる。
【００４３】
　次に、スピンコート等により主材部８上も含め、全面に保護膜６となる熱硬化型又は感
光性のポリイミド等の有機樹脂を供給し硬化する（図３（ｄ））。樹脂の供給量として、
絶縁膜３上における保護膜６の成形後の膜厚が、最終的なバンプ１０の高さの１／２以下
となる量が好ましい。保護膜６にＳｉＯＮやＳｉＯ２等を適用する場合には、スパッタ法
を用いて供給する。この場合の保護膜６の厚みは、１μｍ以下であることが好ましい。
【００４４】
　その後、保護膜６上に接着樹脂層７となる樹脂の供給を行う（図４（ｅ））。接着樹脂
層７に熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を適用する場合は、フィルム状の樹脂を用いて保護
膜６上にラミネートすることで供給を行う。ここで、熱硬化性樹脂を適用した場合は、ラ
ミネート後においてもまだ半硬化状の樹脂である。その他の接着樹脂層７の供給方法とし
て、液状の熱硬化性樹脂を保護膜６上にスピンコート等によって供給し、加熱することに
より半硬化状の接着樹脂層７とする方法を採ってもよい。また、接着樹脂層７に熱硬化性
と感光性の併用型樹脂を適用する場合は、スピンコート等によって樹脂を供給した後、露
光し半硬化状の接着樹脂層７とする方法を採ってもよい。
【００４５】
　次に、接着樹脂層７と保護膜６、及びバンプ１０の主材部８を研磨法や研削法、及び化
学機械研磨法等を用いて、平坦化加工を行う（図４（ｆ））。そして、露出した主材部８
表面に薄膜状の接合材料９となる金属を無電解めっき法等により供給する（図４（ｇ））
。ここで、無電解めっき法で行う場合は、置換めっき浴を用いて所望のめっき厚の接合材
料９を供給してもよい。また、接合材料９には、ＡｕやＳｎを適用することができる。
【００４６】
　最後に、ダイシングライン１１の部分でダイシング加工しウェハ形態より個片化を行う
ことで、本発明の実施形態１に係る半導体装置が得られる（図４（ｈ））。また、半導体
素子１の裏面を研磨法等にて加工し所望の薄さに薄型化して後、ダイシング加工を行って
もよい。
【００４７】
　本発明の本実施形態に係る製造方法では、ウェハ形態で接着樹脂層を一括供給すること
により、高い生産性が得られる。また、バンプの平坦化加工をバンプ主材部の周辺が既に
硬化した保護膜で覆われた状態で行うことにより、加工時のバンプのダレを抑制し、微細
な電極ピッチにおいても隣接バンプとのショート不良を防止することが可能である。更に
、バンプの平坦化加工後に薄い接合材料を形成していることで、めっき厚バラツキを抑制
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し、高い接合信頼性の得られるバンプ形状を得ることが可能である。また更に、接合材料
の供給に置換めっき浴を用いた無電解めっき法を適用することで、接着樹脂層との平坦性
を維持しつつ接合材料の供給が可能となる。
【００４８】
《複合回路装置》
　本発明の実施形態に係る半導体装置を用いた複合回路装置について、図８を参照して詳
細に説明する。最初に、本発明の実施形態に係る半導体装置と、バンプ１０の表面と保護
膜６の表面が同一平面上にある半導体装置との位置合せを行う（図８（ａ））。その後、
接合材料９と他方のバンプの主材部８を当接し加熱と荷重を加えて接合材料９と両方の主
材部の金属を反応させ接合する（図８（ｂ））。この時、接着樹脂層７も加熱され熱硬化
することで、半導体装置間の接着も完了する。
【００４９】
　本発明の実施形態１に係る複合回路装置では、先に接着樹脂層が形成されていることで
、実装時に電極の電気的接続と接合部への樹脂充填及び硬化を同時に実施することが可能
となり、高い生産性が得られる。また、表面が平坦なもの同士を実装することで、微細な
電極ピッチ及び狭ギャップにおいても、実装時の空気の巻き込みによって生じる樹脂内ボ
イドを抑制することが可能である。
【００５０】
　上記実施形態において、半導体装置同士の構造を示したが、半導体装置と基板の接合や
基板同士の接合であってもよい。また、双方に本発明の半導体装置構造を適用した複合回
路装置や、接合部位とその他の部位が同一平面上にある構造に本発明の半導体装置構造を
接合した複合回路装置であってもよく、同様の効果が得られる。更に、双方の半導体装置
に接合材料が供給されていてもよい。
【００５１】
（実施形態２）
　次に第２の実施形態について図２を用いて説明する。図２は実施形態２における半導体
装置の断面図である。図２に示すように、本実施形態において実施形態１と相違する点は
、保護膜６の一側面（半導体装置の側面）が接着樹脂層７によって覆われている点である
。なお、図２においても２種類の半導体装置の断面を図２（ａ）、（ｂ）に示している。
【００５２】
　本実施形態では、保護膜の側面（半導体装置の側面）が接着樹脂層によって覆われてい
ることにより、半導体装置の実装後において外力や熱膨張差起因によって生じる内部応力
が接着樹脂層によって緩和されることから、保護膜の側面を基点とした界面剥離を抑制し
高い信頼性を得ることができる。
【００５３】
《製造方法》
　図３、図５は本実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程図である。本実施形態
では、保護膜６を供給する工程まで、第１の実施形態と同様である（図３（ａ）から（ｄ
）まで）。次に、ウェハ形態より個片状に分割する部位のダイシングライン１１上におい
て、レーザー法等を用い保護膜６を除去する（図５（ｅ））。また、保護膜６に感光性の
ポリイミド等の有機樹脂を使用した場合は、樹脂の硬化の際にダイシングライン１１上に
開口部が形成されるよう露光現像してもよい。その後に接着樹脂層７となる樹脂の供給を
行う（図５（ｆ））。接着樹脂層７に熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を適用する場合は、
フィルム状の樹脂を用いて保護膜６上にラミネートすることで供給を行う。ここで、熱硬
化性樹脂を適用した場合は、ラミネート後においてもまだ半硬化状の樹脂である。その他
の接着樹脂層７の供給方法として、液状の熱硬化樹脂を保護膜６上にスピンコート等によ
って供給し、加熱することにより半硬化状の接着樹脂層７とする方法を採ってもよい。ま
た、接着樹脂層７に熱硬化性と感光性の併用型樹脂を適用する場合は、スピンコート等に
よって樹脂を供給した後、露光し半硬化状の接着樹脂層７とする方法を採ってもよい。
【００５４】
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　次に、接着樹脂層７と保護膜６、及びバンプ１０の主材部８を研磨法や研削法、及び化
学機械研磨法等を用いて、平坦化加工を行う（図５（ｇ））。そして、露出した主材部８
表面に薄膜状の接合材料９となる金属を無電解めっき法等により供給する（図５（ｈ））
。ここで、無電解めっき法で行う場合は、置換めっき浴を用いて所望のめっき厚の接合材
料９を供給してもよい。また、接合材料９には、例えばＡｕやＳｎ又はこれらの合金を適
用することができる。最後に、ダイシングライン１１の部分でダイシング加工しウェハ形
態より個片化を行うことで、本発明の実施形態が得られる（図５（ｉ））。また、半導体
素子１の裏面を研磨法等にて加工し所望の薄さに薄型化して後、ダイシング加工を行って
もよい。
【００５５】
　本実施形態の製造方法では、ダイシングライン上の保護膜が予め除去された状態でダイ
シングを行うことにより、ダイシング時に発生する保護膜の界面剥離を防止することが可
能である。
【００５６】
（第３の実施形態）
　次に第３の実施形態について図３、図６を用いて説明する。図３、図６に示すように、
本実施形態において第１、第２の実施形態と相違する点は、接着樹脂層７となる樹脂の供
給前にバンプ１０の主材部８の平坦化加工と接合材料１０の形成を行う製造方法である点
である。
【００５７】
　本実施形態について具体的に説明する。保護膜６を供給する工程まで、第１、第２の実
施形態と同様である（図３（ａ）から（ｄ））。次に、保護膜６、及びバンプ１０の主材
部８を研磨法や研削法、及び化学機械研磨法等を用いて、平坦化加工を行う（図６（ｅ）
）。そして、保護膜６から露出した主材部８表面に薄膜状の接合材料９となる金属を無電
解めっき法等により供給する（図６（ｆ））。ここで、無電解めっき法で行う場合は、置
換めっき浴を用いて所望のめっき厚の接合材料９を供給してもよい。また、接合材料９に
は、ＡｕやＳｎ又はこれらの合金を適用することができる。その後、ウェハ形態より個片
状に分割する部位のダイシングライン１１上において、保護膜６をレーザー法等にて除去
する（図６（ｇ））。また、保護膜６に感光性のポリイミド等の有機樹脂を使用した場合
は、樹脂の硬化の際にダイシングライン１１上に開口部が形成されるよう露光現像しても
よい。
【００５８】
　次に、接着樹脂層７となる樹脂の供給を行う（図６（ｈ））。接着樹脂層７に熱硬化性
樹脂又は熱可塑性樹脂を適用する場合は、例えばフィルム状の樹脂を用いて保護膜６上に
ラミネートすることで供給を行うことが好ましい。ここで、熱硬化性樹脂を適用した場合
は、ラミネート後においてもまだ半硬化状の樹脂である。その他の接着樹脂層７の供給方
法として、液状の熱硬化樹脂又は熱硬化と感光性の併用型樹脂を保護膜６上にスピンコー
ト等によって供給する方法を採ってもよい。
【００５９】
　その後、平板状のマスク１３を押し当て接着樹脂層７となる樹脂を成形する。成形後、
ドライエッチングにより、接合材料９の表面の残渣を除去し露出させる（図６（ｉ））。
ここで、接着樹脂層７に熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を適用した場合は、加熱を行いな
がらマスク１３を押し当て成形することで接着樹脂層７を形成することが好ましい。なお
、熱硬化性樹脂を使用した場合では、成形後においても半硬化状となる程度の温度、時間
で成形を行うことが好ましい。熱硬化と感光性の併用型樹脂を適用した場合では、例えば
材質にガラス等を用いたマスク１３を押し当てながら露光することができる。最後に、ダ
イシングライン１１の部分でダイシング加工しウェハ形態より個片化を行うことで、本発
明の実施形態が得られる（図６（ｊ））。また、半導体素子１の裏面を研磨法等にて加工
し所望の薄さに薄型化して後、ダイシング加工を行ってもよい。
【００６０】
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　本実施形態の製造方法では、接着樹脂層となる樹脂の供給前にバンプの主材部の平坦化
加工と接合材料の形成を行うことによって、無電解めっき法等で接合材料を形成する際に
めっき溶剤から受ける接着樹脂層の樹脂物性への影響を回避できる。
【００６１】
（第４の実施形態）
　次に第４の実施形態について図３、図７を用いて説明する。図３、図７に示すように、
本実施形態において第１、第２、第３の実施形態と相違する点は、接着樹脂層７の成形に
おいて、ダイシングライン１１の部位に供給された接着樹脂層７を除去する製造方法であ
る点である。
【００６２】
　本実施形態について具体的に説明する。接着樹脂層７となる樹脂を供給する工程まで、
第３の実施形態と同様である（図３（ａ）から（ｄ）、図７（ｅ）から（ｈ））。次に、
ダイシングライン１１の部位に突起部を有するマスク１３を押し当て接着樹脂層７となる
樹脂を成形する。成形後、接合材料９表面及びダイシングライン１１部の残渣をドライエ
ッチング等により除去し露出させる（図７（ｉ））。ここで、接着樹脂層７に熱硬化性樹
脂又は熱可塑性樹脂を適用した場合は、加熱を行いながらマスク１３を押し当て成形する
ことで接着樹脂層７を形成する。なお、熱硬化性樹脂を使用した場合では、成形後におい
ても半硬化状となる程度の温度、時間で成形を行う。熱硬化と感光性の併用型樹脂を適用
した場合では、材質にガラス等を用いた同様の形状のマスク１３を押し当てながら露光す
る。
【００６３】
　また、この樹脂では、平板状のマスク１３を使用し、マスク１３を樹脂に押し当てなが
ら、ダイシングライン１１部が開口するよう露光現像を行ってもよい。最後に、ダイシン
グライン１１の部分でダイシング加工しウェハ形態より個片化を行うことで、本発明の実
施形態が得られる（図７（ｊ））。また、半導体素子１の裏面を研磨法等にて加工し所望
の薄さに薄型化して後、ダイシング加工を行ってもよい。
【００６４】
　本実施形態の製造方法では、接着樹脂層の成形において、ダイシングラインの部位に供
給された接着樹脂層を除去することによって、ウェハ形態より個片化へダイシングを行う
際にダイシングブレードへの樹脂目詰まりを回避できる。従って、ダイシング時に生じる
半導体素子のチッピング、クラック発生が抑制され信頼性の向上が図れる。
【実施例】
【００６５】
　次に、本発明の実施例について、本発明の半導体装置の製造方法を示す図３、図４を参
照し説明する。図３、図４に示すように、初めに、回路面上に一例として２０μｍピッチ
エリア配列で配置されたＡｌからなる電極２と電極２の一部に開口部を有し、回路面上を
覆うＳｉＯＮからなる絶縁膜３が具備された、例えばφ８インチ、厚み７２５μｍのウェ
ハ状の半導体素子１において（図３（ａ））、スパッタ法を用いＴｉからなる密着層４と
Ｃｕからなる接着層５を電極２と絶縁膜３の全面に形成した。そして、スピンコートによ
って感光性のレジスト１２を接着層５上に供給し、露光現像することで電極２上に一例と
してφ１０μｍの開口部を形成した。更に、このレジスト１２の開口部に電解めっき法で
バンプ１０の主材部８となるＣｕを例えば高さ１０μｍ以上に析出させた（図３（ｂ））
。このとき、主材部８の高さは各電極２間でバラツキが生じている。
【００６６】
　その後、レジスト１２を除去し、主材部８の下以外に形成されている密着層４と接着層
５をウェットエッチング法にて除去した（図３（ｃ））。次に、スピンコートにより主材
部８上も含め、保護膜６となるポリイミドの有機樹脂を供給し熱硬化した（図３（ｄ））
。ポリイミド樹脂の供給量として、絶縁膜３上における保護膜６の成形後の膜厚が例えば
３μｍとなる量を供給した。その後、一例として保護膜６上に接着樹脂層７となる厚み３
０μｍのフィルム状の熱硬化性樹脂を加熱温度が８５℃で真空圧が０．５ＭＰａで真空ラ
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脂である。
【００６７】
　次に、接着樹脂層７と保護膜６、及び主材部８を研削法にて平坦化加工を行った（図４
（ｆ））。平坦化加工後の主材部８の高さは８μｍであった。そして、置換Ａｕめっき浴
を用いて無電解めっき法により露出した主材部８表面に薄膜状のＡｕからなる接合材料９
を形成した（図４（ｇ））。Ａｕ膜厚は例えば０．０３μｍの薄膜状である。最後に、半
導体素子１の裏面を研磨法により例えば厚み１２０μｍまで薄型化し、ダイシングライン
１１の部分で８ｍｍ矩形のサイズにダイシング加工することで本発明に係る半導体装置が
得られた（図４（ｈ））。
【００６８】
《複合回路装置》
　図８に示すように、本発明の実施形態の半導体装置と、Ｃｕからなるφ１３μｍの主材
部８の表面とポリイミドからなる保護膜６の表面が同一平面上にある半導体装置との位置
合せを行った（図８（ａ））。その後、Ａｕからなる接合材料９と他方の主材部８を当接
し、例えば加熱温度３００℃で実装荷重７５Ｎ／Ｃｈｉｐを１５ｓｅｃ間加えて接合材料
９と両方の主材部８を反応させ接合させた（図８（ｂ））。この時、接着樹脂層７は１５
０℃以上の温度で反応を開始し、熱硬化することで半導体装置間の接着も完了した。
【００６９】
　以上、本発明を上記実施形態及び実施例に即して説明したが、本発明は上記の構成ない
し各工程の数値条件や使用材質等にのみ制限されるものではなく、本発明の範囲内で当業
者であればなしうるであろう各種変形、修正特に、記載した各要素の異なった組み合わせ
等を含むことはもちろんである。
【符号の説明】
【００７０】
　１　半導体素子
　２　電極
　３　絶縁膜
　４　密着層
　５　接着層
　６　保護膜
　７　接着樹脂層
　８　主材部
　９　接合材料
１０　バンプ
１１　ダイシングライン
１２　レジスト
１３　マスク
１４　バリアメタル
１５　ハンダバンプ
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