
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】
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　半導体チップと前記半導体チップの電極上に付設されたスタッドバンプと前記半導体チ
ップの前記電極の形成面上に設けられた接着剤層とを有する半導体アセンブリと、
　前記半導体アセンブリと前記接着剤層を介して接着されるとともに前記スタッドバンプ
と電気的に接続される配線パターンとを備え、
　前記配線パターンの前記接着剤層と接着する面の裏面は、選択的に開口されて外部接続
部をなす部分以外は絶縁被覆層で被覆される
ことを特徴とする半導体装置。

　半導体チップと前記半導体チップの電極上に付設されたスタッドバンプと前記半導体チ
ップの前記電極の形成面上に設けられた保護樹脂層と当該保護樹脂層上に形成されたフラ
ックス層とを有する半導体アセンブリと、
　前記半導体アセンブリと前記フラックス層が硬化することで接着されるとともに前記ス
タッドバンプと電気的に接続される配線パターンとを備え、
　前記配線パターンの前記フラックス層と接着する面の裏面は、選択的に開口されて外部
接続部をなす部分以外は絶縁被覆層で被覆される
ことを特徴とする半導体装置。

　半導体チップと、前記半導体チップの電極形成面上に敷設された接着剤層と、前記半導



【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】

【請求項９】
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体チップの電極上に付設され、前記接着剤層の表面上に露出するバンプとからなる半導体
アセンブリを２以上備え、一の前記半導体アセンブリの前記接着剤層が敷設された面の一
部と、他の一の前記半導体アセンブリの前記接着剤層が敷設された面の一部又は全部とが
貼り合わされ、かつ、その張り合わせ面で互いの前記バンプにより電気的に接続されてな
ることを特徴とする半導体装置。

　表裏に電極が形成された第１の半導体チップと、
　少なくとも裏面に電極が形成され、前記第１の半導体チップの上方に配置される第２の
半導体チップと、
　前記第１の半導体チップの下方に配置される第３の半導体チップ及び基板の何れか一方
とを備え、
　前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップとの間に配置される第１のバンプに
よって前記第１の半導体チップの電極と前記第２の半導体チップの電極とは電気的に接続
され、
　前記第１の半導体チップと前記第３の半導体チップ又は前記基板との間に配置される第
２のバンプによって、前記第１の半導体チップの電極と前記第３の半導体チップの表面に
形成された電極又は前記基板の表面に形成された配線とは電気的に接続され、
　前記第１半導体チップの表面上或いは前記第２の半導体チップの裏面上に予め形成され
る第１の接着剤層によって、前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップとは接着
され、
　前記第１半導体チップの裏面上又は前記第３の半導体チップ若しくは前記基板の表面上
に予め形成される第２の接着剤層によって、前記第１の半導体チップと前記第３の半導体
チップ又は前記基板とは接着される
ことを特徴とする半導体装置。

　前記第１の半導体チップの表に形成された電極と裏に形成された電極とが、前記第１の
半導体チップを貫通するビアにより接続されてなることを特徴とする請求項４に記載の半
導体装置。

前記接着剤層を、接着性を有する熱可塑性樹脂とすることを特徴とする請求項１に記載の
半導体装置。

　半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの電極上にバンプを付
設し、
前記バンプが付設された面に保護樹脂層を敷設し、
前記保護樹脂層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記半導体ウエハを切断し前記半導体チップを個片に分離し、
前記半導体チップの１個又は２個以上につき、前記バンプ及び前記保護樹脂層又はそれら
に対応する配線基材上に熱硬化性フラックスを塗布し、
前記バンプを前記配線基材の配線上に配置し、
加熱して前記バンプを前記配線に半田付けするとともに前記熱硬化性フラックスを硬化さ
せることを特徴とする半導体装置の製造方法。

　半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの電極上にバンプを付
設し、
前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、
前記接着剤層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記半導体ウエハと配線基材とを前記接着剤層を介して貼り合わせ、前記半導体チップの
外周に沿って切断し個片に分離することを特徴とする半導体装置の製造方法。



【請求項１０】

【請求項１１】

【請求項１２】

【請求項１３】

【請求項１４】
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半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの電極上にバンプを付設
し、
前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、
前記接着剤層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記半導体ウエハと配線基材とを前記接着剤層を介して合わせて、加熱、押圧することに
より前記接着剤層による前記配線基材への接着及び前記バンプによる前記配線基材上の配
線への電気接続を行い、
前記半導体チップの外周に沿って切断し個片に分離することを特徴とする半導体装置の製
造方法。

　半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの電極上にバンプを付
設し、
前記バンプが付設された面に保護樹脂層を敷設し、
前記保護樹脂層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記バンプ及び前記保護樹脂層又はそれらに対応する配線基材上に熱硬化性フラックスを
塗布し、
前記バンプを前記配線基材の配線上に配置し、
加熱して前記バンプを前記配線に半田付けするとともに前記熱硬化性フラックスを硬化さ
せ、
前記半導体チップの外周に沿って切断し個片に分離することを特徴とする半導体装置の製
造方法。

半導体チップの電極上にバンプを付設し、
前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、
前記接着剤層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記半導体チップと金属箔とを前記接着剤層を介して貼り合わせ、
前記金属箔を配線パターンに形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

　半導体チップの電極上にバンプを付設し、
前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、
前記接着剤層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記半導体チップと金属箔とを前記接着剤層を介して合わせて、加熱、押圧することによ
り前記接着剤層による前記金属箔への接着及び前記バンプによる前記金属箔への電気接続
を行い、
前記金属箔を配線パターンに形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

　半導体チップの電極上にバンプを付設し、
前記バンプが付設された面に保護樹脂層を敷設し、
前記保護樹脂層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記保護樹脂層上若しくは金属箔上に熱硬化性フラックスを敷設し、
前記半導体チップと前記金属箔とを前記保護樹脂層及び前記熱硬化性フラックスを介して
合わせ、
加熱して前記バンプを前記金属箔に半田付けするとともに前記熱硬化性フラックスを硬化
させ、
前記金属箔を配線パターンに形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

　半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの電極上にバンプを付
設し、
前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、
前記接着剤層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、



【請求項１５】

【請求項１６】

【請求項１７】

【請求項１８】

【請求項１９】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、特に、フリップチップ方式の高密度型半
導体装置（ＨＤＰ：ｈｉｇｈ　ｄｅｎｓｉｔｙ　ｐａｃｋａｇｅ）、これをインターポー
ザに実装した半導体装置（特に、ＣＳＰ：Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ（Ｓｃａｌｅ）　Ｐａｃｋ
ａｇｅｅ）及び前記ＨＤＰを複数組み合わせたマルチチップモジュール（ＭＣＭ：ｍｕｌ
ｔｉ　ｃｈｉｐ　ｍｏｄｕｌｅ、ｓｔａｃｋｅｄＭＣＰ：ｍｕｌｔｉ　ｃｈｉｐ　ｐａｃ
ｋａｇｅ）並びにそれらの製造方法に関するものである。
【０００２】
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前記半導体ウエハと金属箔とを前記接着剤層を介して貼り合わせ、
前記金属箔を配線パターンに形成し、
その後に、前記半導体チップの外周に沿って切断し個片に分離することを特徴とする半導
体装置の製造方法。

　半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの電極上にバンプを付
設し、
前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、
前記接着剤層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記半導体ウエハと金属箔とを前記接着剤層を介して合わせて、加熱、押圧することによ
り前記接着剤層による前記金属箔への接着及び前記バンプによる前記金属箔への電気接続
を行い、
前記金属箔を配線パターンに形成し、
その後に、前記半導体チップの外周に沿って切断し個片に分離することを特徴とする半導
体装置の製造方法。

　半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの電極上にバンプを付
設し、
前記バンプが付設された面に保護樹脂層を敷設し、
前記保護樹脂層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記保護樹脂層上若しくは金属箔上に熱硬化性フラックスを敷設し、
前記半導体ウエハと金属箔とを前記保護樹脂層及び前記熱硬化性フラックスを介して合わ
せ、
加熱して前記バンプを前記金属箔に半田付けするとともに前記熱硬化性フラックスを硬化
させ、
前記金属箔を配線パターンに形成し、
その後に、前記半導体チップの外周に沿って切断し個片に分離することを特徴とする半導
体装置の製造方法。

前記金属箔を配線パターンに形成した後、前記配線パターン上に絶縁被覆層を選択的に形
成することを特徴とする請求項１１から請求項１６のうちいずれか一に記載の半導体装置
の製造方法。

　前記配線パターン上に絶縁被覆層を選択的に形成した後、前記絶縁被覆層の開口部によ
り露出した配線パターンのランド部に半田ボールを付設することを特徴とする請求項１７
に記載の半導体装置の製造方法。

　前記接着剤層を、接着性を有する熱可塑性樹脂とすることを特徴とする請求項８、請求
項９、請求項１１、請求項１２、請求項１４又は請求項１５に記載の半導体装置の製造方
法。



【従来の技術】
近時、半導体装置の実装の高密度化に関して盛んに研究開発がなされてきており、パッケ
ージの形態や実装方法についても多くの構造や方法が提案された。その形態は多ピン化、
軽薄短小化の要請の下、従来の半導体パッケージの代表とされたＱＦＰ（Ｑｕａｄ　Ｆｌ
ａｔ　Ｐａｃｋａｇｅ）からエリアアレイ状のＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ
）パッケージへと推移し、ＣＳＰと称されるパッケージサイズをチップサイズとほぼ同等
なサイズに小型化した高密度型半導体パッケージが、小型電子機器に数多く採用されてき
ている。
現在、これらＢＧＡ、ＣＳＰに使用されるインターポーザとしては、ポリイミド等からな
る配線テープ、ガラスエポキシ等からなるプリント配線板タイプのプリント基板、セラミ
ック基板の３種が主流となっている。このインターポーザは半導体チップと実装基板を電
気的機械的に繋ぐ役割を有するものである。
【０００３】
インターポーザへ半導体チップを高密度に実装する理想的な技術としてフリップチップ技
術がある。図１１（ａ）に従来のフリップチップ技術を用いたフリップチップＢＧＡの断
面図を示す。フリップチップ技術では、半導体チップ１１の電極１２上にバンプ（突起状
電極）１３を形成した半導体装置１を用いる。このバンプ１３は、Ａｕ，Ｃｕ，Ｐｂ－Ｓ
ｎ等の材料からなりフォトリソグラフィー技術及びメッキ法を用いて形成されている。こ
の半導体装置１をインターポーザ１４にフェイスダウンボンディングする。その際、バン
プ１３はインターポーザ１４の表面上の配線パターン１５の各端部に形成されたボンディ
ングパッド１６に、金属接合によって電気的接続する。このフリップチップ技術によれば
、多ピン化、実装面積の狭小化、信号処理の高速化が実現できる。
【０００４】
しかし、かかるフリップチップ実装では、半導体装置１をインターポーザ１４に実装した
際、半導体チップ１１とインターポーザ１４との熱膨張差により、半導体装置１とインタ
ーポーザ１４との接合部に応力集中が生じ、接続不良が発生することがある。したがって
、十分な信頼性を確保しがたい。そのため、実装信頼性を確保する努力と、実装後の不良
品を個別単位で交換可能にすることが必須である。
かかる実装の信頼性を確保するために、保護樹脂を半導体チップ１１とインターポーザ１
４の間に充填するアンダーフィル技術が開発されている。図１１（ｂ）に従来のフリップ
チップ技術及びアンダーフィル技術を用いたフリップチップＢＧＡの断面図を示す。この
アンダーフィル技術は、半導体装置１をインターポーザ１４に実装した後、半導体チップ
１１とインターポーザ１４の間にエポキシ樹脂等のアンダーフィル樹脂１７を充填し、半
導体チップ１１の表面を保護するとともに、バンプ１３の周辺を補強して接続信頼性を高
めるものである。
【０００５】
しかしながら、電極１２の狭ピッチ（ファインピッチ）化と、それに伴うバンプ１３の微
細化、半導体チップ１１とインターポーザ１４との間の狭ギャップ化が進んだ結果、アン
ダーフィル樹脂１７を半導体チップ１１とインターポーザ１４間に完全に充填することが
難しく、また、実装後、未充填部（ボイド）の有無を確認することも容易でないという問
題がある。
かかる問題を解決可能な方法として例えば、特開平５－３１８３に開示された方法がある
。特開平５－３１８３に開示された方法では、図１２に示すように、まず、半導体ウエハ
２０上に多数割り付けられる半導体チップ１１の電極１２上にバンプ１３を付設する（図
１２（ｂ））。次いで樹脂を半導体ウエハ２０（半導体チップ１１）の表面に塗布し保護
膜１８を形成し、その後、保護膜１８を硬化させる（図１２（ｃ））。次に、半導体ウエ
ハ２０（半導体チップ１１）の裏面を研削し、チップの薄型化を図る（図１２（ｄ））。
また、保護膜１８を研削し、バンプ１３の表面を露出させ、半導体装置２を完成させる。
半導体装置２をインターポーザに実装する際には、インターポーザ側にもバンプをを設け
、バンプ１３と接合させる。
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この方法では半導体チップ１１の表面が確実に被服保護される。電気選別を行って良品の
みをインターポーザに搭載することができ、かつ、保護樹脂１８を形成後に半導体ウエハ
２０（半導体チップ１１）を研削するためチップ厚を５０μｍ程度まで薄くでき、薄型化
に適している。また、インターポーザに搭載後に不良が発生した場合、エポキシ樹脂など
でインターポーザに完全固定するわけではないので、個別単位で容易に交換ができる。
【０００６】
一方、特開平１１－２６６４２号には、バンプ８０を有する半導体装置７０と、通孔１０
２を有する接着剤シート９８と、接続孔９６を有するインタポーザ７２Ｂとをそれぞれ別
個に作製し、その後これらを組み立てる方法が開示されている。この方法によれば、バン
プ８０と接続孔９６との位置決めを行なった上で、半導体装置本体７０とインタポーザ７
２Ｂとの間に接着剤シート９８を介装して、対向するバンプ８０と接続孔９６との間に通
孔１０２を介在させ、半導体装置７０をインタポーザ７２Ｂに押圧し、バンプ８０を通孔
１０２に通して接続孔９６に接続させ、接着固定する（図１３参照）。
また、同公報においては、接着剤シート９８の代わりに異方性導電膜を使用する方法が開
示されている。
【０００７】
また、特開平８－１０２４７４には、半導体チップの電極が形成された主面上に接着剤を
敷設後、電極上の接着剤を取り除き接着剤層に孔を形成して電極を露出させ、さらにその
後、その孔にバンプを充填する方法が開示されている。かかる公報によると、半導体ウェ
ハーの一面全域にポリイミドやエポキシ等の感光性樹脂による接着層を形成し、電極パッ
ドを露出させるために、これに対応する接着層に孔をケミカルエッチングにより形成する
とされている。その後、その孔にメッキ法等でＡｕ等の金属を充填するとされている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、以上の従来技術にあってはさらに次のような問題があった。
特開平５－３１８３に開示された方法では、バンプ１３と半導体チップ１１は保護膜１８
で固定されているため、半導体チップ１１とバンプ１３との接合面の基板実装時の信頼性
はあるが、種々のインターポーザに実装する際には、インターポーザとの接合面の信頼性
が十分に確保できない。また、半導体チップ１１を薄くすることで、接合界面より半導体
チップ１１に熱ストレス、反りストレスがかかり、半導体チップ１１自体が破壊される場
合があった。これは、種々のインターポーザに実装する際に接続端子（バンプ）のみでイ
ンターポーザとの熱及び機械的ストレスを受けているため、端子配置やピン数、チップ（
パッケージ）サイズ、チップ厚等に対する依存性が大きいためである。
この接合信頼性を確保するためには、やはりアンダーフィル樹脂を注入する必要が生じる
が、その場合、実装構造の複雑化及び実装工数の増加を招きコスト増となるという問題が
ある。また上述したように、アンダーフィル樹脂を半導体チップとインターポーザ間に注
入することが難しく、特に１０００ピン以上の多ピンになるとボイドの発生が多発し、高
価な基板を廃材へと変えてしまうなどの問題がある。
【０００９】
特開平１１－２６６４２号に開示された方法によって実装が成功すれば、接着剤シート９
８が半導体装置７０とインタポーザ７２Ｂの双方に接着するとともに、バンプ８０の周辺
も補強されて接合の信頼性が確保できる。
しかし、接着剤シート９８の位置を制御して、対向するバンプ８０と接続孔９６との間に
通孔１０２を精度良く配置することが困難である。特に、電極の狭ピッチ化、バンプの微
細化が進んだ細密な半導体装置になる程、困難になるので、半導体装置の微細化に支障を
来す。また、実装前からバンプ８０の周囲を補強する部材があればよいが、そのような補
強部材はないので、押圧時にバンプ８０に負荷がかかり、接続不良が生じやすい。異方性
導電膜を使用する場合は、シートの位置決めは不要となるものの、やはり、押圧時にバン
プにかかる負荷によって接続不良が生じやすい。また、一般に異方性導電膜はあまり安価
ではない。
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したがって、特開平１１－２６６４２号に開示された方法によっては、たとえば１０ｍｍ
角に１０００ピンの電極が形成された電極密度の高い半導体装置を信頼性高く低コストで
実装することは難しかった。
【００１０】
また、特開平８－１０２４７４に開示された方法では、半導体チップの電極か形成された
主面上の接着剤層に孔を形成した後に、その孔にバンプを充填するので、ワイヤボンディ
ング技術を応用したスタッドバンプ法を使用することができない。ワイヤボンディング技
術を適用できないと、個別対応力を持てず、多品種少量生産を行うことを困難にするとい
う問題がある。
【００１１】
一方、インターポーザのベース材としてポリイミド、ＢＴレジン、セラミックスなどは高
価であり、製品価格に対するコスト比重が懸念され、安価な代替え手段又は手法が望まれ
る。
また、従来のフリップチップ方式のＢＧＡ型半導体パッケージでは、半導体チップの２０
０μという非常に狭いパッドピッチに対応するため、インターポーザとしてビルドアップ
ＢＴ基板を用いていた。しかし、ビルドアップＢＴ基板は高価であり、製品価格に対する
コスト比重が懸念され、安価な代替え手段又は手法が望まれる。
【００１２】
本発明は以上の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、半導体チップの電
極（ボンディングパッド）とリードの間に金属バンプを形成して接続するフリップチップ
ボンディングの採用の下、狭ピッチ化されたベアチップと同等の高密度型半導体装置を高
い信頼性をもってインターポーザ又は実装基板（以下、インターポーザ等いう。）に実装
可能にすること、及び、実装構造簡素化、実装の容易化、実装工数の削減、歩留まりの向
上を図り、半導体装置を安価に提供することを課題とする。
また、実装後の交換の容易化を図ることを課題とする。
さらに、インターポーザの製造方法を工夫することにより、その工数及び材料費の削減を
図り、半導体装置を安価に提供することを課題とする。
また、ベアチップと同等の高密度型半導体装置を複数用いて組み立てたマルチチップモジ
ュールを高い信頼性をもって安価に提供することを課題とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
また は、半導体チップと半導体チップの電極上に付設されたスタッドバンプ
と半導体チップの前記電極の形成面上に設けられた接着剤層とを有する半導体アセンブリ
と、半導体アセンブリと接着剤層を介して接着されるとともにスタッドバンプと電気的に
接続される配線パターンとを備え、配線パターンの接着剤層と接着する面の裏面は、選択
的に開口されて外部接続部をなす部分以外は絶縁被覆層で被覆されることを特徴とする半
導体装置である。
【００２２】
したがって の半導体装置によれば、インターポーザに該当する部分が、配線
パターンと絶縁被覆層のみであるため、インターポーザのベース材として使用されるポリ
イミド、ＢＴレジン、セラミックスなどの高価な材料を使用せずに、かつ、インターポー
ザの機能、すなわち、半導体チップと実装基板との間に介在してチップ電極のピッチより
広いピッチの端子を配列させて実装基板に実装可能にする機能を持つことができる。その
結果、既存のインターポーザを使用せずに済み、安価に製造することができるという利点
がある。
また、配線パターンは接着剤層によって固定され高い接合信頼性が確保されるという利点
がある。
【００２３】
また は、半導体チップと半導体チップの電極上に付設されたスタッドバンプ
と半導体チップの電極の形成面上に設けられた保護樹脂層とその保護樹脂層上に形成され
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たフラックス層とを有する半導体アセンブリと、半導体アセンブリとフラックス層が硬化
することで接着されるとともにスタッドバンプと電気的に接続される配線パターンとを備
え、配線パターンのフラックス層と接着する面の裏面は、選択的に開口されて外部接続部
をなす部分以外は絶縁被覆層で被覆されることを特徴とする半導体装置である。
【００２４】
したがって の半導体装置によれば、インターポーザに該当する部分が、配線
パターンと絶縁被覆層のみであるため、インターポーザのベース材として使用されるポリ
イミド、ＢＴレジン、セラミックスなどの高価な材料を使用せずに、かつ、インターポー
ザの機能、すなわち、半導体チップと失踪基板との間に介在してチップ電極のピッチより
広いピッチの端子を配列させて実装基板に実装可能にする機能を持つことができる。その
結果、既存のインターポーザを使用せずに済み、安価に製造することができるという利点
がある。
また、配線パターンは硬化したフラックスによって固定され高い接合信頼性が確保される
という利点がある。バンプと配線パターンの接続の際に熱硬化性フラックスを使用してお
れば、工程増とならず、アンダーフィルを使用する必要もない。
【００２５】
また は、半導体チップと、前記半導体チップの電極形成面上に敷設された接
着剤層と、前記半導体チップの電極上に付設され、前記接着剤層の表面上に露出するバン
プとからなる半導体アセンブリを２以上備え、一の前記半導体アセンブリの前記接着剤層
が敷設された面の一部と、他の一の前記半導体アセンブリの前記接着剤層が敷設された面
の一部又は全部とが貼り合わされ、かつ、その貼り合わせ面で互いの前記バンプにより電
気的に接続されてなることを特徴とする半導体装置（マルチチップモジュール）である。
【００２６】

は、半導体チップの電極形成面が向き合わせに貼り合わされたマルチチップ
モジュールであり、実装密度が高く、接着剤層により信頼性の高い接合が確保されている
という利点がある。なお、半導体チップどうしの接着面から外れた範囲の接着剤層が敷設
された面に、インターポーザ等を接着し、その範囲でバンプをインターポーザ等のリード
に接合させて実装することができる。
【００２７】
また は、　表裏に電極が形成された第１の半導体チップと、少なくとも裏面
に電極が形成され、第１の半導体チップの上方に配置される第２の半導体チップと、第１
の半導体チップの下方に配置される第３の半導体チップ及び基板の何れか一方とを備え、
第１の半導体チップと第２の半導体チップとの間に配置される第１のバンプによって第１
の半導体チップの電極と第２の半導体チップの電極とは電気的に接続され、第１の半導体
チップと第３の半導体チップ又は基板との間に配置される第２のバンプによって、前記第
１の半導体チップの電極と前記第３の半導体チップの表面に形成された電極又は前記基板
の表面に形成された配線とは電気的に接続され、第１半導体チップの表面上或いは第２の
半導体チップの裏面上に予め形成される第１の接着剤層によって、第１の半導体チップと
第２の半導体チップとは接着され、第１半導体チップの裏面上又は第３の半導体チップ若
しくは基板の表面上に予め形成される第２の接着剤層によって、第１の半導体チップと第
３の半導体チップ又は基板とは接着されることを特徴とする半導体装置（マルチチップモ
ジュール）である。

の半導体装置は、複数の半導体チップを貼り合わせながら積み重ね、バンプ
により導通をとったマルチチップモジュールであり、実装密度が高く、接着剤層により高
い信頼性が確保できているという利点がある。
【００２８】
また の構成に加えて、前記第１の半導体チップの表に形成された電極と裏に
形成された電極とが、前記第１の半導体チップを貫通するビアにより接続されてなる様に
してもよい。
【００２９】
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また は、前記接着剤層を、接着性を有する熱可塑性樹脂とすること

【００３０】
したがって 半導体装置によれば、接着剤層を、接着性を有する熱可塑性樹
脂とするので、接着剤層に熱をあたえれば、半導体チップを母材から離脱することができ
るので、接着後、不良が発生した半導体チップを個別に交換することができるという利点
がある。特に、一枚の配線基材に多数の半導体チップを接着した後にも、不良品を交換で
きるので、配線基材を無駄にせずに済むという利点がある。
【００３５】
また は、半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの
電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された面に保護樹脂層を敷設し、前記保護樹
脂層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、前記半導体ウエハを切断し前記半
導体チップを個片に分離し、前記半導体チップの１個又は２個以上につき、前記バンプ及
び前記保護樹脂層又はそれらに対応する配線基材上に熱硬化性フラックスを塗布し、前記
バンプを前記配線基材の配線上に配置し、加熱して前記バンプを前記配線に半田付けする
とともに前記熱硬化性フラックスを硬化させることを特徴とする半導体装置の製造方法で
ある。
【００３６】
したがって の半導体装置の製造方法によれば、一括リフローによりバンプと
配線基板上の配線とが接合するとともに、保護樹脂層と配線基材との間に介在するフラッ
クスが硬化して半導体チップと配線基材とを接合させるので、インターポーザへの接着と
電気的接続が同時に行われ、

工程所要時間が大幅に削減されるという利点がある。
また硬化したフラックスにより信頼性の高い接合が得られ、アンダーフィルを使用する必
要もない。
【００３７】
また 、半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの
電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、前記接着剤層
の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、前記半導体ウエハと配線基材とを前記
接着剤層を介して貼り合わせ、前記半導体チップの外周に沿って切断し個片に分離するこ
とを特徴とする半導体装置の製造方法である。
【００３８】
したがって の半導体装置の製造方法によれば、半導体チップと、配線基材を
貼り合わて切断するので、半導体ウエハのダイシングと、配線基材のダイシングとで２回
必要であったダイシング工程が１回となるという利点がある。
本 の半導体装置の製造方法によれば、半導体チップの面積とインターポーザの
面積が等しく完全に重なり合ったＣＳＰを簡単に製造することができる。インターポーザ
の面積を半導体チップの面積より大きくとったフランジ型の半導体パッケージを製造する
場合には、半導体チップを個片に分離した後に、配線基材上に搭載すると良い。
また接着剤層により信頼性の高い接合が得られ、アンダーフィルを使用する必要もない。
【００３９】
また は、半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの
電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、前記接着剤層
の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、前記半導体ウエハと配線基材とを前記
接着剤層を介して合わせて、加熱、押圧することにより前記接着剤層による前記配線基材
への接着及び前記バンプによる前記配線基材上の配線への電気接続を行い、前記半導体チ
ップの外周に沿って切断し個片に分離することを特徴とする半導体装置の製造方法である
。
【００４０】
したがって
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半導体チップ上のすべての電極のインナーリードボンディン
グと、半導体チップと配線基材の接着及びその接合面の封止が一度に成され、半導体パッ
ケージ製造の工程数が大幅に削減されるとともに、工程所要時間が大幅に削減されるとい
う利点がある。接着剤層により信頼性の高い接合が得られ、アンダーフィルを使用する必
要もない。
【００４１】
また は、半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの
電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された面に保護樹脂層を敷設し、前記保護樹
脂層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、前記バンプ及び前記保護樹脂層又
はそれらに対応する配線基材上に熱硬化性フラックスを塗布し、前記バンプを前記配線基
材の配線上に配置し、加熱して前記バンプを前記配線に半田付けするとともに前記熱硬化
性フラックスを硬化させ、前記半導体チップの外周に沿って切断し個片に分離することを
特徴とする半導体装置の製造方法である。
【００４２】
したがって

保護樹脂層と配線基材との間に介在するフラッ
クスが硬化して半導体チップと配線基材を接合させるので、インターポーザへの接着と電
気的接続が同時に行われ、半導体パッケージ製造の工程数が大幅に削減されるとともに、
工程所要時間が大幅に削減されるという利点がある。
また硬化したフラックスにより信頼性の高い接合が得られ、アンダーフィルを使用する必
要もない。
【００４３】
また 半導体チップの電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された
面に接着剤層を敷設し、前記接着剤層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記半導体チップと金属箔とを前記接着剤層を介して貼り合わせ、前記金属箔を配線パタ
ーンに形成することを特徴とする半導体装置の製造方法である。
【００４４】
したがって 半導体装置の製造方法によれば、半導体チップをベースにして
、半導体チップと実装基板との間を繋ぐ配線パターンを形成するので、他にインターポー
ザを用いる必要がなくなり、その分の材料とプロセスが削減され、低コスト化が図られる
という利点があり、また、半導体パッケージの薄型化が図られるという利点がある。接着
剤層により信頼性の高い接合が得られ、アンダーフィルを使用する必要もない。
【００４５】
また は、半導体チップの電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された
面に接着剤層を敷設し、前記接着剤層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、
前記半導体チップと金属箔とを前記接着剤層を介して合わせて、加熱、押圧することによ
り前記接着剤層による前記金属箔への接着及び前記バンプによる前記金属箔への電気接続
を行い、前記金属箔を配線パターンに形成することを特徴とする半導体装置の製造方法で
ある。
【００４６】
したがって

半導体チップ上のすべての電極のインナーリードボンディングと、半
導体チップと金属箔の接着及びその接合面の封止が一度に成され、半導体パッケージ製造
の工程数が大幅に削減されるとともに、工程所要時間が大幅に削減されるという利点があ
る。
【００４７】
また 半導体チップの電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された
面に保護樹脂層を敷設し、前記保護樹脂層の全面を前記バンプが突出するまでエッチング
し、前記保護樹脂層上若しくは金属箔上に熱硬化性フラックスを敷設し、
前記半導体チップと金属箔とを前記保護樹脂層及び前記熱硬化性フラックスを介して合わ
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せ、加熱して前記バンプを前記金属箔に半田付けするとともに前記熱硬化性フラックスを
硬化させ、前記金属箔を配線パターンに形成することを特徴とする半導体装置の製造方法
である。
【００４８】
したがって

保護樹脂層と配線基材との間に介在するフラッ
クスが硬化して半導体チップと配線基材を接合させるので、インターポーザへの接着と電
気的接続が同時に行われ、半導体パッケージ製造の工程数が大幅に削減されるとともに、
工程所要時間が大幅に削減されるという利点がある。
また硬化したフラックスにより信頼性の高い接合が得られ、アンダーフィルを使用する必
要もない。
【００４９】
また は、半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの
電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、前記接着剤層
の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、前記半導体ウエハと金属箔とを前記接
着剤層を介して貼り合わせ、前記金属箔を配線パターンに形成し、その後に、前記半導体
チップの外周に沿って切断し個片に分離することを特徴とする半導体装置の製造方法であ
る。
【００５０】
したがって の半導体装置によれば、半導体ウエハ上に施すプロセスにおいて
、半導体チップと実装基板との間を繋ぐ配線パターンが半導体チップに付設されるので、
他にインターポーザを用いる必要がなくなり、その分の材料とプロセスが削減され、低コ
スト化が図られるという利点があり、また、半導体パッケージの薄型化が図られるという
利点がある。接着剤層により信頼性の高い接合が得られ、アンダーフィルを使用する必要
もない。
【００５１】
また本出願の発明は、半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの
電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された面に接着剤層を敷設し、前記接着剤層
の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、前記半導体ウエハと金属箔とを前記接
着剤層を介して合わせて、加熱、押圧することにより前記接着剤層による前記金属箔への
接着及び前記バンプによる前記金属箔への電気接続を行い、前記金属箔を配線パターンに
形成し、その後に、前記半導体チップの外周に沿って切断し個片に分離することを特徴と
する半導体装置の製造方法である。
【００５２】
したがって

半導体チップ上のすべての電極のインナーリードボンディングと、半
導体チップと金属箔の接着及びその接合面の封止が一度に成され、半導体パッケージ製造
の工程数が大幅に削減されるとともに、工程所要時間が大幅に削減されるという利点があ
る。
【００５３】
また は、半導体ウエハ上に半導体チップを所定数形成し、各半導体チップの
電極上にバンプを付設し、前記バンプが付設された面に保護樹脂層を敷設し、前記保護樹
脂層の全面を前記バンプが突出するまでエッチングし、前記保護樹脂層上若しくは金属箔
上に熱硬化性フラックスを敷設し、前記半導体ウエハと金属箔とを前記保護樹脂層及び前
記熱硬化性フラックスを介して合わせ、加熱して前記バンプを前記金属箔に半田付けする
とともに前記熱硬化性フラックスを硬化させ、前記金属箔を配線パターンに形成し、その
後に、前記半導体チップの外周に沿って切断し個片に分離することを特徴とする半導体装
置の製造方法である。
【００５４】
したがって
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保護樹脂層と配線基材との間に介在するフラッ
クスが硬化して半導体チップと配線基材を接合させるので、インターポーザへの接着と電
気的接続が同時に行われ、半導体パッケージ製造の工程数が大幅に削減されるとともに、
工程所要時間が大幅に削減されるという利点がある。
また硬化したフラックスにより信頼性の高い接合が得られ、アンダーフィルを使用する必
要もない。
【００５５】
また 前記金属箔を配線パターンに形成した後、前記配線パターン
上に絶縁被覆層を選択的に形成すること
【００５６】

配線パターン上に絶縁被覆層を選択的に
形成することにより、配線パターンが絶縁被覆され、絶縁被覆層の開口部によって配線パ
ターンの一部が露出し、外部と電気的接続をするための電極（ランド部）が形成される。
これをＬＧＡ型パッケージとしても使用しても良い。
【００５７】
また 前記絶縁
被覆層の開口部により露出した配線パターンのランド部に半田ボールを付設すること

【００５８】
によれば、ＢＧＡ型パッケージが得られる。

【００５９】
また 接着性を有する熱可塑性樹脂とすること
【００６０】
したがって の半導体装置の製造方法によれば、接着剤層を接着性を有する熱
可塑性樹脂とするので、接着剤層に熱をあたえれば、半導体チップを母材から離脱するこ
とができるので、接着後、不良が発生した半導体チップを個別に交換することができると
いう利点がある。特に、一枚の配線基材に多数の半導体チップを接着した後にも、不良品
を交換できるので、配線基材を無駄にせずに済むという利点がある。
【００６２】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の一実施の形態の半導体装置及びその製造方法につき図面を参照して説明す
る。以下は本発明の一実施形態であって本発明を限定するものではない。
【００６３】
実施の形態１
まず、本発明の実施の形態１の半導体装置及びその製造方法につき、図１を参照して説明
する。図１は本発明の実施の形態１の半導体装置及びその製造方法を説明するための工程
断面図である。
【００６４】
図１（ｄ）に示すように、実施の形態１の半導体装置３（ＨＤＰ：ｈｉｇｈ　ｄｅｎｓｉ
ｔｙ　ｐａｃｋａｇｅ）は、半導体チップ１１と、チップ電極１２上にスタッドバンプ法
で付設されたＡｕボールバンプ２１と、半導体チップのチップ電極１２が形成された面上
に敷設された熱可塑性の接着剤層２２とを備え、Ａｕボールバンプ２１が接着剤層２２の
表面上にその先端部を突出して構成される。
接着後の不良品の交換を考慮して接着剤層２２を熱可塑性の接着剤としたが、交換が不要
の場合は、熱可塑性の接着剤とせず、熱硬化性の接着剤としても良い。
【００６５】
この半導体装置３は以下のように製造する。図１の（ａ）以下に、半導体ウエハ２０に構
成される１つの半導体チップ１１を取り出して拡大した図を示した。まず、半導体ウエハ
２０上に半導体チップ１１を所定数形成した後、各半導体チップ１１のチップ電極１２上
にＡｕボールバンプ２１を付設する。このＡｕボールバンプ２１は、ワイヤボンディング
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技術を応用したスタッドバンプ法により形成されるスタッドバンプである。すなわち、ワ
イヤボンディング装置を用い、キャピラリから延出した金線の先端部に金ボールを形成し
、この金ボールをチップ電極１２上に押圧する。続いてキャピラリを超音波振動させて金
ボールをチップ電極１２に超音波溶接し、金線を切断する。以上のようにして、Ａｕボー
ルバンプ２１をチップ電極１２上に形成する（図１（ｂ））。
次に、Ａｕボールバンプ２１が付設された面に、例えば、熱可塑系ＰＩ樹脂を５０μｍ程
度塗布し、流動性がない程度に仮硬化することにより、接着剤層２２を敷設する（図１（
ｃ））。
次に、接着剤層２２の全面をＫＯＨ、又はＮ２Ｈ４（ヒドラジン）等のエッチング溶液に
浸し、Ａｕボールバンプ２１が突出するまでエッチングする（図１（ｄ））。
【００６６】
以上の工程により分離前の半導体装置３が構成される。この後、半導体ウエハ２０を切断
し半導体装置３を分離して、次のプロセスに用いるか、又はそのまま、次のプロセスに用
いる。これについては以下に説明する。
【００６７】
実施の形態２
次ぎに本発明の実施の形態２の半導体装置及びその製造方法につき図２（ａ）を参照して
説明する。図２（ａ）は本発明の実施の形態２の半導体装置を示す断面図である。
【００６８】
図２（ａ）に示す半導体装置は、半導体装置３を熱圧着によりインターポーザとしての配
線テープ２３にボンディングし、樹脂モールドした半導体装置（ＢＧＡ型半導体パッケー
ジ）である。製造に当たっては、まず、上記半導体ウエハ２０（図１参照）を切断し半導
体装置３を個片に分離する。
次に、半導体装置３を１個又は２個以上、一枚の配線テープ２３に搭載して、加熱、押圧
することにより接着剤層２２による配線テープ２３との接着及びＡｕボールバンプ２１に
よる配線テープ２３上の銅配線２４との電気接続を行う。それには以下のように行うと良
い。
【００６９】
配線テープ２３としては、チップ電極１２に対応する範囲で銅配線２４が、絶縁フィルム
２５に支持されているもの、すなわち、絶縁フィルム２５のチップ電極１２に対応する範
囲にボンディングツールを当てるための孔部が設けられていないものを用いる。本実施形
態ではボンディングツールによるシングルポイントボンディング法を採用しないからであ
る。
まず、配線テープ２３を０．２～１．０ｍｍ厚程度のシリコンシート（図示せず）上に設
置し、半導体装置３を銅配線２４上のＡｕメッキパッド２６上に位置決めし搭載する。そ
の後、これらの雰囲気を真空にする。
その真空雰囲気内で、一のヒータプレート（図示せず）を上方から降ろし、多数の半導体
チップ１１の裏面（電極形成面の反対側）に押しつけることにより、配線テープ２３を各
半導体チップ１１のチップ電極１２が形成された面のほぼ全範囲に押圧しつつ、接着剤層
２２及びＡｕボールバンプ２１を含むインナーリード接続部に熱を加える。
このとき、チップ電極１２に対応する範囲で銅配線２４が、絶縁フィルム２５に支持され
ているので、ヒータプレートの押圧力をインナーリード接続部に確実に伝えることができ
る。この押圧は、真空中で行われるので、半導体チップ１１と接着剤層２２の間に空気が
溜まることがなくなり接着も良好に行える。
なお、予め、接着剤層２２の最適な接着を得るための加熱値及び加圧値と、Ａｕボールバ
ンプ２１による最適な金属接合を得るための加熱値及び加圧値とがほぼ同一の値なるよう
に両者を選定しておくと良い。そのようにすれば、接着剤層２２及びインナーリード接続
部の双方に過不足なく熱及び押圧力を加えることができ、そのため、良好な接着状態及び
金属接合状態を得ることができるからである。
【００７０】
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以上のようにして、Ａｕボールバンプ２１を溶融させるとともに接着剤層２２を硬化させ
、Ａｕメッキパッド２６とＡｕボールバンプ２１との金属接合と、接着剤層２２による半
導体チップ１１と配線テープ４との接着とを完了させる。その結果、良好な接着状態及び
金属接合状態を得ることができる。真空雰囲気内で行ったため、半導体チップ１１のチッ
プ電極１２が形成された面と接着剤層２２との間にボイドを発生させることがない。チッ
プサイズが大きいほど、ボイドの発生が懸念される。そのような場合には、本実施の形態
のように真空雰囲気内で貼り合わせることが有効である。
例えば、Ａｕメッキパッド２６とＡｕボールバンプ２１とは２７０℃、１０秒、９８０ｍ
Ｎ／バンプ程度の条件で容易に導通がとれる接合ができる。この場合、２７０℃、１０秒
、９８０ｍＮ／バンプ程度の条件で接着剤層２２による半導体チップ１１と配線テープ４
との接着が好適に完了するように接着剤層２２に使用する接着剤の組成、接着剤層２２の
層厚等を選定すると良い。
【００７１】
その後、半導体装置３が搭載された配線テープを樹脂モールド装置に移送し、金型に収め
、配線テープ２３の半導体装置３が接合された面を樹脂封止する。さらに、封止樹脂２７
を硬化させ、カバーレジスト５０を形成し、半田ボール３１を付設し、個々のパッケージ
にダイシングする。以上により図２（ａ）に示した半導体装置（ＢＧＡ型半導体パッケー
ジ）が得られる。
【００７２】
図２（ａ）には、シングルチップパッケージが示されるが、一パッケージ内に複数の半導
体装置３を、並設し、マルチチップパッケージとしても良い。
【００７３】
また、半導体ウエハ２０を切断し半導体装置３を個片に分離する前に、半導体ウエハ２０
と配線テープ２３とを接着剤層２２を介して貼り合わせ、その後に、半導体チップ１１の
外周に沿って切断し個片に分離して製造することも有効である。この場合、半導体チップ
１１の各端面と、配線テープ２３の各端面とがそれぞれ同一切断面として同一平面で構成
される半導体パッケージが得られる。
【００７４】
実施の形態３
次ぎに本発明の実施の形態３の半導体装置及びその製造方法につき図２（ｂ）を参照して
説明する。図２（ｂ）は本発明の実施の形態３の半導体装置を示す断面図である。
【００７５】
図２（ｂ）に示す半導体装置は、半導体チップ１１と、チップ電極１２の形成面上に敷設
された保護樹脂層としての接着剤層２２と、チップ電極１２上に付設され、接着剤層２２
の表面上に露出するＡｕボールバンプ２１と、接着剤層２２の表面に硬化したフラックス
２８を介して接着され、Ａｕボールバンプ２１に電気的に接続するインターポーザとして
の配線テープ２３とを備えて構成される。半導体装置３を熱圧着により配線テープ２３に
ボンディングし、樹脂モールドした半導体装置（ＢＧＡ型半導体パッケージ）である。
【００７６】
製造に当たっては、まず、半導体ウエハ２０（図１参照）を切断し半導体チップ１１を個
片に分離する。半導体チップ１１の１個又は２個以上につき、Ａｕボールバンプ２１及び
接着剤層２２に熱硬化性フラックス２８を塗布するか、又は、それらに対応する配線テー
プ２３上に熱硬化性フラックス２８を塗布する。
次に、Ａｕボールバンプ２１を配線テープ２３の銅配線２４の一部を半田メッキして形成
される半田メッキパッド２９上に配置する。
次に赤外線加熱法や熱風加熱法等により加熱し、一括リフロー処理をする。これにより、
Ａｕボールバンプ２１を半田メッキパッド２９に半田付けするとともに熱硬化性フラック
ス２８を硬化させる。熱硬化性フラックス２８を用いるのは、熱硬化性フラックス２８硬
化により、接着剤層２２と配線テープ２３を接合させるためである。したがって、接着剤
層２２は接着性のない保護樹脂層に代替えしても良い。
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【００７７】
その後、半導体装置３が搭載された配線テープ２３を樹脂モールド装置に移送し、金型に
収め、配線テープ２３の半導体装置３が接合された面を樹脂封止する。さらに、封止樹脂
２７を硬化させ、カバーレジスト５０を形成し、半田ボール３１を付設し、個々のパッケ
ージにダイシングする。以上により図２（ｂ）に示した半導体装置（ＢＧＡ型半導体パッ
ケージ）が得られる。
【００７８】
図２（ｂ）には、シングルチップパッケージが示されるが、一パッケージ内に複数の半導
体装置３を、並設し、マルチチップパッケージとしても良い。
【００７９】
また、次のように半導体ウエハ２０上でプロセスを行うのも有効である。すなわち、半導
体ウエハを切断する前に、半導体ウエハ２０上のＡｕボールバンプ２１及び接着剤層２２
に熱硬化性フラックス２８を塗布するか、又は、それらに対応する配線テープ２３上に熱
硬化性フラックス２８を塗布する。次に、Ａｕボールバンプ２１を半田メッキパッド２９
上に配置し、加熱してＡｕボールバンプ２１を半田メッキパッド２９に半田付けするとと
もに熱硬化性フラックス２８を硬化させる。次に、半導体チップ１１の外周に沿って切断
し個片に分離する。この場合、半導体チップ１１の各端面と、配線テープ２３の各端面と
がそれぞれ同一切断面として同一平面で構成される半導体パッケージが得られる。
【００８０】
実施の形態４
次ぎに本発明の実施の形態４の半導体装置及びその製造方法につき図３を参照して説明す
る。図３は本発明の実施の形態４の半導体装置を示す断面図である。
【００８１】
実施の形態４の半導体装置は、複数の半導体装置３を、インターポーザ１４に実施の形態
２と同様にして実装し、半導体装置３の裏面に放熱ペースト３０を介してヒートスプレッ
ダー３２を接合したマルチチップモジュールである。このような構成とすることにより放
熱性の優れたマルチチップモジュールが得られる。また実施の形態３のように、熱硬化性
フラックスを使用した一括リフローにより実装しても良い。その場合は、半田メッキパッ
ドによりＡｕボールバンプ２１を受けるようにし、熱硬化性フラックスによって保護樹脂
層たる接着剤層２２と銅箔４１とを接合する。
【００８２】
実施の形態５
次ぎに本発明の実施の形態５の半導体装置及びその製造方法につき図４を参照して説明す
る。図４は本発明の実施の形態５の半導体装置を示す断面図である。
【００８３】
図４に示すように、実施の形態５の半導体装置は、インターポーザとしてデバイスホール
３４が設けられた配線テープ３３に半導体装置３を、実施の形態２と同様にして実装した
一実施形態である。また実施の形態３のように、熱硬化性フラックスを使用した一括リフ
ローにより実装しても良い。その場合は、半田メッキパッドによりＡｕボールバンプ２１
を受けるようにし、熱硬化性フラックスによって保護樹脂層たる接着剤層２２と銅箔４１
とを接合する。
図４に示すように、半導体装置３の周辺部では接着剤層２２が配線テープ３３に接着し、
Ａｕボールバンプ２１が銅配線３５上のＡｕメッキパッド３６に接合し電気的接続をとっ
ている。半導体装置３の中央部は、デバイスホール３４によって露出している。
実施の形態５の半導体装置によれば、配線テープ３３にデバイスホール３４が設けられて
いるので、ポップコーン現象による配線テープ３３と接着剤層２２との界面の破壊が防が
れる。デバイスホール３４の範囲の半導体チップ１１の表面は接着剤層２２により樹脂封
止されているので、半導体チップを配線テープに搭載後、改めてアンダーフィル等の保護
樹脂を充填、付設等する必要はない。
【００８４】
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実施の形態６
次ぎに本発明の実施の形態６の半導体装置及びその製造方法につき図５を参照して説明す
る。図５は本発明の実施の形態６の半導体装置及びその製造方法を説明するための工程断
面図である。
【００８５】
図５（ｄ）に示すように、実施の形態６の半導体装置は、半導体チップ１１と、チップ電
極１２の形成面上に敷設された接着剤層２２と、チップ電極１２上に付設され、接着剤層
２２の表面上に露出するＡｕボールバンプ２１とからなる半導体装置３と、接着剤層２２
の表面に接着され、一部をＡｕボールバンプ２１に接合する銅配線４２と、銅配線４２を
絶縁被覆するとともに選択的に開口し外部接続部を形成する絶縁被覆層たるカバーレジス
ト４３とを備えて構成されている。外部端子として半田ボール３１を配設したＢＧＡが型
半導体パッケージである。なお、Ａｕボールバンプ２１は、銅配線４２上のＡｕメッキパ
ッド４４と、Ａｕ－Ａｕの金属接合を成している。
【００８６】
実施の形態６の半導体装置は、以下のようにして製造する。図５（ａ）に示すように、ま
ず、銅箔４１を用意する。例えば５０μｍ厚の銅箔である。
この銅箔４１と半導体装置３とを接着剤層２２を介して合わせ、実施の形態２と同様にし
て、ヒータプレートにより真空雰囲気内で加熱、押圧する。それにより接着剤層２２によ
って半導体装置３と銅箔４１を接着し、Ａｕボールバンプ２１をＡｕメッキパッド４４を
介して銅箔４１に接合させ電気接続を得る。
このように、半導体チップ１１と銅箔４１とを接着剤層２２を介して貼り合わせた後、銅
箔４１をリソグラフィ技術によって所定のパターンに形成し、銅配線４２を得る。
次に、銅配線４２上に絶縁被覆層としてカバーレジスト４３を塗布し、それを露光、現像
によって開口し、半田ボール３１を付設するための銅配線４２のランド部を露出させる。
最後に、そのランド部に半田ボール３１を搭載し、リフローして付設する。
以上の工程により実施の形態６の半導体装置（ＢＧＡが型半導体パッケージ）が完成する
。
【００８７】
また、分離前の半導体装置３が形成された半導体ウエハ２０（図１参照）と銅箔４１とを
接着剤層２２を介して合わせて、加熱、押圧することにより接着剤層２２による銅箔４１
への接着及びＡｕボールバンプ２１による銅箔４１への電気接続を行い、その後、銅箔４
１を配線パターンに形成し、さらにその後、半導体チップ１１の外周に沿って半導体ウエ
ハを切断し個片に分離するという方法も有効である。この場合、パッケージ外形サイズか
半導体チップ１１の外形サイズと等しいＢＧＡ型半導体パッケージが得られる。
【００８８】
また実施の形態３の要領で、熱硬化性フラックスを使用した一括リフローにより半導体装
置３又は半導体装置３が多数構成された半導体ウエハ２０を銅箔４１に貼り合わせても良
い。その場合は、半田メッキパッドによりＡｕボールバンプ２１を受けるようにし、熱硬
化性フラックスによって保護樹脂層たる接着剤層２２と銅箔４１とを接合する。
【００８９】
また、図６（ａ）に示すように、樹脂モールドし、封止樹脂２７によって半導体装置３を
封止しても良い。これにより半導体チップ１１が保護される。
【００９０】
また、図６（ｂ）に示すように、天井部と周壁部を有するヒートスプレッダー４５の天井
部の内面を半導体チップ１１の裏面に放熱ペースト４５を介して貼り合わせ、周壁部の下
端をヒートスプレッダー固定用接着剤４６により銅配線４２及び銅配線４２間に充填され
たカバーレジスト４３に接着する構成を採用しても良い。これにより、放熱性を高めるこ
とができる。
【００９１】
また、図７（ａ）に示しように、種類の異なる半導体チップ１１ａ、１１ｂを備える半導
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体装置３ａ、３ｂを同一銅箔上に貼り付けて作製するマルチチップモジュールや、さらに
、そのマルチチップモジュールを樹脂モールドし封止樹脂４７によって半導体装置３ａ、
３ｂを封止しても良い。これにより半導体チップ１１が保護される。
【００９２】
実施の形態７
次ぎに本発明の実施の形態７の半導体装置及びその製造方法につき図８（ａ）を参照して
説明する。図８（ａ）は本発明の実施の形態７の半導体装置を示す断面図である。
【００９３】
実施の形態７の半導体装置は、３つの半導体装置３ｃ、３ｄ、３ｅを備え、半導体装置３
ｃの接着剤層２２ｃが敷設された面の一部と、半導体装置３ｄの接着剤層２２ｄが敷設さ
れた面の一部とが貼り合わされ、かつ、その貼り合わせ面で互いのＡｕボールバンプ２１
により電気的に接続され、同様に、半導体装置３ｅの接着剤層２２ｅが敷設された面の一
部と、半導体装置３ｄの接着剤層２２ｄが敷設された面の一部とが貼り合わされ、かつ、
その貼り合わせ面で互いのＡｕボールバンプ２１により電気的に接続されて構成されるマ
ルチチップモジュールである。
半導体装置３ｃの接着剤層２２ｃが敷設された面のうち、半導体装置３ｄとの接着面から
外れた範囲及び、半導体装置３ｅの接着剤層２２ｅが敷設された面のうち、半導体装置３
ｄとの接着面から外れた範囲のそれぞれに、インターポーザ４８を接着し、その範囲でそ
れぞれＡｕボールバンプ２１をインターポーザ４８のリードに接合させて実装される。半
導体装置３ｄは、インターポーザ４８に設けられた孔部５１に挿入させる。
また、図示する構造を樹脂封止して保護しても良い。
【００９４】
実施の形態８
次ぎに本発明の実施の形態８の半導体装置及びその製造方法につき図８（ｂ）（ｃ）を参
照して説明する。図８（ｂ）は本発明の実施の形態８の半導体装置を示す斜視図、（ｃ）
は（ｂ）におけるＡ面の断面図である。
【００９５】
実施の形態８の半導体装置は、２つの半導体装置３ｆ、３ｇを備え、半導体装置３ｇの接
着剤層２２ｇが敷設された面の一部と、半導体装置３ｆの接着剤層２２ｆが敷設された面
の全部とが貼り合わされ、かつ、図８（ｃ）に示すように、その貼り合わせ面で互いのＡ
ｕボールバンプ２１により電気的に接続されて構成されるマルチチップモジュールである
。
半導体装置３ｇの接着剤層２２ｇが敷設された面のうち、半導体装置３ｆとの接着面から
外れた範囲（図の場合半導体装置３ｆの両側に存在する）に、インターポーザ（図示せず
）を接着し、その範囲でＡｕボールバンプ２１ａをインターポーザのリードに接合させて
実装させる。実施の形態７と同様の要領で、半導体装置３ｆは、そのインターポーザに設
けられた孔部に挿入させる。
さらに、樹脂封止して保護しても良い。
【００９６】
実施の形態９
次ぎに本発明の実施の形態９の半導体装置及びその製造方法につき図９を参照して説明す
る。図９は本発明の実施の形態９の半導体装置を示す断面図である。
【００９７】
実施の形態２と同様に配線テープ２３上に半導体装置４をボンディングする。しかし、こ
の半導体装置４は、実施の形態２に使用した半導体装置３と異なり、表裏にチップ電極が
形成された半導体チップ５を備えて構成される。表のチップ電極１２ａと裏のチップ電極
１２ｂとは、アルミ配線４９により互いに導通がとられている。
実施の形態９の半導体装置は、このような半導体装置４を接着剤層２２により貼り合わせ
ながら４段積み重ね、かつ、上段の半導体装置４のＡｕボールバンプ２１を下段の半導体
装置４の裏面のチップ電極１２ｂに接合し電気的接合をとったマルチチップモジュールで
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ある。実装密度が高く、接着剤層２２により接合信頼性が高い。
さらに、樹脂封止して保護しても良い。
【００９８】
以上の本出願の実施の形態の半導体装置の製造方法では、ワイヤボンディング技術を応用
したスタッドバンプ法によりバンプを形成したが、メッキ法を使用しても良い。その場合
メッキバンプは、つぎの要領で形成される。すなわち、半導体ウエハ２０上にレジストを
塗布し、露光、現像して、チップ電極１２上に開口部を有するレジストパターンを形成す
る。次に、メッキ法により、前記開口部内に金属を堆積させて、バンプを形成する。その
後、レジストを除去する。このメッキ法は大量生産に向いている。スタッドバンプ法は多
品種少量生産に向いている。スタッドバンプ法を使用するか、メッキ法を使用するかは生
産量に応じて決めることとなる。
また、チップ上に形成されるバンプの材料は、Ａｕに限らず、Ｃｕ，Ｐｂ－Ｓｎ等の材料
としても良い。
【００９９】
実施の形態１０
次ぎに本発明の実施の形態１０の半導体装置及びその製造方法につき図１０を参照して説
明する。図１０は本発明の実施の形態１０の半導体装置を示す断面図である。
【０１００】
図１０に示すように実施の形態１０の半導体装置は、半導体装置３と、テープ基板５２と
、インターポーザ１４とを備え、半導体装置３がテープ基板５２を介してインターポーザ
１４に実装された半導体装置である。
【０１０１】
このテープ基板５２は、ポリイミドからなる絶縁フィルム５３の表裏に所定パターンの銅
配線５４をリソグラフィ技術により形成したテープキャリア状配線テープである。絶縁フ
ィルム５３にはスルーホールが設けられ表裏の銅配線５４の導通を可能にしている。テー
プ基板５２の表面に形成された銅配線５４上の一部にＡｕメッキパッド５５が設けられて
いる。テープ基板５２の裏面に形成された銅配線５４はそのランド部を除きカバーレジス
ト５６で絶縁被覆されている。
【０１０２】
テープ基板５２の表面には、半導体装置３が接着剤層２２によって接着されるとともにＡ
ｕボールバンプ２１によって電気的に接続する。Ａｕボールバンプ２１は、半導体チップ
１１のチップ電極１２に付設されたもので、一端をチップ電極１２に接合し、他端をＡｕ
メッキパッド５５に接合している。接着剤層２２は、半導体チップ１１とテープ基板５２
の間を封止し、Ａｕボールバンプ２１をも封止して信頼性の高い実装を確保している。接
着剤層２２は、半導体チップ１１の表面を保護する機能をも有する。
テープ基板５２の裏面の銅配線５４のランド部には、半田ボール５７が付設されている。
この半田ボール５７は、一端を銅配線５４のランド部に接合し、他端をインターポーザ１
４上の半田メッキが施されてなる半田メッキパッド５９に接合し、テープ基板５２とイン
ターポーザ１４とを電気的に接続する。半田ボール５７周囲のテープ基板５２とインター
ポーザ１４間には、硬化した熱硬化性フラックス５８が充たされており、テープ基板５２
とインターポーザ１４との接合を補強し、実装の信頼性を確保している。
一方、半導体チップ１１の裏面には放熱ペースト３０が塗布され、これを介してヒートス
プレッダー３２が接着されている。
【０１０３】
実施の形態１０の半導体装置の製造に当たっては、以下のようにする。
まず、実施の形態１において説明したように半導体装置３を作製する。
次に、実施の形態２のようにして半導体装置３をテープ基板５２の表面に熱圧着する。
ここで、実施の形態３のように熱硬化性フラックスを使用した一括リフロー処理で実装し
ても良い。
次に、テープ基板５２の裏面のランド部に半田ボール５７を付設する。
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次に、テープ基板５２の裏面又はインターポーザ１４のボンディング領域に熱硬化性フラ
ックス５８を塗布する。
その後、半導体装置３が接着されたテープ基板５２をインターポーザ１４に搭載し、赤外
線加熱法や熱風加熱法等により加熱し、一括リフロー処理をする。これにより、半田ボー
ル５７を半田メッキパッド５９に半田付けするとともに熱硬化性フラックス５８を硬化さ
せる。
その後、半導体装置１１の裏面及び、その周囲の半導体チップの裏面に放熱ペースト３０
を塗布しヒートスプレッダーを接着して実施の形態１０の半導体装置をマルチチップパッ
ケージとして完成させる。
【０１０４】
従来のフリップチップ方式のＢＧＡ型半導体パッケージでは、半導体チップの２００μと
いう非常に狭いパッドピッチに対応するため、インターポーザとして高価なビルドアップ
ＢＴ基板を用いていた。
しかし、実施の形態１０の半導体装置によれば、安価にファインピッチを形成できるテー
プ基板５２が半導体チップ１１とインターポーザ１４間に介在し、半導体チップ１１のパ
ッドピッチ（例えば２００μｍ）より広いピッチ（例えば５００μｍ）に拡大した外部端
子たる半田ボール５７を裏面に配設しているので、インターポーザ１４にファインピッチ
への対応が要求されず、インターポーザ１４としては安価な配線基板を使用することがで
きる。
テープ基板５２自体安価であるため、トータルとしてもビルドアップＢＴ基板を用いるよ
り安価に半導体パッケージを構成することができる。
【０１０５】
【発明の効果】
上述のように本発明は、半導体チップ上に電気的接合をするためのバンプと接着機能を有
する接着樹脂を形成することで信頼性の高い接合を実現する高密度型半導体装置（以下Ｈ
ＤＰ：ｈｉｇｈ　ｄｅｎｓｉｔｙ　ｐａｃｋａｇｅ）を安価に製造することができるとい
う効果がある。
また、ＨＤＰを他のＢＧＡ基板等に装着し、半導体チップより大きいサイズのパッケージ
を製作する際、接着剤層がＢＧＡ基板等に接着し半導体チップと基板間を封止するため、
樹脂を半導体チップと基板間に注入するアンダーフィル工程は不要となる。そのため、狭
ピッチ化されたＨＤＰを高い信頼性をもってインターポーザ等に実装可能になり、実装構
造簡素化、実装の容易化、実装工数の削減、歩留まりの向上が図られ、実装信頼性の高い
ＣＳＰ等の半導体パッケージを製造することができるという効果がある。
また、半導体チップ上に電気的接合をするためのバンプと接着機能を有する接着樹脂を形
成することで信頼性の高い接合を実現することことににより、実装後の交換が容易なり、
高価な配線基板を無駄にせずに済むようになるという効果がある。
さらに、半導体ウエハ上にインターポーザを直に形成することにより、インターポーザ製
造の工数及びインターポーザの材料費の削減が図られ、各種半導体パッケージを安価に提
供することができるという効果がある。
また、ＨＤＰを複数用いて、部分的に貼り合わせたり、積層して貼り合わせることにより
、高密度実装のマルチチップモジュールを高い信頼性をもって安価に提供することができ
るという効果がある。
【０１０６】
また、ウエハ状態の半導体チップでバンプ形成、接着樹脂形成が行えるため、効率よく生
産できるという効果がある。
ＢＧＡ基板等に装着する際、予め接着樹脂が形成されているため、熱圧着法又は熱硬化性
フラックスと使用した一括リフロー処理により、電気的接合及びＢＧＡ基板等との接着が
同時に実施でき、生産効率が良好であるという効果がある。また、バンプ形成にワイヤボ
ンディング技術を適用することができるため、多品種少量生産に容易に対応することがで
きるという効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置及びその製造方法を説明するための工程断面
図である。
【図２】（ａ）は本発明の実施の形態２の半導体装置を示す断面図である。（ｂ）は本発
明の実施の形態３の半導体装置を示す断面図である。
【図３】本発明の実施の形態４の半導体装置を示す断面図である。
【図４】本発明の実施の形態５の半導体装置を示す断面図である。
【図５】本発明の実施の形態６の半導体装置及びその製造方法を説明するための工程断面
図である。
【図６】本発明の実施の形態６の半導体装置の応用例を示した断面図である。
【図７】本発明の実施の形態６の半導体装置の他の応用例を示した断面図である。
【図８】（ａ）は本発明の実施の形態７の半導体装置を示す断面図である。（ｂ）は本発
明の実施の形態８の半導体装置を示す斜視図、（ｃ）は（ｂ）におけるＡ面の断面図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態９の半導体装置を示す断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態１０の半導体装置を示す断面図である。
【図１１】従来の一例の半導体装置を示す断面図である。
【図１２】従来の一例の半導体装置及びその製造方法を説明するための工程断面図である
。
【図１３】従来の一例の半導体装置及びその製造方法を説明するための断面図である。
【符号の説明】
３、４…半導体装置
５、１１…半導体チップ
１２…チップ電極
２１…Ａｕボールバンプ
２２接着剤層
２３…配線テープ
２４…銅配線
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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