
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一部が有機材料で構成された多層配線基板と、電子回路が形成された半導体
チップと、前記半導体チップと前記多層配線基板との間を埋める有機樹脂とを有する半導
体装置において、前記多層配線基板 チップ接続用端子下の少なくとも一部の構成部材
が１５０℃以下のガラス転移温度を有する有機材料で構成され
、 チップ接続用端子の最小ピッチが１００μｍピッチ以下であり、 チップ接続用
端子の表面金属がＮｉ－Ｐ／Ｐｄ／Ａｕのめっき層から構成され、かつＰｄ／Ａｕの貴金
属部の総厚さが０ .０５～０ .１μｍであり、 半導体チップの電極端子にＡｕバンプが
形成され、基板上の前記 接続 端子とチップの前記Ａｕバンプが金属接合で接続さ
れ

ることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、前記多層配線基板が、片面あるいは両面配線パ
ターンを有するプリント配線基板で構成されたコア基板と、前記コア基板の上に液状樹脂
を塗布して硬化させるかあるいはフィルム状の樹脂を貼り付けて形成した有機絶縁層、前
記有機絶縁層上にコア基板より配線ピッチが微細で最小配線ピッチが１００μｍ以下のＣ
ｕ配線が形成された微細配線層、及び微細配線とコア基板の配線を接続するビアホール接
続部とを有する１層以上のビルドアップ層とからなる多層配線基板であることを特徴とす
る半導体装置。
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、チップ電極／Ａｕバンプ間の接合面積ＳｃとＡｕバンプ／チップ接続用端子間の接合
面積の比Ｓｋ／Ｓｃが１／２以下であ



【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の半導体装置において、Ａｕバンプ／ 接続 端子
がＡｕの延性破断を呈する金属接合によってフリップチップ接続され、チップ／基板間に
無機絶縁フィラーを含む樹脂が充填され、基板の外部接続端子が半田バンプで構成された
構造となっていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の半導体装置において、前記コア基板上の前記有機絶縁層がガラス転移
温度Ｔｇ：１５０℃以下の有機樹脂で構成され、微細配線Ｃｕパターンの少なくとも一部
がめっきによって形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の半導体装置において、前記コア基板上の前記有機絶縁層と前記微細配
線層がポリイミドテープ基板を接着して形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の半導体装置において、前記多層配線基板上の チップ接続用端子の
最表面金属がＡｕのめっき層で構成され、前記半導体チップの電極端子面上にＡｕスタッ
ドバンプが形成され、前記チップ接続端子上のＡｕのめっき層と前記Ａｕスタッドバンプ
とが金属接合で接続され ることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　貴金属同士の固相金属接合によるフリップチップ接続で半導体チップが少なくとも部分
的に有機材料を含む配線基板に実装された半導体装置において、前記配線基板 チップ
接続用端子下の少なくとも一部の構成部材が１５０℃以下のガラス転移温度を有する有機
材料で構成され 、配線基板上の チップ接続用端子の表面金
属がＮｉ／Ｐｄ／Ａｕのめっき層から構成され、かつＰｄ／Ａｕの貴金属部の総厚さが０
.０５～０ .１μｍであり、半導体チップがＳｉ基板上の電子回路形成エリアと電極パッド
エリアとで構成され、その表面に厚さ２μｍ以上の有機絶縁層を挟んで再配線層が形成さ
れ、電極パッドと電気的に結線された再配線層の接続パッドがＣｕ／バリア金属／Ａｕの
多層金属構造で構成され、その接続パッド上にＡｕバンプが形成され、ＡｕバンプとＡｕ
めっき面がＡｕ／Ａｕの金属接合でフリップチップ接続され、

かつ基板とチップ間の間隙が無機絶縁フィラーを含む樹脂で充填され、配線基
板の裏面の外部接続端子上に半田バンプがリフローにより形成された構造を有しているこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　少なくとも部分的に有機材料を含む配線基板の 接続 端子とチップ上に形成され
たＡｕバンプのフリップチップ接続において、

　 配線基板の 表面をＡｕ膜厚の１／１０以上または１０ｎｍ以
上でＡｕ膜厚の１／２以下の厚さだけ減圧下のＡｒ放電ガスにより物理的にスパッタエッ
チングする工程と、チップ上のＡｕバンプ表面を数～数十ｎｍの厚さだけ基板側と同様に
スパッタエッチングする工程と、基板とチップとを対面させて位置合わせする工程と、チ
ップ側を室温から１５０℃の範囲の温度：Ｔｃ、基板側を室温から６０℃の範囲の温度：
Ｔｂに加熱する工程と、超音波加振中にチップに加える荷重を

増加させる過程を含む超音波接
合方法

でＡｕ／Ａｕの金属接合を行う工程と、基板と
チップとの間に樹脂を充填する工程と、充填した樹脂を加熱硬化させる工程と、基板の外
部接続端子に半田バンプを形成する工程とを有する半導体装置の製造方法。
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チップ電極／Ａｕバンプ間
の接合面積ＳｃとＡｕバンプ／チップ接続用端子間の接合面積の比Ｓｋ／Ｓｃが１／２以
下であり、

チップ 用
前記配線基板は、前記チップ接続用端子下

の少なくとも一部の構成部材が１５０℃以下のガラス転移温度を有する有機材料で構成さ
れたビルドアップ基板であり、前記チップ接続用端子の表面金属がＮｉ－Ｐ／Ｐｄ／Ａｕ
のめっき層から構成され、かつＰｄ／Ａｕの貴金属部の総厚さが０ .０５～０ .１μｍであ
り、

前記 前記チップ接続用端子

初期荷重１ｇ／ bump～５ｇ
／ bumpで最終荷重を１０ｇ／ bump～３０ｇ／ bumpの範囲で

によりチップ電極／Ａｕバンプ間の接合面積ＳｃとＡｕバンプ／チップ接続用端子
間の接合面積の比Ｓｋ／Ｓｃが１／２以下



【請求項９】
　請求項８に記載の半導体装置の製造方法において、チップと配線基板の両者をスパッタ
エッチングした後で超音波によりフリップチップ接合するまでの大気開放時間を１０分以
内と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８に記載の半導体装置の製造方法において、超音波接合時の基板温度を室温とし
、チップ温度を室温～１５０℃とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項８に記載の半導体装置の製造方法において、超音波接合時の基板温度及びチップ
温度を室温とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、貴金属バンプを介してフェイスダウンでＳｉチップを配線基板に実装する半導
体装置と実装方法に係り、特に実装時のチップダメージを低減でき、接続部の耐熱性や温
度サイクル寿命や高温高湿および高温保持信頼性を大きく改善できるチップ／基板間の接
合構造並びに接合端子のメタライズ構成と金属接合方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のＡｕバンプを用いた半導体チップのフリップチップ実装法には、
１）Ａｕ／Ａｕの直接接合、
２）絶縁樹脂によるチップ接着でＡｕ／Ａｕ接触接続、
３）異方導電性樹脂によるチップ接着でＡｕ／Ａｇ粒子／Ａｕ接触接続、
４）Ａｕ／Ｓｎの溶融接合
などがある。２），３）の樹脂接着による接触接続方式は、高湿度環境下に曝された後の
各種信頼性試験で劣化が顕著で信頼性に乏しく、４）の低融点金属を使った溶融接合方式
は、接合界面に脆い金属間化合物を形成して接合後の冷却過程や温度サイクル試験時にク
ラックを発生し易く強度信頼性が低いという問題がある。現状で信頼性に最も優れる実装
法はＡｕ／Ａｕ直接接合方式である。
【０００３】
Ａｕ／Ａｕ接合方式の従来技術として、Ａｕバンプを形成した表面波デバイスを配線基板
のＡｕパッドにフェイスダウンで超音波を加えて金属接合して搭載する方法が、特開平１
０－１０７０７８号や電子通信学会技術報告書（１９９５年７月）に先行技術として開示
されている。これらの先行技術では、Ａｕバンプ／Ａｕパッド間を確実に金属接合させる
ため、Ａｕパッドの膜厚を０ .５μｍ  以上とし、適正な接合条件として接合荷重を７５ gf
／ bump～３００ gf／ bump、接合温度を１５０～２５０℃、超音波印加時間を５００～８０
０ｍｓとしている。この条件でのＡｕバンプ接合部の剪断強度として４０ gf／ bump～１０
０ gf／ bumpが得られるとしている。表面波デバイスの誘電体基板は複合酸化物系の誘電体
材料であるため強度的に非常に強く、接合荷重３００ gf／ bumpまでは接合によるダメージ
は無いとしている。接合条件の下限値である接合荷重７５ gf／ bump，接合温度１５０℃，
超音波印加時間３００ｍｓは、これ以上下げると接合強度の低下と共に接合が不安定とな
り、未接合品や未接合バンプが発生して歩留まりの低下や接続信頼性の低下を招き、製品
の組立てが困難になる条件だとしている。また、配線基板はセラミック基板についてのみ
述べられている。
【０００４】
一方、Ａｕバンプを形成した半導体チップを有機材料を含む配線基板上にフェイスダウン
で金属接合により搭載する実装方法が特開平１０－２７５８２６号に先行技術として開示
されている。先行技術では、配線基板上の硬質金属：Ｎｉ (３～５μｍ）／Ａｕ (０ .０３
～０ .０５μｍ）を被覆した接合パッド部を、接合前に真空中でイオンあるいは原子を照
射して清浄化し、チップはバンプ形成後直後に非酸化性雰囲気中に保管して清浄さを保っ
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たものを用いて互いに接合するとしている。接合は、これら配線基板とチップを大気中で
加熱と圧力を加えて所定時間保持し、硬質金属とＡｕバンプとの間に合金層を形成して金
属接合を行うとしている。このときの適正な接合条件は、接合温度がチップ側で１５０～
３００℃で基板側で６０～１２０℃、接合荷重２０ gf／ bump～３０ gf／ bump、接合時間１
０～１５０秒としている。イオンあるいは原子を照射して清浄化した後のパッド表面には
Ａｕがわずかに残留している程度とし、上記条件で接合することによって硬質金属Ｎｉと
Ａｕバンプ間に合金層を形成させ、接合部を破壊試験した場合にＮｉ層の一部が抉られて
バンプ電極先端に付着した状態で破断するほど強固に接合できるとしている。超音波を付
与すると接合温度の低温化や接合時間の短時間が図れるとしているが、詳細は開示されて
いない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
我々は、マイコンや画像処理デバイスやメモリなどの最新のＬＳＩチップを搭載した高速
・高機能のマルチチップモジュールを開発するに当り、従来のＡｕ／Ａｕ接合方式を検討
評価した。モジュール基板は、ＬＳＩチップの電極ピッチに合わせるため最小配線ピッチ
を９０～４０μｍピッチとする必要があった。一般的なプリント配線基板は、Ｃｕ箔を張
り付けてエッチングしてパターニングする方法で製造されるが、微細ピッチ化の点で１０
０μｍピッチ程度が限界である。それ以上の微細ピッチに対応可能な配線基板は、コア基
板上に薄い絶縁層を形成した後でめっき手法でパターンを形成していく逐次積層方式のビ
ルドアップ基板が生産性と信頼性とコストの点で最有力である。しかしこのビルドアップ
基板は、逐次積層で形成する有機絶縁層のガラス転移温度が比較的低温（１００～ 150℃
）で弾性率が低いことや、めっきプロセスが無電解めっきに限定されるため厚いめっき膜
の形成がコスト的に難しいこと、形状・寸法の制約から微細配線の剛性が低いことのため
に、従来のＡｕ／Ａｕ金属接合によるフリップチップ実装が難しいという問題がある。具
体的検討例を以下に示す。
【０００６】
上記の超音波接合技術により、上記ビルドアップ基板にＡｕ／Ａｕ接合で最新のＬＳＩチ
ップをフリップチップ実装した。その結果、接合荷重７５ gf／ bump，接合温度１５０～２
５０℃，接合時間３００ｍｓの条件では、Ａｕバンプを形成したチップのＡｌ電極下絶縁
層に微小クラックが生じてしまい、チップダメージが本実装法の大きな問題であることが
判明した。また、ビルドアップ基板が加熱されたときに微細配線部に加えられる接合荷重
と超音波振動によって微細配線が大きく変形し、表面にめっき形成されたＮｉ層にクラッ
クが発生して配線切れが発生することが判明した。これらの問題を避けるために接合荷重
を下げると十分な接合が得られず、５０ピン以上のＬＳＩチップでは接合不良に基づく初
期の導通不良を無くせず、接合率１００％を達成することが困難なことが判明した。また
、接合温度１５０℃においては、有機基板の熱膨張率１７ ppm とＬＳＩチップの熱膨張率
３ ppm の差によって、１０ mm角のチップでは最大で約２０μｍの初期位置ずれが発生し、
超音波接合時のＡｕバンプの変形過程でその位置ずれが助長されて、隣の端子と短絡する
不良が発生し易いことが判明した。また、ピッチの粗いパターンに接合した場合には、位
置ずれや短絡不良は発生しなかったが、接合後の冷却過程においてチップ／基板間に大き
な熱歪みが発生し、チップ上のＡｌ膜厚が薄く下地が弱いＬＳＩにおいてチップダメージ
（下地絶縁層のクラック）が発生することが判明した。
【０００７】
一方、基板表面を清浄化して熱圧着する従来の上記Ａｕ／Ａｕ接合法で、Ｎｉ（５μｍ）
／Ａｕ (０ .０５μｍ）仕様のビルドアップ基板に最新のＬＳＩチップをフリップチップ実
装したところ、チップ温度１５０℃／基板温度６０℃，接合時間１０～１５０ｓ，接合荷
重２０～３０ gf／ bumpの条件において、大気中の熱圧着接合では十分な金属接合が達成さ
れなかった。接合状態の評価は、接合サンプルをＮａＯＨ水溶液中でＡｌ電極を腐食して
チップを除去し、Ａｕバンプの基板側への転写率を調べる方法で行い、金属接合の有無を
判断した。Ａｕバンプ転写率１００％が得られる接合条件を検討した結果、接合温度とし
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てチップ温度３００℃／基板温度１２０℃，接合荷重２０～３０ gf／ bump，接合時間１５
０ｓ以上の条件で転写率１００％を確認した。しかし、上記いずれの条件においても接合
時間が１０～１５０ｓと長いため、ビルドアップ基板の温度が上昇して逐次積層した絶縁
層の弾性率が低下することが判明し、この現象によって下地にコア基板のＣｕパターン配
線が有る領域の微細配線部と無い領域の微細配線部の変形の大きさに差が生じることが分
った。このため、Ａｕバンプの変形率にばらつきが生じ、変形率の大きいバンプは十分な
金属接合が得られるが、変形率の小さいＡｕバンプは接合が不十分となることが判明した
。これは、ガラス転移温度や弾性率が高い材料で構成された従来のプリント配線板では生
じなかった問題である。接合温度を上げれば接合レベルが全体に引き上がるため、変形率
の小さいＡｕバンプにおいても金属接合が達成されるが、基板の熱膨張に伴うバンプ／微
細配線間の位置ずれが増大すること、及び微細配線部が大きく変形しそれに伴う位置ずれ
が加わることの２つの理由によって、１００μｍ未満の微細ピッチＬＳＩの実装が困難で
あった。また、生産性の点で接合時間が長いことは製造コストの上昇を招くという問題も
ある。
【０００８】
また、従来のＡｕ／Ａｕ接合法により各種配線基板にＬＳＩを模擬したＴＥＧチップをフ
リップチップ実装し、基板／チップ間に熱膨張率約３０ ppm の無機絶縁フィラー入り樹脂
を充填した実装サンプルを作製して－５５／１５０℃の温度サイクル試験を行って評価し
たところ、Ａｕバンプの基板側への転写率が１００％となる条件のサンプルではＡｕバン
プの変形が大きくチップ／基板間の間隙が小さくなり、チップのＡｌ電極とＡｕバンプ間
でクラックが生じ、１０００サイクルレベルで断線が生じることが判明した。Ａｕバンプ
の変形を抑えた条件のサンプルではＡｕバンプの転写率が１００％とならず、初期に導通
が確認されたものでも数百サイクルの試験でＡｕバンプとＡｕ接続端子の接合界面が開口
して短時間に断線に至ることが判明した。
【０００９】
本発明の目的は、最小配線ピッチ１００μｍ以下の微細配線層を有し、低ガラス転移温度
の表面絶縁層を有する有機配線板に、最小電極ピッチが１００μｍ以下で５０ピン以上の
電極パッドを有するＬＳＩチップを、基板／チップ間の位置ずれを生じさせず、かつチッ
プダメージを生じさせず、Ａｕ／Ａｕの金属接合により全ピンを確実にフリップチップ接
続する半導体の製造方法を提供することにある。
【００１０】
本発明の他の目的は、多ピン・微細ピッチのＬＳＩチップを高信頼かつ低インピーダンス
特性で微細配線層を有する有機配線基板に搭載でき、組立て歩留まりが高くかつ生産性に
優れた実装構造および実装プロセスを提供することにある。
【００１１】
本発明の他の目的は、微細配線層と低ガラス転移温度の有機絶縁層から成るビルドアップ
層を表面層に持つ有機配線基板上に５０ピン以上の電極パッドを有する多ピンＬＳＩチッ
プをフリップチップ接続により搭載した半導体装置であって、フリップチップ接続部の耐
熱性，電気的特性，高温高湿や温度サイクル信頼性に優れた半導体装置を提供することに
ある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明において、上記第１の目的を達成するために、ＬＳＩチップの電極上に台座部の直
径あるいは矩形の１辺の大きさが電極サイズの６０～１００％あるいは最小電極ピッチの
５０～９０％の大きさで高さが５～４０μｍの大きさを有し、その上部に台座部の直径の
７０％以下の大きさで先端部がさらに小さくなり、底面から先端までの全体の高さが３０
μｍ以上であるようなＡｕバンプを形成する。一方、微細配線層を持つ有機配線基板側の
Ｃｕ配線の接続端子最表面にはＡｕめっき膜を形成する。両者をフリップチップ接合する
前に、大気圧または０ .１  ～数Ｐａの減圧Ａｒ雰囲気下でＡｕバンプ表面を膜厚で５ｎｍ
以上Ａｒイオンスパッタリングにより物理的にエッチングし、接続端子側のＡｕめっき表
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面を５ｎｍ以上またはＡｕ膜厚の１／１０～１／２程度Ａｒイオンスパッタリングにより
物理的にエッチングする。両者とも減圧下で物理的エッチングした場合には窒素ガスある
いは水分を除去したドライ空気で昇圧し、それぞれを大気中に取り出す。有機配線基板を
接合装置のステージに搭載し、ＬＳＩチップを超音波接合ヘッドの接合ツール面に反転さ
せて吸着し、両者の位置合わせを行って接合ヘッドを下降させて重ね合わせる。このとき
ステージあるいは接合ツールは所定温度に保持しておき、有機配線基板やＬＳＩチップの
温度を位置合わせ工程で所定温度に到達させておく。重ね合わせ後、チップ裏面から圧力
と超音波振動を加えてＡｕバンプとＡｕめっき膜の金属接合を行う。このときの接合条件
は、１ bump当りに加える荷重Ｐを
１／２Ｓ 1 (ｍ

2 )×１２０ (ＭＰａ )≦Ｐ (Ｎ）≦Ｓ 1 (ｍ
2 )×１８０ (ＭＰａ )…（１）

（ここでＳ 1：Ａｕバンプ／電極間の接触面積）
の範囲から選択する。この条件より高い荷重では、Ａｕバンプ／チップ電極の接触部でＡ
ｕバンプの変形に伴うチップダメージが発生するためであり、低い荷重では接合面積がバ
ンプサイズに比べて著しく小さくなり、チップ／基板間に熱歪みが発生した場合にバンプ
本体が変形せずに接合界面に歪みが集中して断線する確率が増すためである。
【００１３】
その他の接合条件としては、接合雰囲気の湿度を６０％以下とし、接合温度を基板を搭載
するステージ側で室温～６０℃，接合ヘッド側で室温～１５０℃の範囲とし、接合時間は
５０～５００ｍｓの範囲とし、振動振幅はチップの振幅として５０ｋＨｚの場合で０ .３
～２ .０μｍ、従ってツール振幅は接合ツール／チップ間の振動伝達効率が１／２の場合
で０ .６～４ .０μｍの範囲とし、ワークに合わせて適正条件を選択する。また荷重の加え
方は、超音波印加中に低荷重から高荷重に上昇する方式とし、表面清浄化から接合までの
接合ワークの大気中露出時間は１０分以下とする。この接合条件範囲とすることにより、
Ａｕバンプの変形を先端部分近傍のみに留めて、基板／チップ間の位置ずれを生じさせず
、かつチップにダメージを与えずに全ピンのＡｕ／Ａｕ金属接合を達成できることを確認
した。その検討結果の一例を図１２及び図１３に示す。図１２は、有機基板側とチップ側
の両面をＡｕ厚さで２０ｎｍ程度Ａｒスパッタクリーニングして、ツール振幅３μｍで超
音波接合した場合の接合部断面と引張破面の走査型電子顕微鏡像を示す。接合荷重を小さ
くして基板側の接合面積をチップ側の接合面積に比べて１／５程度に小さくしても、引張
破断面でバンプの一部が基板側に付着しているのが確認され、金属接合が達成されている
のが分る。ここで言う金属接合の定義は、引張力により接合界面で破断した場合にＡｕ／
Ａｕ接合部で局部的伸びを伴う延性破断を呈する接合が達成されていることを言い、バン
プ側とめっき膜側の破断面にＡｕの突起が観察されることで確認できる。図１３は、バン
プサイズ５０μｍΦで電極ピッチ８０μｍのチップをビルドアップ基板に接合した断面写
真を示す。基板側の接合温度を室温にしているため熱変形が無く、低倍の断面像から接続
端子のほぼ中央にＡｕバンプが精度よく接合されている様子が分る。また中高倍率の像か
ら、Ａｕバンプの組織が基板側のみ偏平に潰されて金属的に接合されている状況が分る。
この条件の接合サンプルでチップダメージを調べたが、ダメージの発生は無かった。これ
らの検討結果から、最小電極ピッチが１００μｍ以下で５０ピン以上の電極パッドを有す
るＬＳＩチップでも、基板／チップ間の位置ずれを生じさせず、かつチップダメージを生
じさせず、Ａｕ／Ａｕの金属接合により全ピンを確実にフリップチップ接続する半導体の
製造方法を提供できることが確認された。
【００１４】
次に、第２の目的を達成するために、ＬＳＩチップに前述のＡｕバンプを形成し、基板側
に前述のＡｕめっき膜を形成する。接合前のスパッタリングによる表面清浄化の方法とし
て、真空排気工程とＡｒガス導入工程を部分的に同時に行う工程とし、複数のＬＳＩチッ
プをトレイに載せて一括スパッタリングを行う工程と複数の基板を一括スパッタリングす
る工程を必要個数に合わせて順次行う工程とした。また、接合温度を基板を搭載するステ
ージ側を室温とし、チップを吸着する接合ヘッド側のみ昇温して超音波と荷重を加えて接
合する方式を選択した。まず、スパッタクリーニングの工程で真空排気とＡｒガス導入を
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一部時間的にラップさせたことによりＡｒガス圧を所定の圧力に制御する時間が短縮され
て放電開始を早めることができ、チップをトレイで扱うことにより多数チップを同時に搬
送してクリーニングでき、基板をチップと分けてクリーニングする方式としたことで、そ
れぞれのクリーニング条件の最適化とそれぞれの必要個数をタイミングよくクリーニング
できるようにしたことで、ワークのクリーニングに要する時間を大幅に短縮できる。また
、基板とチップの両方の接合表面を清浄化する工程を加えた超音波接合としたことにより
、Ａｕ／Ａｕ接合性の大幅な改善が図れ、低荷重・低温・短時間での接合が可能となり、
昇温時間の短縮と熱的揺らぎが無いことから位置合わせ工程の短縮が図れてフリップチッ
プ接合工程の大幅な短縮が図れ、生産性を向上することができる。また、接合性の向上に
よって接合不良が激減し、生産歩留まりの向上も図れる。
【００１５】
次に、第３の目的を達成するために、配線基板上に形成した有機絶縁層上のＣｕ微細配線
パターンを絶縁層上から突出する形状で形成し、そのＣｕ配線上の最表面にＡｕ膜を形成
し、ＬＳＩチップ電極上のＡｕバンプとＡｕめっき膜とが引張力に対してＡｕバンプ接合
部が２μｍ以上伸びる接合レベルで金属接合し、チップ／基板間の間隙に低熱膨張で微細
な無機フィラーを含む樹脂を充填して固めた構造とした。ここで、Ａｕが２μｍ以上伸び
る条件の定義を図９，図１０，図１１に破断例とともに示す。接合レベルによって、破断
位置はバンプ／Ａｕ膜の接合界面近傍，バンプ内，バンプ／Ａｌ電極の接合界面近傍に別
れるが、いずれのケースにおいてもＨｂ－Ｈ０をＡｕの伸びとしている。まず、Ａｕ／Ａ
ｕの金属接合で接続する構造としたことにより、接続部の耐熱性と電気特性の大幅な向上
が図れる。次に、Ａｕ／Ａｕ接合レベルが接合界面で２μｍ以上の歪みを吸収できる性能
を有していること、無機フィラー入りの樹脂をチップ／基板間に充填して接合部に大きな
歪みが加わらないように固めていること、基板の配線層を基板面より高くして実質的なチ
ップ／基板間隙を広くして接合部に加わる熱歪みを小さくしたことにより温度サイクル信
頼性を大幅に改善し、吸湿等によるチップ／基板間隙の広がりを延性のあるＡｕ接合部で
吸収できるため高温高湿信頼性も大幅に向上できるのである。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する。
【００１７】
図１は、本発明による半導体装置の断面構造の一実施例を示す。図において、配線基板は
、コア基板１２とその両側に形成されたビルドアップ層１７，２７とチップ用接続端子２
１で構成されている。コア基板１２は、ガラスエポキシ絶縁板８と接着したＣｕ箔をエッ
チングによりパターンニングした粗い配線層１０，１１と裏と表の配線間を接続するため
の貫通スルーホール９から構成され、ビルドアップ層１７は、塗布により形成された薄い
絶縁層１３と、その上にめっき法で形成された微細配線層１４と、粗い配線層と微細配線
層を接続するためのビアホール１５から構成されている。ビルドアップ層中の薄い絶縁層
は、液状樹脂を１５０～１８０℃の温度で硬化ベークさせたもので、Ｔｇ温度は１５０℃
以下で弾性率も低い値である。チップ用接続端子２１は、Ｃｕめっきで形成された微細配
線１８とその上のＮｉめっき膜１９、さらにその上のＡｕめっき膜２０から構成されてい
る。ＮｉめっきはＰ入りの無電解めっきで形成されたもので膜厚は５～１０μｍ、Ａｕめ
っきは置換型の無電解めっきで形成されたもので膜厚は 0.03～０ .０６μｍ  である。半導
体チップ６は、半導体基板１の中央に形成された回路形成エリア２の領域と周辺に形成さ
れた積層絶縁膜３の領域を有し、外部接続用のＡｌ電極パッド４とそれ以外の領域を覆う
保護膜５を有している。半導体チップのＡｌ電極パッド上には、超音波熱圧着によるボー
ルボンディング法によってＡｕバンプが形成されている。チップの電極パッド数は２５６
ピンで、パッドピッチは８０μｍ、パッドサイズは６５μｍ角であり、パッド材質はＡｌ
－ＣｕまたはＡｌ－Ｃｕ－Ｓｉで、Ａｌ膜厚は４００ｎｍ～１０００ｎｍである。Ａｕバ
ンプ寸法は、圧着後のバンプ径で５０μｍΦ，台座の高さ１０～２５μｍ，首部の径３０
～４０μｍΦでその高さ３５～５０μｍ，ワイヤの突起部までを含めた全体高さで５０～
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７０μｍである。そして、フリップチップ接合工程での表面清浄化処理は、チップ側のＡ
ｕバンプ面をＡｒガスによってＡｕ膜厚で１０～２０ｎｍ相当分スパッタエッチングし、
基板側のＡｕパッド面をＡｕ膜厚で５～１０ｎｍ相当分スパッタエッチングした。表面清
浄化処理後に大気中に取り出してから接合を行うまでの時間を１０ min 以内とし、周囲の
相対湿度が６０％以下である雰囲気下で接合を行った。接合条件として、接合荷重モード
は超音波印加中に荷重を増加させる変動荷重方式とし、初期荷重１ｇ／ bump～５ｇ／ bump
で最終荷重を１０ｇ／ bump～３０ｇ／ bumpの範囲とし、チップに押し付けるツール先端の
振動振幅を１～４μｍの範囲とし、超音波印加時間を１００ｍｓ～５００ｍｓの範囲とし
てその中から最適条件を選択した。具体的には、初期荷重５ｇ／ bump(１ .２８ kg），最終
荷重２０ｇ／ bump(５ .１２ kg），振動振幅３μｍ，超音波印加時間３００ｍｓで接合を行
った。接合温度は、チップ側のツール加熱温度を１５０℃、基板を搭載するステージ温度
を室温：２０℃とした。実際の接合部の断面は図Ｂに示した通りである。ビルドアップ基
板のＡｕ膜厚が非常に薄いにもかかわらず、Ａｕ／Ａｕ接合界面にはほとんど欠陥が認め
られず、金属接合が達成されている。有機基板の外部接続端子２３には、鉛フリーの半田
バンプ２８がＮｉめっき膜を介して形成されている。初期のＡｕ膜は、半田中に溶解して
界面には残存していない。
【００１８】
本実施例によれば、８０μｍの配線ピッチで形成された低ガラス転移温度の表面絶縁層を
有する有機配線基板上に、微細なＡｕスタッドバンプを形成した LSIチップを、接続部の
位置ずれを生じさせず、かつチップダメージすなわちＡｌ電極下の絶縁多層膜のクラック
を生じさせず、Ａｕ／Ａｕの金属接合によって 256ピンの全数をフリップチップ接続でき
るため、最先端の超高速ＬＳＩチップを有機基板に搭載した高信頼のマルチチップモジュ
ールを提供できる。このとき LSIチップには特殊な加工を加える必要が無いため、モジュ
ール製品の低コストが図られ、短期間（２ヶ月程度）で製造できる有機基板でモジュール
を構成できるため、顧客の仕様に合ったシステムを組み込んだモジュールを短期間で開発
できるという効果もある。また、チップを０ .１ mm 程度まで隣接した状態で基板への搭載
が可能となって高密度実装化が図られ、モジュールの小型化が可能となるという効果もあ
る。一方、接合部の構造として延性のあるＡｕ／Ａｕ金属接合で接続されていること、そ
の形状がチップ側で大きく基板側で小さい接合形状であることから、チップ／基板間に歪
みが発生した場合でも、チップ側に高い応力が発生する前に基板側のＡｕバンプ部や接合
界面近傍の塑性変形で歪みを吸収するため、モジュール組立工程でのチップの損傷や接合
部の断線といった組立て不良の発生が無く、歩留まりの高いモジュール組立てが可能とな
って製品コストの低減が図れるという効果もある。
【００１９】
また、Ａｕ膜厚が０ .０３～０ .０６μｍと、非常に薄い接続端子にフリップチップ実装で
きることから、基板の外部接続端子側のＡｕ膜厚も同様に薄くでき、Ｓｎを多く含む半田
で半田バンプを形成してもＡｕＳｎ金属間化合物層を形成せず、半田接続部の高強度化が
図れて、マザーボードとの接続信頼性を向上できるという効果もある。
【００２０】
図２は、本発明による半導体装置の構造の他の一実施例を示す。図において、ビルドアッ
プ基板は、スルーホール配線３２と両面配線３３，３４を有するコア基板３５の両側に、
塗布形成による絶縁層３６，３７，４３，４４とめっき形成による微細配線３８，４５と
ビアホール配線４０，４７，４８と最表面のＡｕ膜厚が０ .０５μｍ  のめっき形成による
接続端子３９，４１，４６からなるビルドアップ層４２，４９が形成された構造である。
ビルドアップ基板の片面には、複数のＬＳＩチップ５１がＡｌ電極５２上にボールボンデ
ィング法によって形成されたＡｕバンプ５５を介して基板の接続端子４１にＡｕ／Ａｕの
金属接合で接続搭載されている。バンプ高さが３０μｍで、配線の高さが２０μｍで組立
てられている。そのＬＳＩチップ／基板間には、チップ側のパッシベーション膜５３と基
板の絶縁層３７の両方に接着性のよい無機フィラー入りのアンダーフィル樹脂５６が充填
されている。また、受動部品５７は鉛フリー半田５８によって接続端子３９に接続搭載さ
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れている。一方、ビルドアップ基板の反対側には、接続端子４６の一部を覆うようにレジ
スト膜５９が形成され、接続端子には鉛フリーの半田バンプが形成されている。図３は、
図２の半導体装置の組立てフローの一実施例を示す。ＬＳＩチップはＡｕスタッドバンプ
を形成してスパッタクリーニングし、ビルドアップ基板はスパッタクリーニングしたもの
を準備してから、基板上に所定個数のＬＳＩチップを順番に超音波フリップチップ接合す
る。Ａｕバンプのスパッタ厚は１０ｎｍ以上とし、基板側のスパッタ厚はＡｕ膜厚の１／
１０以上または１０ｎｍ以上としている。接合温度は、チップ側で常温～１５０℃、基板
側を常温～６０℃としている。ＬＳＩチップ接合後、チップ／基板間にアンダーフィル樹
脂を流し込み、１２０℃以下で仮ベークを行う。次に基板のチップ搭載側の受動部品接続
端子に半田ペーストを印刷し、受動部品を供給してリフローする。次にフラックスを部分
的に塗布した半田ボールを接続端子に供給して、リフローする。最後にフラックスを洗浄
後、ＬＳＩチップ下のアンダーフィルを１５０℃のベークにより完全硬化させて、組立て
を完了する。
【００２１】
本実施例によれば、ＬＳＩチップ／ビルドアップ基板の間隙が５０μｍと広く組立てられ
ており、しかもその間隙に樹脂が充填されて加熱ベークにより硬化されているため、樹脂
の硬化収縮とベーク温度１５０℃からの冷却によって接合部には常に圧縮力が加わること
になり、温度サイクル試験や高温高湿試験において接合部に剥離方向の大きな力が発生し
ないこと、また、微小な剪断方向の歪みは柔らかいＡｕバンプの塑性変形で吸収できるた
めに接合部周辺に高い応力が発生しないことの理由によって、ＬＳＩチップの接続信頼性
が非常に高い半導体装置を提供できる。また、基板の接続端子のＡｕ膜厚を０ .０５μｍ  
と非常に薄い膜で構成しているため、半田接続部の信頼性を向上できるという効果もある
。また、ＬＳＩチップの微小接続部が低電気抵抗のＡｕで金属的にかつ最短距離で基板に
接続されているため、接続部の電気抵抗やインダクタンス成分が非常に小さくて電気特性
に優れており、信号伝送遅延を小さくできて高速システムの性能を低下させないという効
果もある。また、Ａｕ／Ａｕフリップチップ接合部の耐熱性が高いため、後から受動部品
やＬＳＩ部品の半田付け搭載が容易に行え、超先端のＬＳＩチップと半田接合部品の混載
が可能となり、システム構成の選択範囲が広くなって設計が容易となるという効果もある
。
【００２２】
図４は、本発明による半導体装置の断面構造の他の一実施例を示す。微細片面配線基板６
５の微細接続端子６６はＣｕパターンにＮｉ／Ａｕめっきが施されている。ＬＳＩチップ
６０，６１のＡｌ電極上にはＡｕスタッドバンプが形成され、基板６５の接続端子とＡｕ
／Ａｕの金属接合によって接続されている。基板とＬＳＩチップの間には無機フィラー入
りの低熱膨張樹脂が充填されて、加熱により硬化されている。基板６５はマザーボード６
８に接着されて固定され、基板とマザーボード間はＡｕ線７０のワイヤボンディングで結
線されている。
【００２３】
本実施例によれば、スルーホールの無い片面配線基板でモジュールを構成しているため、
薄いＣｕ箔を貼った基板のエッチングプロセスで製造することができ、基板コストの低減
によってモジュールコストを安くできるという効果がある。また、マザーボード搭載まで
含めて半田接合部が無いため、後付け部品の半田付け搭載に対する制約がなく組立てが容
易となり、温度サイクル信頼性や高温高湿信頼性を高くできるという効果もある。
【００２４】
図５は、本発明による半導体装置の断面構造の他の一実施例を示す。図において、２層配
線プリント基板９３の片面の一部に、スルーホール８５を有する片面テープ基板９５が接
着剤８６によって貼り付けられ、テープ基板のスルーホール電極８５とプリント基板の接
続端子９０がＡｕ／Ａｕの高荷重条件の加熱圧着で接合されている。テープ基板の配線接
続端子８４とＬＳＩチップ８０のＡｌ電極８１に形成されたＡｕめっきバンプ８２は超音
波熱圧着によりＡｕ／Ａｕ接合されている。チップ／テープ基板間には樹脂８７が充填さ
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れて硬化されている。プリント基板の裏面の外部接続端子９１には半田バンプが形成され
ている。
【００２５】
本実施例によれば、ＬＳＩチップ搭載部のみに微細配線エリアを形成する構造としており
、別工程で製造した微細配線テープ基板を圧着する方法でモジュール基板を製造できるた
め、基板製造のスループットを高くでき、低コスト化が可能となる。また、ＬＳＩチップ
がチップシュリンク等の理由で仕様変更となった場合には、テープ基板のみの最小限の変
更で基板を再作製でき、仕様変更の開発期間を短縮できるという効果もある。
【００２６】
図６は、本発明によるＬＳＩチップと有機配線基板の接合構造の一実施例を示す。図にお
いて、ＬＳＩチップ１００のＡｌ電極１０１上にはボールボンディング法によってＡｕス
タッドバンプ１０３が形成されている。スタッドバンプは、Ａｕボールがキャピラリツー
ルの先端面で潰された厚さ２０μｍの土台部とキャピラリのホールに圧入して形成された
胴部とＡｕワイヤが引張破断されて形成された尖塔状の先端部で構成され、先端部のみを
潰して基板の接続端子にＡｕ／Ａｕ接合した形状としている。チップ側の接合部直径は４
５μｍで、基板側の接合部直径は３０μｍである。有機配線基板は、コア基板１１５の両
面に薄い絶縁層１０７，１０８を形成してから、その上に微細配線層を形成した構造であ
る。チップ接続端子の構造は、Ｃｕパターンの上にＮｉ／ＡｕまたはＮｉ／Ｐｄ／Ａｕめ
っきした構造で、Ａｕ厚またはＰｄ＋Ａｕ厚は、０ .０５～０ .１μｍである。
【００２７】
本実施例によれば、チップ側の接合面積に比べて基板側の接合面積が１／２以下と小さく
、バンプ高さが初期のスタッドバンプの胴部の高さを維持して高いため、接合後の荷重開
放時に生じる基板の反りの戻りが発生した場合でも、チップのＡｌ電極周辺にＡｕの降伏
強度の１／２以上の力が加わることが無いため、チップのＡｌ電極下の絶縁多層膜を応力
的に壊すことが無い。このため、基板の平坦精度が低くても組立て歩留まりが高くなると
いう効果がある。この、応力の問題は、接合中でも同様で、実施例のバンプ形状に制御す
ることで、接合時のチップダメージを低減できる効果もある。
【００２８】
図７は、本発明によるＬＳＩチップと有機配線基板の接合構造の他の一実施例を示す。図
において、ＬＳＩチップ１２０のＡｌ電極１２１上にはパッシベーション膜１２２に一部
かかるようにメタライズ膜１２３が形成され、その上にＡｕバンプがめっき法により形成
されている。Ａｕバンプは、めっき工程後に熱処理が加えられ、ビッカース硬度Ｈｖで８
０以下となるように軟質化処理が施されている。有機配線基板のチップ接続端子１３７は
、接続端子先端部の寸法が、バンプの底面の寸法に対して小さく設計されており、接合後
の端子側の接合面積がバンプの底面の面積に対して１／２以下となる寸法にしている。具
体的には、バンプ４０μｍ角×１５μｍ高さで、接続端子の土台部３０μｍ幅，先端部２
０μｍ幅，高さ２０μｍである。接続端子の構造は、Ｃｕパターンの上にＮｉ－Ｐ／Ａｕ
またはＮｉ－Ｐ／Ｐｄ／Ａｕめっきした構造で、Ａｕ厚またはＰｄ＋Ａｕ厚は、０ .０５
～０ .１μｍである。
【００２９】
本実施例によれば、Ａｕめっきバンプを形成したＬＳＩチップを有機配線基板にＡｕ／Ａ
ｕ金属接合により搭載した構造としているため、Ａｌ電極が外部に露出したところが無く
、高温高湿雰囲気の腐食環境下に曝されても影響を受けることがないため、非常に信頼性
の高い半導体装置を提供できる。また、バンプの底面がパッシベーション膜にかかる程大
きく、バンプ中央に接続端子が当る配置としているため、Ａｌ電極周辺で応力集中が発生
することが無く、チップに接合ダメージを与えることが無くなって組立て歩留まりを向上
できるという効果もある。最も懸念されるのは、Ａｕバンプが変形しづらいために、基板
の高さばらつきやめっきバンプの高さばらつきを吸収できず、未接合端子が発生すること
であるが、Ａｕバンプの硬度を熱処理で下げていること及び接続端子寸法を小さくしてＡ
ｕめっきバンプに食い込み易い工夫をしたことにより、Ａｕバンプの局所的変形により高
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さばらつきを吸収してこの問題を回避できている。
【００３０】
図８は、本発明による半導体装置の断面構造の他の一実施例を示す。図において、ＬＳＩ
チップ１４０の回路形成面には、厚さは２～４μｍポリイミドの絶縁膜１４２とバリア膜
付きのＣｕ配線１４３から構成される再配線層が形成され、その上には最表面をＡｕ膜と
した電極端子１４４が形成されている。その電極端子にはＡｕスタッドバンプ１４５がボ
ールボンディング法によって形成されている。有機配線基板は、配線ピッチ２００μｍの
プリント回路基板で、接続端子には電気Ｎｉ／Ａｕめっきが施されている。基板の反対側
の外部接続端子には半田バンプが形成されている。また、チップ／基板間には樹脂が充填
されて固められている。
【００３１】
本実施例によれば、微細ピッチのＬＳＩチップに再配線による拡大層を形成したチップを
用いて、有機基板にＡｕ／Ａｕ金属接合で接続しているため、有機配線基板に一般的なプ
リント回路基板を使用でき、低コスト化が可能となる。また、ポリイミドのクッションを
介してチップに接合時の応力が伝わる構造であるため、組立工程におけるチップダメージ
の発生が全く無くなり、位置合わせの容易さと合わさって歩留まりの大幅な向上が可能と
なる。また、チップ／基板間の接続部の耐熱性と信頼性が高いため、モジュールのマザー
ボードへの搭載プロセスに対する制約がほとんど無く、取り扱いが容易で使い勝手が良い
という効果もある。
【００３２】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、最小配線ピッチ１００μｍ以下の微細配線層を有
し、低ガラス転移温度の表面絶縁層を有する有機配線板に、最小電極ピッチが１００μｍ
以下で５０ピン以上の電極パッドを有するＬＳＩチップを、基板／チップ間の位置ずれを
生じさせず、かつチップダメージを生じさせず、Ａｕ／Ａｕの金属接合により全ピンを確
実にフリップチップ接続する半導体の製造方法を提供できる。
【００３３】
また、多ピン・微細ピッチのＬＳＩチップを高信頼かつ低インピーダンス特性で微細配線
層を有する有機配線基板に搭載でき、組立て歩留まりが高くかつ生産性に優れた実装構造
および実装プロセスを提供できる。
【００３４】
また、微細配線層と低ガラス転移温度の有機絶縁層から成るビルドアップ層を表面層に持
つ有機配線基板上に５０ピン以上の電極パッドを有する多ピンＬＳＩチップをフリップチ
ップ接続により搭載した半導体装置において、フリップチップ接続部の耐熱性，電気的特
性，高温高湿や温度サイクル信頼性に優れた半導体装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による半導体装置の断面構造の一実施例。
【図２】本発明による半導体装置の断面構造の他の一実施例。
【図３】本発明による半導体装置の断面構造の他の一実施例。
【図４】本発明による半導体装置の断面構造の他の一実施例。
【図５】本発明による半導体装置の断面構造の他の一実施例。
【図６】本発明によるＬＳＩチップと有機配線基板の接合構造の一実施例。
【図７】本発明によるＬＳＩチップと有機配線基板の接合構造の他の一実施例。
【図８】本発明による半導体装置の断面構造の他の一実施例。
【図９】接合部引張破断時のＡｕの伸びの定義と破断例。
【図１０】接合部引張破断時のＡｕの伸びの定義と破断例。
【図１１】接合部引張破断時のＡｕの伸びの定義と破断例。
【図１２】Ａｕバンプ接合部の断面形状と破断状況。
【図１３】８０μｍピッチＬＳＩチップとビルドアップ基板の接合断面例。
【符号の説明】
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１…Ｓｉ基板、２…回路形成エリア、３…積層絶縁膜、４…Ａｌ電極パッド、５…保護膜
、６，５４…半導体チップ、７，５５，８２…Ａｕバンプ、８…ガラスエポキシ絶縁板、
９，８５…スルーホール、１０，１１…配線層、１２，３５，１１５…コア基板、１３，
２２，３６，３７，４３，４４，１０７，１０８，１２６，１２８…絶縁層、１４…微細
配線層、１５，２４…ビアホール、１６，２５，５９，９２，１１３，１３５，１５０…
レジスト膜、１７，２７，４２，４９…ビルドアップ層、１８，３８，４５…微細配線、
１９，２６，１１０，１３１…Ｎｉめっき膜、２０，１１１，１３２…Ａｕめっき膜、２
１，３９，４１，４６，６６，９０，９１，１３３，１４８…接続端子、２３ ,６７ ,１１
２，１３４，１４９…外部接続端子、２８，５０，９４，１１４，１３６，１５２…半田
バンプ、３１，１４６…有機絶縁基板、３２，８９，１４７…スルーホール配線、３３，
３４，１０５，１０６，１２７，１２９…配線、４０，４７，４８…ビアホール配線、５
１，６０，６１，８０，１００，１２０，１４０…ＬＳＩチップ、５２，６２，８１，１
０１，１２１，１４１…Ａｌ電極、５３，６３，１０２，１２２…パッシベーション膜、
５６…アンダーフィル樹脂、５７…受動部品、５８…半田、６４，１０３，１４５…Ａｕ
スタッドバンプ、６５…配線基板、６８…マザーボード、６９…ＷＢ接続端子、７０…Ａ
ｕ線、８３…絶縁テープ、８４…配線接続端子、８６…接着剤、８７，１５１…樹脂、８
８…ガラスエポキシ基板、９３…プリント基板、９５…テープ基板、１０４，１２５…有
機絶縁板、１０９，１３０…Ｃｕパターン、１２３…メタライズ膜、１２４…Ａｕめっき
バンプ、１４２…絶縁膜、１４３…Ｃｕ配線、１４４…電極端子。
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