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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
絶縁基板の少なくとも一方の主面に配線層が形成された配線基板と、
前記配線基板の配線層形成面上にフェースダウンに搭載された半導体素子と、
前記半導体素子の電極端子上に形成された金属バンプとを備え、
前記半導体素子の電極端子と前記配線基板の配線層とが、前記金属バンプを介して接合
されており、
前記半導体素子の電極端子と前記配線基板の配線層とを接合する複数の金属バンプのう
ちで、一部の金属バンプの接合部に第１の樹脂層のフィレットが形成されており、かつそ
の他の金属バンプの接合部の周りに第２の樹脂から成る封止層が形成されていることを特
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徴とする半導体装置。
【請求項２】
前記金属バンプが、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｚｎ、
Ｉｎ、Ｓｂ、Ｇｅの単独、これらの混合物または化合物から選ばれる金属から成ることを
特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
隣接する複数の前記金属バンプの接合部に形成された前記第１の樹脂層のフィレット同
士が、相互に連接されていることを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置
【請求項４】
実装用基板の配線パッド上に低融点金属層を形成する工程と、
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前記低融点金属層上にフラックス成分を含有する第１樹脂から成る層を形成する工程と
、
リードフレームを有する半導体パッケージを前記実装用基板の配線パッド形成面上に搭
載し、前記リードフレームと前記実装用基板の配線パッドとを位置合わせする工程と、
位置合わせされた前記リードフレームと前記配線パッドとを、加熱して接合する工程と
を備え、
前記フラックス成分を含有する第１の樹脂層を硬化させることで、前記低融点金属層と
前記実装用基板との接合部に前記第１の樹脂層のフィレットを形成することを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項５】
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前記実装用基板と前記半導体パッケージとの間に第２の樹脂層を形成したうえで、該第
２の樹脂層を硬化させる工程をさらに有することを特徴とする請求項４記載の半導体装置
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、半導体装置およびその製造方法に係わり、さらに詳しくは、半導体素子あるい
は半導体パッケージが基板に金属材を介して接続された半導体装置、およびその製造方法
に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来から、半導体チップを配線基板に実装する技術の一つとして、フリップチップ接続が
ある。フリップチップ接続部は、例えば、配線基板の一方の主面（配線パッド形成面）上
に半導体チップがフェースダウンで搭載され、その電極端子と基板側の配線パッドとが、
はんだなどの金属のバンプにより接続された構造を有している。半導体チップの電極端子
と配線基板の配線パッドとは、金（Ａｕ）バンプなどを介してはんだにより接合すること
もできる。
【０００３】
このようなフリップチップ接続部においては、配線基板と半導体チップとの熱膨張率の差
に起因する熱応力が、金属バンプ部分に集中して歪みを生じ、接続信頼性が低下する場合
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がある。それを防止するため、配線基板と半導体チップとの間に、エポキシ樹脂のような
絶縁樹脂の封止層をポッティング等により形成することが行われている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来のフリップチップ接続部においては、絶縁樹脂層の内部に
ボイドが発生しやすく、また配線基板の反りが大きくなりやすいという問題があった。
【０００５】
また、電極端子上に金属バンプが形成された半導体チップの表面に、樹脂を塗布すること
により、金属バンプの周りに樹脂層を形成し、さらに金属バンプの頂点を研磨した後、得
られた半導体チップを金属バンプを介してフリップチップ接続する方法が開発されている
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。
【０００６】
しかしこの方法では、半導体チップをフリップチップ接続する工程で、バンプの周りの樹
脂層が硬化しているため、樹脂層と配線基板との接着性が弱く、信頼性が不十分であった
。さらに、工程が複雑になるという問題があった。
【０００７】
さらに、樹脂層の形成方法として、感光性樹脂を塗布し、露光・現像する方法を採ること
により、金属バンプの周りにのみ樹脂層を形成することも行われているが、この方法でも
、前記方法と同様に、工程が複雑になるばかりでなく、樹脂層の配線基板との密着性が弱
く、十分な信頼性が得られなかった。
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【０００８】
本発明は、これらの問題を解決するためになされたもので、半導体素子あるいは半導体パ
ッケージが基板に金属材を介して接続された半導体装置とその製造方法において、接続強
度を高め信頼性を向上させることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の半導体装置は、絶縁基板の少なくとも一方の主面に配線層が形成された配線基板
と、前記配線基板の配線層形成面上にフェースダウンに搭載された半導体素子と、前記半
導体素子の電極端子上に形成された金属バンプとを備え、前記半導体素子の電極端子と前
記配線基板の配線層とが、前記金属バンプを介して接合されており、前記半導体素子の電
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極端子と前記配線基板の配線層とを接合する複数の金属バンプのうちで、一部の金属バン
プの接合部に第１の樹脂層のフィレットが形成されており、かつその他の金属バンプの接
合部の周りに第２の樹脂から成る封止層が形成されていることを特徴とする。
【００１０】
本発明の半導体装置においては、金属バンプを、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｐｄ
、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｇｅの単独、これらの混合物または化合物から
選ばれる金属から構成することができる。さらに、金属バンプと半導体素子との間に、さ
らに樹脂層のフィレットが形成された構造とすることができる。
【００１１】
また、複数の隣接する金属バンプの接合部に形成された第１の樹脂層のフィレット同士
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が、相互に連接されているように構成することができる。
【００１２】
また、絶縁基板の少なくとも一方の主面に配線層が形成された実装用基板と、前記実装
用基板の配線層形成面上に搭載された半導体パッケージと、前記半導体パッケージと前記
実装用基板の配線層とを接続する金属バンプとを備え、前記金属バンプと前記実装用基板
とに亘りその周りに（以下、単に「間に」と示す。）、第１の樹脂層のフィレットが形成
されていることを特徴とする半導体装置とすることができる。
【００１３】
この半導体装置において、金属バンプを、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｐｄ、Ｓｎ
、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｇｅの単独、これらの混合物または化合物から選ばれ
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る金属から構成することができる。また、金属バンプと半導体パッケージとの間に、さら
に樹脂層のフィレットが形成された構造とすることができる。
【００１４】
また、絶縁基板の少なくとも一方の主面に配線層が形成された実装用基板と、前記実装
用基板の配線層形成面上に搭載されたリードフレームを有する半導体パッケージと、前記
半導体パッケージのリードフレームと前記実装用基板の配線層とを接合する低融点金属層
とを備え、前記低融点金属層と前記実装用基板との間に、第１の樹脂層のフィレットが形
成されていることを特徴とする半導体装置とすることができる。
【００１５】
これらの半導体装置において、半導体パッケージと実装用基板との間に、第２の樹脂か
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ら成る封止層を有することができる。
【００１６】
半導体素子を金属接合部材を介して基板上に搭載する半導体装置の製造方法において、
フラックス成分を含有する樹脂層がその外周に形成された前記金属接合部材を介在させつ
つ、前記基板と前記半導体素子とを位置合わせする工程と、前記フラックス成分を含有す
る樹脂層を硬化させ、前記金属接合部材と前記基板との間に前記樹脂層のフィレットを形
成する工程とを備える半導体装置の製造方法を提供することができる。
【００１７】
半導体装置の製造方法は、半導体素子の電極端子上に設けられた金属バンプの外周また
は配線基板の配線パッド上に、フラックス成分を含有する第１の樹脂から成る層を形成す
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る工程と、前記半導体素子を前記配線基板の配線パッド形成面上にフェースダウンに配置
し、前記金属バンプと前記配線基板の配線パッドとを位置合わせする工程と、位置合わせ
された前記金属バンプと前記配線パッドとを、加熱して接合する工程とを備え、前記フラ
ックス成分を含有する第１の樹脂層を硬化させることで、前記金属バンプと前記配線基板
との間に前記第１の樹脂層のフィレットを形成することを特徴とすることができる。
【００１８】
半導体装置の製造方法において、配線基板と前記半導体素子との間に第２の樹脂層を形
成したうえで、該第２の樹脂層を硬化させる工程をさらに有することができる。また、前
記第２の樹脂層の形成を、フラックス成分を含有する第１の樹脂から成る層を形成する工
程に引き続いて行うことができる。
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【００１９】
半導体装置の製造方法は、半導体パッケージの外部端子上に設けられた金属バンプの外
周または実装用基板の配線パッド上に、フラックス成分を含有する第１の樹脂から成る層
を形成する工程と、前記半導体パッケージを前記実装用基板の配線パッド形成面上に配置
し、前記金属バンプと前記実装用基板の配線パッドとを位置合わせする工程と、位置合わ
せされた前記金属バンプと前記配線パッドとを、加熱して接合する工程とを備え、前記フ
ラックス成分を含有する第１の樹脂層を硬化させることで、前記金属バンプと前記実装用
基板との間に前記第１の樹脂層のフィレットを形成することを特徴とすることができる。
【００２０】
本発明の半導体装置の製造方法は、実装用基板の配線パッド上に低融点金属層を形成す
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る工程と、前記低融点金属層上にフラックス成分を含有する第１樹脂から成る層を形成す
る工程と、リードフレームを有する半導体パッケージを前記実装用基板の配線パッド形成
面上に搭載し、前記リードフレームと前記実装用基板の配線パッドとを位置合わせする工
程と、位置合わせされた前記リードフレームと前記配線パッドとを、加熱して接合する工
程とを備え、前記フラックス成分を含有する第１の樹脂層を硬化させることで、前記低融
点金属層と前記実装用基板との間に前記第１の樹脂層のフィレットを形成することを特徴
とする。
【００２１】
本発明の半導体装置の製造方法において、実装用基板と半導体パッケージとの間に第２
の樹脂層を形成したうえで、該第２の樹脂層を硬化させる工程をさらに有することができ
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る。
【００２２】
本発明の半導体装置では、金属接合部材の外周の少なくとも一部、あるいは基板の配線
層上に第１の樹脂層が形成され、かつこの第１の樹脂層が、金属接合部材と配線層とに亘
りその周りに（以下、単に「間に」と示す。）フィレット状をなすように形成されており
、金属接合部材への熱応力の集中を緩和する。したがって、接合部に歪みが生じることが
なくなり、接合強度が高まり接続部の信頼性が向上する。
【００２３】
またさらに、半導体素子または半導体パッケージの接続工程において、第１の樹脂層が、
半導体素子または半導体パッケージと対向する基板の面に接着されるため、第１の樹脂層
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と基板との密着性並びに接着性が良好である。したがって、耐リフロー性や温度サイクル
に対する寿命が向上する。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２５】
図１は、本発明の半導体装置の第１の参考例の概略構成を示す断面図である。図におい
て、符号１は、絶縁基板１ａの片面（図では上面）に配線パッド２が形成された配線基板
を示す。
【００２６】
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ここで、絶縁基板１ａとしては、ガラス基板、セラミック基板、樹脂含浸ガラスクロス基
板、あるいはポリイミド樹脂テープのような樹脂基板などが挙げられる。そして、このよ
うな絶縁基板１ａの少なくとも一方の主面に、銅、銅系合金、金等から成る配線層が形成
された配線基板１が使用される。配線層の形成は、樹脂含浸ガラスクロス基板や樹脂基板
では、銅箔のエッチングなどにより行なわれ、ガラス基板やセラミック基板のような無機
材料系の絶縁基板においては、真空蒸着やスパッタリングなどの物理的蒸着（ＰＶＤ）法
や化学的蒸着（ＣＶＤ）法により薄膜を形成した後、パターニングする方法、あるいは導
電ペーストを所定のパターンで印刷した後焼成する方法などを用いて行うことができる。
【００２７】
また、銅配線層の上には、銅の酸化を防ぎ、後述するバンプとの接合を強固にするために
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、Ｎｉ層およびＡｕ層を積層して形成することができる。なお、配線層全体に亘ってＮｉ
−Ａｕ層を形成しても良いが、接続用の配線パッド２のみに形成しても十分な効果を上げ
ることができる。また、配線パッド２以外の領域に、エポキシ樹脂等のソルダーレジスト
層を設けることができる。
【００２８】
一方、符号３はシリコン等の半導体チップを示し、Ａｌからなる電極パッド４を有する。
電極パッド４上には、Ｔｉ膜、Ｎｉ膜およびＰｄ膜を順に積層して成るバリアメタル層（
図示を省略する。）が形成されている。そして、このバリアメタル層の上に、Ｓｎ−Ｐｂ
はんだから成るバンプ５が形成されている。さらに、このはんだバンプ５の外周の少なく
とも一部に、第１の樹脂層６が形成されている。第１の樹脂層６は、はんだ酸化膜を除き
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、かつはんだの酸化を防止するフラックス成分を含む樹脂の塗布層を硬化させたものであ
る。
【００２９】
そして、このようなはんだバンプ５を有する半導体チップ３が、前記した配線基板１上に
フェースダウンに配置されて搭載され、はんだバンプ５の先端部が配線パッド２に当接さ
れ、はんだの溶融により接合されている。また、こうして接合されたはんだバンプ５と配
線基板１との間には、第１の樹脂層６のフィレットが形成されている。
【００３０】
このような構造を有する第１の実施例の半導体装置は、以下に示すようにして製造するこ
とができる。まず、図２に示すように、シリコン等の半導体ウェハ７（例えば、直径６イ
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ンチ、厚さ６２５μｍ）に、Ａｌ電極パッド４を形成した後、その上に電極パッド４の中
心部を開口部（５０μｍ角）とするパッシベーション膜８を形成する。なお、電極パッド
４の大きさは例えば１００μｍ角とし、後工程で形成される個々の半導体チップ（１５ｍ
ｍ×１５ｍｍ）の周辺部に相当する領域に、２５０μｍのピッチで形成されている。
【００３１】
次に、図３に示すように、この半導体ウェハ７の全面に、Ｔｉ膜９、Ｎｉ膜１０およびＰ
ｄ膜１１を、スパッタリング、電子ビーム蒸着などの方法により順に積層して形成し、バ
リアメタル層とする。
【００３２】
次いで、図４に示すように、このバリアメタル層上に、フォトレジストを塗布し、約５０
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μｍの厚さのレジスト層１２を形成した後、このレジスト層１２を露光・現像し、Ａｌ電
極パッド４に重なるように１００μｍ角の開口部を形成する。そして、レジスト層１２の
開口部内にはんだめっきを行い、５０μｍ厚のバンプ形成用のはんだ層１３を形成する。
【００３３】
なお、はんだめっきは、以下に示すように行われる。例えばＳｎ−Ｐｂはんだをめっきす
るには、スズ３０ｇ／Ｌ、鉛２０ｇ／Ｌ、アルキルスルホン酸１００ｇ／Ｌ、および界面
活性剤を主成分とする添加剤を含有する溶液中に、レジスト層１２のパターンが形成され
た半導体ウェハ７を浸漬し、浴温度２０℃でバリアメタル層を陰極、Ｓｎ−Ｐｂはんだ板
を陽極として、電流密度１Ａ／ｄｍ
【００３４】

２

の条件で緩やかに撹拌しながら電解めっきを行う。
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その後、図５に示すように、アセトンや公知のレジスト剥離液を用いてレジストパターン
を剥離した後、下地電極として残ったＰｄ膜１１およびＮｉ膜１０を、王水系のエッチン
グ液を用いてエッチング除去する。さらに、Ｔｉ膜９を、エチレンジアミン四酢酸系溶液
を用いてエッチングする。
【００３５】
次いで、この半導体ウェハ７にロジン系フラックスを塗布した後、窒素雰囲気中で２２０
℃の温度に３０秒間加熱してはんだをリフローし、図６に示すように、突起状のはんだ電
極（はんだバンプ）５を形成する。その後、電気的なテストを行った後、半導体ウェハ７
をダイシングして個々の半導体チップ３とする。
【００３６】
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次いで、図７に示すように、はんだ酸化膜を除きはんだの酸化を防止するフラックス成分
を含む樹脂（フラックス成分含有樹脂）１４を、ペースト状に調製し、これを平型の容器
１５内に適量塗布した後、スキージ１６を用いて均一に均し（以下、スキージングと示す
。）、樹脂厚を例えば６０μｍにする。
【００３７】
そして、図８に示すように、はんだバンプ５を有する半導体チップ３をツールに吸着して
、バンプの先端部をフラックス成分含有樹脂１４の表面に押し付け、はんだバンプ５に前
記樹脂を塗布する。ここで、スキージング後のフラックス成分含有樹脂１４層の厚さを調
整することにより、はんだバンプ５への樹脂塗布量をコントロールすることが可能である
。
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【００３８】
一方、図９に示すように、ポリイミド樹脂テープ、樹脂基板、セラミック基板などの絶縁
基板１ａの片面にＣｕ配線パッド２が設けられ、かつ配線パッド２以外の領域にエポキシ
樹脂等のソルダーレジスト層（図示を省略。）が形成された配線基板１を用意し、その配
線パッド２上に、無電解めっきなどによりＮｉ層とＡｕ層（いずれも図示を省略。）を積
層して形成する。
【００３９】
そして、このような配線基板１の配線パッド２と、前記した先端部にフラックス成分含有
樹脂１４層が形成されたはんだバンプ５とを、位置合わせして仮止めする。はんだバンプ
５の先端部に、粘着性および接着性を有するフラックス成分含有樹脂１４層が形成されて
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いるので、加圧するだけで容易に仮固定することができる。
【００４０】
その後、リフロー炉に通し、加熱してはんだをリフローさせることにより、はんだバンプ
５と配線パッド２とを接合する。リフローの条件は、例えば１５０℃で１分間とし、ピー
ク温度を２２０℃に設定する。はんだバンプ５の外周にフラックス成分含有樹脂１４の層
が形成されており、この樹脂に含有されているフラックス成分により、はんだリフロー時
にバンプ表面のはんだ酸化膜が除去されるため、はんだバンプ５と配線パッド２とが良好
に接合される。その後、例えば１５０℃で３時間加熱することにより樹脂を硬化させて第
１の樹脂層６とし、半導体装置を完成する。なお、はんだリフロー時の加熱で樹脂が十分
に硬化される場合、ここでの加熱を省略することも可能である。
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【００４１】
また、図１０に示すように、半導体チップ３と配線基板１との間に、エポキシ樹脂、アク
リル樹脂、シリコーン樹脂等を主体とする第２の樹脂層１７を形成することで、さらに接
続の信頼性を高めることが可能である。さらに、図１１に示すように、第２の樹脂層１７
の外側に第３の樹脂層１８を被覆・形成することができる。このような構造では、さらに
樹脂層の密着性が向上するため、樹脂クラックの発生を防止することができ、耐リフロー
性がさらに向上する。
【００４２】
第１の樹脂、第２の樹脂、第３の樹脂として、同種のものを使用してもよいが、フィラー
量を変化させるなどにより物性を変えたものを使用してもよい。第２の樹脂として、第１
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の樹脂と物性の異なる別の樹脂を使用した場合には、半導体チップ３と配線基板１との間
隙部の封止を１種類の樹脂で行った構造に比べて、信頼性をより高くすることができる。
例えば、第２の樹脂にフィラーを加えることにより、熱膨張係数を下げることができ、半
導体チップ３と配線基板１との間の熱膨張率の差異に起因する応力歪を緩和することがで
きる。
【００４３】
さらに、第３の樹脂の物性を、第１の樹脂および／または第２の樹脂と変えることができ
る。例えば、第３の樹脂として、第１の樹脂や第２の樹脂に比べてガラス転移温度Ｔｇの
高い樹脂を用いることにより、さらに耐リフロー性を向上させることが可能になる。
【００４４】

10

こうして製造される第１の参考例の半導体装置においては、はんだバンプ５の外周の少
なくとも一部に第１の樹脂層６を有し、かつこの第１の樹脂層６が、はんだバンプ５と配
線基板１との間にフィレットを有するように形成されているので、バンプ接合部の強度が
向上する。すなわち、配線基板１上にフィレット状に形成された第１の樹脂層６が、はん
だバンプ５への熱応力の集中を緩和するので、バンプ接合部に歪みが生じにくくなり、接
続信頼性が向上する。
【００４５】
また、第１の樹脂層６がはんだバンプ５の外周にのみ形成されているため、ボイドが生じ
ることがない。したがって、例えば吸湿リフローを行った場合も、ボイドに起因する不良
が発生することがない。なお、半導体チップ３と配線基板１との間に形成される第２の樹
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脂層１７には、ボイドが発生することもあるが、はんだバンプ５の接合部の近傍に形成さ
れる第１の樹脂層６中にボイドが発生しないので、接続信頼性の高い半導体装置が得られ
る。
【００４６】
さらに、スキージングされたペースト状の樹脂をはんだバンプ５に塗布する方式で、第１
の樹脂層６が形成されているため、スキージングの樹脂厚を調整することで、はんだバン
プ５への樹脂塗布量を簡便に定量化することができ、さらに第１の樹脂層６の形成厚をコ
ントロールすることができる。
【００４７】
なお、第１の参考例の半導体装置では、第１の樹脂層を、はんだバンプの外周全体を覆
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うように形成し、かつこの樹脂層が半導体チップの電極パッドおよび配線基板の配線パッ
ドにそれぞれ接着されているように構成することもできる。
【００４８】
前述の工程にしたがって製造された第１の参考例の半導体装置を、実際に温度サイクル
試験に供して、接続信頼性を調べた。なお、半導体チップとしては、周辺領域に２５００
個のはんだバンプが形成された１５ｍｍ角のシリコンチップを使用し、これをポリイミド
樹脂基板上に実装して試験サンプルとした。温度サイクル試験は、（−６５℃×３０分）
〜（２５℃×５分）〜（１５０℃×３０分）を１サイクルとして行った。
【００４９】
温度サイクル試験の結果、５００サイクル後でも接続箇所（フリップチップ接続部）に全
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く破断の発生が認められなかった。また、シリコンチップとポリイミド樹脂基板との間に
、第２の樹脂としてエポキシ系樹脂を充填した後硬化させたものについて、同様の温度サ
イクル試験を行ったところ、３０００サイクル後でも接続個所に破断が認められなかった
。
【００５０】
さらに、第３の樹脂として、エポキシ系樹脂、シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリ
イミド系樹脂などを、配線基板との間にフィレットを形成するようにシリコンチップの外
側に形成したものについて、同様の温度サイクル試験を行ったところ、５０００サイクル
後でも接続個所に破断が認められなかった。さらに、耐リフロー性も向上し、吸湿リフロ
ーレベル１相当においても、接続不良および樹脂の剥離が生じなかった。
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【００５１】
なお、第１の参考例では、金属バンプとしてＳｎ−Ｐｂはんだのバンプを設けた場合を
述べたが、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ
、Ｇｅの単独、これらの混合物または化合物から選ばれる金属から成るバンプとしてもよ
い。また、配線基板の配線パッドも、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｐｂ
、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｇｅの単独、これらの混合物または化合物、あるいは積層膜
であってもよい。またさらに、これらの間の接合に関しても、金属の溶融接合に限定され
るものではなく、例えば金属の拡散接合によるものであっても良い。
【００５２】
次に、第２乃至第５の参考例について説明する。
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【００５３】
第２の参考例の半導体装置は、以下に示すようにして製造される。まず、図１２に示す
ように、シリコン等の半導体ウェハ７（例えば、直径６インチ、厚さ６２５μｍ）にＡｌ
電極パッド４を形成した後、その上に、電極パッド４の中心部を開口部（９０μｍ角）と
するパッシベーション膜８を形成する。なお、Ａｌ電極パッド４の大きさは例えば１００
μｍ角とし、後工程で形成される個々の半導体チップ（１０ｍｍ×１５ｍｍ）の周辺部に
相当する領域に、２５０μｍのピッチで形成されている。
【００５４】
この半導体ウェハ７のＡｌ電極パッド４上に、先端に小突起を有するボール状の金バンプ
１９を、ワイヤボンダにより１個ずつ形成する。金バンプ１９の径は８５μｍ、高さは７
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０μｍとする。その後、電気的なテストを行った後、半導体ウェハをダイシングして個々
の半導体チップとする。
【００５５】
次いで、フラックス成分を含む樹脂（フラックス成分含有樹脂）を、ペースト状に調製し
、これを平型の容器内に適量塗布した後、スキージングすることにより、樹脂厚を例えば
６０μｍに均す。そして、この樹脂層の表面に金バンプ１９の先端部を押し付け、金バン
プ１９の外周にフラックス成分含有樹脂１４を塗布する。ここで、スキージング後のフラ
ックス成分含有樹脂１４の厚さを調整することにより、金バンプ１９への樹脂塗布量をコ
ントロールすることができる。
【００５６】
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次に、この半導体チップを以下に示すようにフリップチップ接続して、半導体装置とする
。すなわち、図１３に示すように、ポリイミド樹脂テープ、樹脂基板、セラミック基板な
どの絶縁基板１ａの片面にＣｕ配線パッド２が設けられ、かつ配線パッド２以外の領域に
エポキシ樹脂等のソルダーレジスト層２０が形成された配線基板１を用意し、その配線パ
ッド２上に、無電解めっきなどによりＮｉ層２１とＡｕ層２２を積層して形成する。次に
、配線パッド２のＡｕ層２２上に、Ｓｎ−３．５Ａｇはんだ層２３を印刷等により形成す
る。
【００５７】
そして、図１４に示すように、Ｓｎ−Ａｇはんだ層２３が形成された配線パッド２と外周
にフラックス成分含有樹脂１４層が形成された金バンプ１９とを、位置合わせして仮止め
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する。このとき、金バンプ１９の先端部に粘着性および接着性を有するフラックス成分含
有樹脂１４の層が形成されているので、加圧するだけで容易に仮固定することができる。
【００５８】
その後、リフロー炉に通し、加熱してＳｎ−Ａｇはんだをリフローさせることにより、金
バンプ１９と配線パッド２（Ａｕ層２２）とを接合する。リフローの条件は、例えば１５
０℃で１分間とし、ピーク温度を２２０℃に設定する。
【００５９】
金バンプ１９の外周に形成された樹脂層に含有されるフラックス成分により、はんだリフ
ロー時にＳｎ−Ａｇはんだ層２３表面の酸化膜が除去されるため、金バンプ１９と配線パ
ッド２との良好な接合が得られる。その後、必要に応じ例えば１５０℃で３時間加熱する
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ことにより、樹脂を硬化させる。こうして、金バンプ１９と配線パッド２との間にフィレ
ットを有する形状の第１の樹脂層６が形成され、半導体装置を完成する。
【００６０】
なお、はんだリフロー炉を用いず、熱圧着法や超音波併用熱圧着法などにより接合を行う
こともできる。超音波併用熱圧着法では、例えば超音波印加ツールによって２００℃程度
の温度に加熱し、かつ超音波強度５Ｗで１秒間超音波を印加し、シリコンチップ１個当た
り５ｋｇの荷重をかけて接合を行う。
【００６１】
こうして製造される第２の参考例の半導体装置においては、金バンプ１９の外周の少な
くとも一部に第１の樹脂層６を有し、かつこの第１の樹脂層６が、金バンプ１９と配線基
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板１との間にフィレットを有するように形成されているので、バンプ接合部の強度が向上
する。すなわち、配線パッド２上にフィレット状に形成された第１の樹脂層６が、金バン
プ１９の接合部への熱応力の集中を緩和するので、バンプ接合部に歪みが生じにくくなり
、接続信頼性が向上する。
【００６２】
また、第１の樹脂層６が金バンプ９の外周にのみ形成されているため、ボイドが生じるこ
とがなく、ボイドに起因する不良が発生することがない。さらに、スキージングされたペ
ースト状の樹脂を金バンプ９に塗布する方式で、第１の樹脂層６が形成されているため、
スキージングの樹脂厚を調整することで、金バンプ１９への樹脂塗布量を簡便に定量化す
ることができ、さらに第１の樹脂層６の形成厚をコントロールすることができる。
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【００６３】
なお、第１の参考例と同様に第２の参考例の半導体装置においても、半導体チップ３と
配線基板１との間に、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂等を主体とする第２
の樹脂層を形成することで、さらに接続の信頼性を高めることが可能である。さらに、第
２の樹脂層の外側に第３の樹脂層を被覆・形成することができる。このような構造では、
さらに樹脂層の密着性が向上するため、樹脂クラックの発生を防止することができ、耐リ
フロー性がさらに向上する。
【００６４】
前述の工程にしたがって製造された第２の参考例の半導体装置を、実際に温度サイクル
試験に供して、接続信頼性を調べた。なお、半導体チップとしては、周辺領域に１００個
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の金バンプが形成された１０ｍｍ×１５ｍｍのシリコンチップを使用し、これをポリイミ
ド樹脂基板上に実装して試験サンプルとした。温度サイクル試験は、（−６５℃×３０分
）〜（２５℃×５分）〜（１５０℃×３０分）を１サイクルとして行った。
【００６５】
温度サイクル試験の結果、５００サイクル後でも接続箇所に全く破断の発生が認められな
かった。また、シリコンチップとポリイミド樹脂基板との間に、第２の樹脂としてエポキ
シ系樹脂を充填した後硬化させたものについて、同様の温度サイクル試験を行ったところ
、３０００サイクル後でも接続個所に破断が認められなかった。さらに、第３の樹脂とし
て、エポキシ系樹脂、シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂などを、配
線基板との間にフィレットを有するようにシリコンチップの外側に形成したものについて
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、同様の温度サイクル試験を行ったところ、５０００サイクル後でも接続個所に破断が認
められなかった。さらに、耐リフロー性も向上し、吸湿リフローレベル１相当においても
、接続不良および樹脂の剥離は生じなかった。
【００６６】
なお、第２の参考例では、第１の樹脂、第２の樹脂、第３の樹脂として、同種のものを使
用してもよいが、フィラー量を変化させるなどにより物性を変えたものを使用してもよい
。また、シリコンチップの電極パッド上に形成する金属バンプとして、金ボールバンプの
他に、はんだやＣｕあるいはＰｄを含有するＡｕのボールバンプを用いることができる。
これらのボール状バンプの形成は、はんだワイヤやＣｕワイヤあるいはＰｄの混入された
Ａｕワイヤを使用し、ワイヤボンダにより行うことができる。
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【００６７】
次に、第３の参考例の半導体装置について説明する。この半導体装置では、図１５に示
すように、絶縁基板１ａの片面にＣｕの配線パッド２が設けられた実装用基板２４の片面
に、テープＢＧＡパッケージ２５が搭載されている。テープＢＧＡパッケージ２５は、ポ
リイミド樹脂等のＴＡＢテープ２６にＬＳＩチップ２７がフェースダウンで搭載され、金
バンプ２８を介して実装された構造を有し、上面に金属キャップ２９が被着されている。
パッケージサイズは３０ｍｍ角で、ＴＡＢテープの外部端子上にＳｎ−Ｐｂはんだボール
３０が１ｍｍのピッチで８００個形成されている。なお、符号３１は接着剤層を示し、３
２は封止樹脂層をそれぞれ示している。
【００６８】
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このようなはんだボール３０の外周の少なくとも一部に、第１の樹脂層６が形成されてい
る。この第１の樹脂層６の形成は、以下に示すようなスキージング法を用いて行うことが
できる。すなわち、ペースト状に調製されたフラックス成分含有樹脂を、平型の容器内に
塗布し表面をスキージングすることにより、樹脂厚を例えば１００μｍに均した後、この
樹脂層の表面にはんだボール３０の先端部を押し付け、外周にフラックス成分含有樹脂を
塗布する。
【００６９】
そして、先端部にフラックス成分含有樹脂の層が形成されたはんだボール３０と実装用基
板２４の配線パッド２とを、位置合わせし加圧して仮止めし、次いで加熱してはんだをリ
フローさせることにより、はんだボール３０と実装用基板２４の配線パッド２とを接合す
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る。リフローの条件は、例えば１５０℃で１分間とし、ピーク温度を２２０℃に設定する
。
【００７０】
はんだボール３０の外周に形成された樹脂層に含有されるフラックス成分により、はんだ
リフロー時に表面の酸化膜が除去されるため、はんだボール３０と配線パッド２との良好
な接合が得られる。その後必要に応じ、例えば１５０℃で３時間加熱することにより、樹
脂を硬化させる。こうして、はんだボール３０と配線パッド２との間にフィレットを有す
る形状の第１の樹脂層６が形成され、半導体装置が完成される。
【００７１】
こうして製造される第３の参考例の半導体装置においては、ＢＧＡパッケージ２５のは
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んだボール３０の外周の少なくとも一部に第１の樹脂層６を有し、かつこの第１の樹脂層
６が、実装用基板２４との間にフィレットを形成しているので、接合部の強度が向上する
。すなわち、実装用基板２４上にフィレット状に形成された第１の樹脂層６が、はんだボ
ール３０接合部への熱応力の集中を緩和するので、接合部に歪みが生じにくくなり、接続
信頼性が向上する。
【００７２】
なお、この参考例の半導体装置において、第１の樹脂層６が、はんだボール３０の外周
全体を覆うように形成され、かつこの樹脂層がテープＢＧＡパッケージ２５および実装用
基板２４にそれぞれ接着される構造とすることができる。
【００７３】

40

前述の工程にしたがって製造された第３の参考例の半導体装置を、実際に温度サイクル
試験に供して、接続信頼性を調べた。なお、半導体パッケージとしては、８００個のはん
だボールバンプが形成された３０ｍｍ角のテープＢＧＡパッケージを使用し、ポリイミド
樹脂の実装用基板上に実装して試験サンプルとした。温度サイクル試験は、（−５５℃×
３０分）〜（２５℃×５分）〜（１２５℃×３０分）を１サイクルとして行った。
【００７４】
温度サイクル試験の結果、１０００サイクル後でも接続箇所に全く破断の発生が認められ
なかった。また、ＢＧＡパッケージとポリイミド樹脂基板との間に、第２の樹脂として、
エポキシ系樹脂を充填した後硬化させたものについて、同様の温度サイクル試験を行った
ところ、３０００サイクル後でも接続個所に破断が認められなかった。さらに、第３の樹
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脂として、エポキシ系樹脂、シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂など
を、実装用基板２４との間にフィレットを有するようにＢＧＡパッケージ２５の外側に形
成したものについて、同様の温度サイクル試験を行ったところ、５０００サイクル後でも
接続個所に破断が認められなかった。さらに、耐リフロー性も向上し、吸湿リフローレベ
ル１相当においても、接続不良および樹脂の剥離は生じなかった。
【００７５】
なお、第３の参考例では、第１の樹脂、第２の樹脂、第３の樹脂として、同種のものを
使用してもよいが、フィラー量を変化させることなどにより物性を変えたものを使用して
もよい。また、ＢＧＡパッケージのボールバンプとして、Ｓｎ−Ｐｂはんだボールを形成
した例を述べたが、Ａｇ、Ｃｕ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｇｅ等の金属の単独や
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これらの混合物あるいは化合物から成るバンプであってよい。
【００７６】
さらに、第１の樹脂層６の形成を、スキージング方式によりはんだボール３０の外周に行
ったが、以下に示す方式で実装用基板２４の配線パッド２上に行ってもよい。すなわち、
図１６に示すように、フラックス成分含有樹脂１４をスクリーンマスク３３を用いて実装
用基板２４の配線パッド２上に印刷してもよく、さらに、図１７に示すように、転写ピン
３４を用いて、実装用基板２４の配線パッド２上に転写することもできる。
【００７７】
次に、第４の参考例について説明する。第４の参考例では、図１８に示すように、配線
基板１の配線パッド２形成面に、はんだバンプ５を有する複数個（例えば４個）の半導体
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チップ３がフェースダウンに配置されて搭載されている。チップサイズは８ｍｍ角で、バ
ンプ数は１２００個である。
【００７８】
そして、各半導体チップ３において、はんだバンプ５が配線パッド２に当接され、はんだ
の溶融により接合がなされている。また、はんだバンプ５の外周の少なくとも一部に、フ
ラックス成分を含む樹脂の硬化層である第１の樹脂層６が形成され、配線基板１との間に
第１の樹脂層６のフィレットが形成されている。
【００７９】
このバンプの接合および第１の樹脂層６の形成は、以下に示すようにして行うことができ
る。すなわち、ペースト状に調製されたフラックス成分含有樹脂を、平型の容器内に塗布
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し表面をスキージングすることにより、樹脂厚を例えば６０μｍに均した後、この樹脂層
の表面にはんだバンプ５の先端部を押し付け、はんだバンプ５の外周にフラックス成分含
有樹脂を塗布する。
【００８０】
次いで、まず１個目の半導体チップ３について、先端部にフラックス成分含有樹脂層が形
成されたはんだバンプ５と配線基板１の配線パッド２とを、位置合わせし加圧して仮止め
する。次に、２個目の半導体チップも同様な方法で配線基板１上に仮圧着・固定し、同様
に３個目、４個目の半導体チップも仮圧着する。
【００８１】
各々の半導体チップ３の間を０．５ｍｍと非常に狭い間隙で配置しても、はんだバンプ５
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の外周に塗布されたフラックス成分含有樹脂が、隣接する半導体チップ３の搭載領域にま
ではみ出すことがなく、２個目以下の半導体チップも１個目と同様に容易に仮圧着するこ
とができる。
【００８２】
次いで、加熱してはんだをリフローさせ、全ての半導体チップ３について、はんだバンプ
５を配線基板１の配線パッド２に接合する。リフローの条件は、例えば１５０℃で１分間
とし、ピーク温度を２２０℃に設定する。
【００８３】
各半導体チップ３について、はんだバンプ５の外周に形成された樹脂層に含有されるフラ
ックス成分により、はんだリフロー時に表面の酸化膜が除去されるため、はんだバンプ５
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と配線基板１の配線パッド２との良好な接合が得られる。その後必要に応じ、例えば１５
０℃で３時間加熱することにより、フラックス成分含有樹脂を硬化させる。こうして、は
んだバンプ５と配線基板１との間にフィレットを有する形状の第１の樹脂層６が形成され
、半導体装置が完成する。
【００８４】
こうして製造される第４の参考例の半導体装置においては、はんだバンプ５の外周の少
なくとも一部に第１の樹脂層６を有し、かつこの第１の樹脂層６が、配線基板１との間に
フィレットを形成しているので、バンプ接合部の強度が向上する。すなわち、配線基板１
上にフィレット状に形成された第１の樹脂層６が、はんだバンプ５の接合部への熱応力の
集中を緩和するので、接合部に歪みが生じにくくなり、接続信頼性が向上する。

10

【００８５】
また、複数個の半導体チップ３が近接して配置されているが、フラックス成分含有樹脂が
隣接する半導体チップ３の搭載領域まではみ出すことがないため、複数個の半導体チップ
３をまとめてフリップチップ実装することができる。したがって、各半導体チップについ
て、フラックス塗布、リフロー、洗浄と煩雑な工程を繰り返す必要がなくなり、プロセス
が簡便になるうえに、はんだリフローの際の熱履歴を１回に減らすことができ、信頼性が
向上する。
【００８６】
前述の工程にしたがって製造された第４の参考例の半導体装置を、実際に温度サイクル
試験に供して、接続信頼性を調べた。なお、半導体チップとしては、１２００個のはんだ
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バンプが形成された８ｍｍ角のシリコンチップ４個を使用し、これらをポリイミド樹脂基
板上に実装してＭＣＭ（マルチチップモジュール）構造を有する試験サンプルとした。温
度サイクル試験は、（−６５℃×３０分）〜（２５℃×５分）〜（１５０℃×３０分）を
１サイクルとして行った。
【００８７】
温度サイクル試験の結果、５００サイクル後でも接続箇所に全く破断の発生が認められな
かった。また、図１９に示すように、各半導体チップ３とポリイミド樹脂の配線基板１と
の間に、エポキシ系樹脂を充填し硬化させることにより、第２の樹脂層１７を形成した装
置について、同様の温度サイクル試験を行ったところ、３０００サイクル後でも接続個所
に破断が認められなかった。
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【００８８】
さらに、図２０に示すように、第２の樹脂層１７の外側に、エポキシ系樹脂、シリコーン
系樹脂、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂などから成る第３の樹脂層１８を、配線基板
１との間にフィレットを形成するように被覆したものについて、同様の温度サイクル試験
を行ったところ、５０００サイクル後でも接続個所に破断が認められなかった。さらに、
耐リフロー性も向上し、吸湿リフローレベル１相当においても、接続不良および樹脂の剥
離は生じなかった。
【００８９】
なお、第４の参考例では、第１の樹脂、第２の樹脂、第３の樹脂として、同種のものを
使用してもよいが、フィラー量を変化させるなどにより物性を変えたものを使用してもよ
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い。
【００９０】
また、金属バンプとしてはんだバンプを形成した例を述べたが、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ
、Ｆｅ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｇｅの単独、これらの混合物また
は化合物から選ばれる金属から成るバンプとしてもよい。さらに、配線基板の配線パッド
も、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｇｅ
の単独、これらの混合物または化合物、あるいは積層膜であってもよい。またさらに、こ
れらの間の接合に関しても、金属の溶融接合に限定されるものではなく、例えば金属の拡
散接合によるものであっても良い。
【００９１】
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次に、第５の参考例について説明する。第５の参考例では、図２１に示すように、配線
基板１の配線パッド２形成面に、はんだバンプ５を有する２個の半導体チップ３ａ、３ｂ
が、それぞれフェースダウンに配置され、２段に積み重ねられて搭載されている。
【００９２】
それぞれの半導体チップ３において、はんだバンプ５の外周の少なくとも一部に、フラッ
クス成分を含む樹脂の硬化層である第１の樹脂層６が形成されている。また、下側に配置
された第１の半導体チップ３ａのはんだバンプ５ａが配線基板１の配線パッド２に当接さ
れ、はんだの溶融により接合されている。そして、第１の半導体チップ３ａのはんだバン
プ５ａと配線基板１との間には、第１の樹脂層６のフィレットが形成されている。
【００９３】
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また、こうしてフリップチップ実装された第１の半導体チップ３ａの裏面に、第２の半導
体チップ３ｂが載せられ、第２の半導体チップ３ｂのはんだバンプ５ｂと第１の半導体チ
ップ３ａの裏面に形成された接続パッド（図示を省略）とが、はんだの溶融により接合さ
れている。そして、この第２のシリコンチップ３ｂのはんだバンプ５ｂと第１の半導体チ
ップ３ａとの間には、第１の樹脂層６のフィレットが形成されている。
【００９４】
この第５の参考例の半導体装置は、以下に示すようにして製造される。まず、シリコン
等の半導体チップ（第１の半導体チップ３ａ）の所定の位置に、ＲＩＥ（反応性イオンエ
ッチング）を用いて７０μｍの深さの穴を形成した後、穴の内壁面にＳｉＯ２ などの酸化
膜を形成する。
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【００９５】
次いで、こうして形成された穴上の面にＴｉ／Ｃｕスパッタ膜を形成した後、穴内をＣ
ｕめっきによって埋め込む。また、第１の半導体チップ３ａ表面の電極端子上に、参考例
１と同様にしてはんだバンプ５ａを形成する。そして、このチップの裏面をラップし、５
０μｍの厚さに削る。このラッピングにより、Ｃｕで埋め込まれた穴は、第１のチップ３
ａの表面から裏面へ貫通する導通孔（スループラグ）３５となる。
【００９６】
次いで、ペースト状に調製されたフラックス成分含有樹脂を、平型の容器内に塗布し表面
をスキージングすることにより、樹脂厚を例えば６０μｍに均した後、この樹脂層の表面
に、第１の半導体チップ３ａのはんだバンプ５ａの先端部を押し付け、はんだバンプ５ａ
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の外周にフラックス成分含有樹脂を塗布する。
【００９７】
次に、先端部にフラックス成分含有樹脂層が形成されたはんだバンプ５ａと配線基板１の
配線パッド２とを、位置合わせし加圧して仮止めする。次いで、加熱してはんだをリフロ
ーさせ、第１の半導体チップ３ａについて、はんだバンプ５ａを配線基板１の配線パッド
２に接合する。リフローの条件は、例えば１５０℃で１分間とし、ピーク温度を２２０℃
に設定する。
【００９８】
第１の半導体チップ３ａについて、はんだバンプ５ａの外周に形成された樹脂層に含有さ
れるフラックス成分により、はんだリフロー時に表面の酸化膜が除去されるため、はんだ
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バンプ５ａと配線基板１の配線パッド２との良好な接合が得られる。その後必要に応じ、
例えば１５０℃で３時間加熱することにより、フラックス成分含有樹脂を硬化させる。こ
うして、第１の半導体チップ３ａのはんだバンプ５ａと配線基板１との間にフィレットを
有する形状の第１の樹脂層６が形成される。
【００９９】
次に、第１の半導体チップ３ａと同様に電極端子上にはんだバンプ５ｂが形成された第２
の半導体チップ３ｂを用意し、このはんだバンプ５ｂの先端部にも、第１の半導体チップ
３ａと同様にスキージング方式によりフラックス成分含有樹脂層を形成する。そして、こ
のような第２の半導体チップ３ｂを第１の半導体チップ３ａの裏面の上に重ねて配置し、
第２の半導体チップ３ｂのはんだバンプ５ｂと第１の半導体チップ３ａの裏面に形成され
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た接続パッド（スループラグのランド）とを、位置合わせして仮止めする。その後、リフ
ロー炉を通し加熱してはんだをリフローさせることにより、第２の半導体チップ３ｂのは
んだバンプ５ｂと第１の半導体チップ３ａ裏面の接続パッドとを接合する。次いで必要に
応じ、例えば１５０℃で３時間加熱することにより、フラックス成分含有樹脂を硬化させ
る。こうして、第２の半導体チップ３ｂのはんだバンプ５ｂと第１の半導体チップ３ａ（
裏面）との間にフィレットを有する形状の第１の樹脂層６が形成される。
【０１００】
こうして製造される第５の参考例の半導体装置においては、第１および第２の半導体チ
ップ３ａ、３ｂにおいて、はんだバンプ５ａ、５ｂの外周の少なくとも一部に第１の樹脂
層６を有し、かつこの第１の樹脂層６が、配線基板１あるいは第１の半導体チップ３ａの
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裏面との間にフィレットを形成しているので、バンプ接合部の強度が向上する。すなわち
、配線基板１上あるいは第１の半導体チップ３ａ上にフィレット状に形成された第１の樹
脂層６が、それぞれのはんだバンプ５ａ、５ｂの接合部への熱応力の集中を緩和するので
、接合部に歪みが生じにくくなり、接続信頼性が向上する。
【０１０１】
また、各半導体チップにおいて、第１の樹脂層６の形成がスキージング方式で行われて
いるため、スキージングの樹脂厚を調整することではんだバンプ５ａ、５ｂへの塗布量を
簡便に定量化することができ、塗布された樹脂が半導体チップの裏面に回りこむという不
良が発生しない。すなわち、厚さが約５０μｍと薄い半導体チップが複数段に積層され樹
脂封止された従来の半導体装置では、樹脂のはみ出しが多く発生し、はみだした樹脂が半
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導体チップの側面に沿って這い上がって裏面に回りこみ、裏面の電極やフリップチップ接
続用のツールに付着する問題が生じていたが、第５の参考例では、第１の樹脂層６がはん
だバンプ５ａ、５ｂの外周のみに形成されているため、樹脂量が少なく、半導体チップの
裏面に回り込む現象が発生しない。
【０１０２】
前述の工程にしたがって製造された第５の参考例の半導体装置を、実際に温度サイクル
試験に供して、接続信頼性を調べた。温度サイクル試験は、（−６５℃×３０分）〜（２
５℃×５分）〜（１５０℃×３０分）を１サイクルとして行った。
【０１０３】
温度サイクル試験の結果、５００サイクル後でも接続箇所に全く破断の発生が認められな
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かった。また、図２２に示すように、第１の半導体チップ３ａと第２の半導体チップ３ｂ
との間および第１の半導体チップ３ａと配線基板１との間に、エポキシ系樹脂を充填し硬
化させることにより、第２の樹脂層１７を形成した装置について、同様の温度サイクル試
験を行ったところ、３０００サイクル後でも接続個所に破断が認められなかった。
【０１０４】
さらに、図２３に示すように、第２の樹脂層１７の外側に、エポキシ系樹脂、シリコーン
系樹脂、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂などから成る第３の樹脂層１８を、配線基板
１との間にフィレットを形成するように被覆したものについて、同様の温度サイクル試験
を行ったところ、５０００サイクル後でも接続個所に破断が認められなかった。さらに、
耐リフロー性も向上し、吸湿リフローレベル１相当においても、接続不良および樹脂の剥
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離は生じなかった。
【０１０５】
なお、第５の参考例では、第１の樹脂、第２の樹脂、第３の樹脂として、同種のものを
使用してもよいが、フィラー量を変化させるなどにより物性を変えたものを使用してもよ
い。
【０１０６】
また、金属バンプとしてはんだバンプを形成した例を述べたが、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ
、Ｆｅ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｇｅの単独、これらの混合物また
は化合物から選ばれる金属から成るバンプとしてもよい。さらに、配線基板の配線パッド
も、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｇｅ
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の単独、これらの混合物または化合物、あるいは積層膜であってもよい。またさらに、こ
れらの間の接合に関しても、金属の溶融接合に限定されるものではなく、例えば金属の拡
散接合によるものであっても良い。
【０１０７】
また、半導体チップを２段に積み重ねた構造の例を示したが、３段以上に重ねてもよい
し、また参考例４に示すＭＣＭ構造において、半導体チップを複数段に積み重ねてもよい
。
【０１０８】
次に、本発明の第６乃至第８の参考例について説明する。
【０１０９】

10

第６の参考例の半導体装置は、以下に示すようにして製造される。まず、シリコン等の
半導体ウェハ（例えば、直径６インチ、厚さ６２５μｍ）にＡｌ電極パッドを形成した後
、その上に、電極パッドの中心部を開口部とするパッシベーション膜を形成する。なお、
Ａｌ電極パッドの大きさは例えば８０μｍ角とし、後工程で形成される個々の半導体チッ
プ（３ｍｍ×３ｍｍ）の周辺部に相当する領域に、１２０μｍのピッチで形成されている
。
【０１１０】
この半導体ウェハのＡｌ電極パッド上に、先端に小突起を有するボール状の金バンプを、
ワイヤボンダにより１個ずつ形成する。金バンプの径は６０μｍ、高さは７０μｍとする
。なお、めっき法により、金バンプを形成することもできる。その後、電気的なテストを
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行った後、半導体ウェハをダイシングして個々の半導体チップとする。
【０１１１】
一方、図２４に示すように、ポリイミド樹脂テープ、樹脂基板、セラミック基板などの絶
縁基板１ａの片面にＣｕ配線パッド２が設けられ、かつ配線パッド２以外の領域にエポキ
シ樹脂等のソルダーレジスト層２０が形成された配線基板１を用意し、その配線パッド２
上に、Ｓｎ−Ｐｂ、Ｓｎ−Ａｇなどのはんだ層２３を印刷法により形成する。はんだ層２
３の形成は、めっき法あるいはワイヤボンダを用いたボール形成搭載法によって行っても
良い。また、配線パッド２上に無電解めっきなどによりＮｉ層２１とＡｕ層２２を積層し
て形成した後、Ａｕ層２２上に前記はんだ層２３を形成しても良い。
【０１１２】
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次いで、こうして形成されたはんだ層２３の上に、ペースト状に調製されたフラックス成
分を含む樹脂（フラックス成分含有樹脂）を、例えばスクリーンマスクの上からスキージ
ングすることにより印刷して形成し、フラックス成分含有樹脂層１４を形成する。その後
、このフラックス成分含有樹脂層１４を覆うように、配線基板１の全面に、エポキシ樹脂
、アクリル樹脂、シリコーン樹脂等を主体とするフィルム状あるいはペースト状の第２の
樹脂層１７を形成する。
【０１１３】
次に、前記した半導体チップを以下に示すようにフリップチップ接続して、半導体装置と
する。
【０１１４】
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すなわち、図２５に示すように、はんだ層２３およびフラックス成分含有樹脂層がそれぞ
れ形成された配線パッド２と、半導体チップ３の電極パッド４上に形成された金バンプ１
９とを位置合わせし、熱圧着法、超音波併用熱圧着法などにより接合を行う。
【０１１５】
熱圧着法では、例えば２００度の温度で２０秒間加熱して接合する。超音波併用熱圧着法
では、２００度の温度に加熱し、かつ超音波強度５Ｗで１秒間超音波を印加し、バンプ１
個当たり１００ｇの荷重をかけて接合を行う。
【０１１６】
こうして、金バンプ１９と配線パッド２とがはんだ層２３を介して接合される。その後、
例えば１５０℃で３時間加熱することにより、フラックス成分含有樹脂層およびその上に
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形成された第２の樹脂層１７を硬化させる。こうして、図２５に示すように、金バンプ１
９と配線基板１との間にフィレットを有する形状の第１の樹脂層６が形成され、さらにそ
の外側が第２の樹脂層１７により被覆・封止された構造を有する半導体装置が完成する。
【０１１７】
こうして製造される第６の参考例の半導体装置においては、配線パッド２上のはんだ層
２３の外周に第１の樹脂層６を有し、かつこの第１の樹脂層６が金バンプ１９とはんだ層
２３および配線基板１の間にフィレットを有するように形成されているので、バンプ接合
部の強度が向上する。すなわち、フィレット状に形成された第１の樹脂層６が金バンプ１
９の接合部への熱応力の集中を緩和するので、バンプ接合部に歪みが生じにくくなり、接
続信頼性が向上する。

10

【０１１８】
また、はんだリフロー時に、はんだ層２３上に形成された樹脂層に含有されるフラックス
成分により、はんだ層２３表面の酸化膜が除去される。そのため、過大な荷重や高い温度
を印加しなくとも、Ａｕ−Ｓｎ金属間化合物が均一に形成され、金バンプ１９と配線パッ
ド２との良好な接合が得られる。さらに、第１の樹脂層６の外側にエポキシ樹脂、アクリ
ル樹脂、シリコーン樹脂等を主体とする第２の樹脂層１７が形成されているので、接続信
頼性がさらに向上する。
【０１１９】
前述の工程にしたがって製造された第６の参考例の半導体装置を、実際に温度サイクル
試験に供して、接続信頼性を調べた。なお、半導体チップとしては、周辺領域に５０個の
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金バンプが形成された３ｍｍ角のシリコンチップを使用し、これをポリイミド樹脂基板上
に実装して試験サンプルとした。温度サイクル試験は、（−６５℃×３０分）〜（２５℃
×５分）〜（１５０℃×３０分）を１サイクルとして行った。
【０１２０】
温度サイクル試験の結果、３０００サイクル後でも接続箇所に全く破断の発生が認められ
なかった。
【０１２１】
第７の参考例の半導体装置は、以下に示すようにして製造される。まず、図２６に示す
ように、第６の参考例と同様にして、シリコン等の半導体ウェハ７（例えば、直径６イン
チ、厚さ６２５μｍ）のＡｌ電極パッド４上に、金バンプ１９を形成した後、金バンプ１
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９の先端部をフラックス成分を含む樹脂の表面に押し当て、金バンプ１９の外周にフラッ
クス成分含有樹脂１４を塗布する。なお、符号８はパッシベーション膜８を示す。その後
、電気的なテストを行った後、半導体ウェハをダイシングして個々の半導体チップとする
。
【０１２２】
一方、図２７に示すように、ポリイミド樹脂テープ、樹脂基板、セラミック基板などの絶
縁基板１ａの片面にＣｕ配線パッド２が設けられ、かつ配線パッド２以外の領域にエポキ
シ樹脂等のソルダーレジスト層２０が形成された配線基板１を用意し、その配線パッド２
上に、Ｓｎ−Ｐｂ、Ｓｎ−Ａｇなどのはんだ層２３を、印刷法、めっき法、あるいはワイ
ヤボンダを用いたボール形成搭載法により形成する。なお、配線パッド２上に無電解めっ
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きなどにより、Ｎｉ層２１とＡｕ層２２を積層して形成した後、このＡｕ層２２上に前記
はんだ層２３を形成しても良い。その後、このようにはんだ層２３が形成された配線基板
１の全面に、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂等を主体とするフィルム状あ
るいはペースト状の第２の樹脂層１７を形成する。
【０１２３】
次いで、前記した半導体チップを以下に示すようにフリップチップ接続して、半導体装置
とする。すなわち、配線基板１の配線パッド２と外周にフラックス成分含有樹脂１４層が
形成された金バンプ１９とを位置合わせし、熱圧着法、超音波併用熱圧着法などにより接
合する。
【０１２４】
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熱圧着法では、例えば２００度の温度で２０秒間加熱して接合する。超音波併用熱圧着法
では、２００度の温度に加熱し、かつ超音波強度５Ｗで１秒間超音波を印加し、バンプ１
個当たり１００ｇの荷重をかけて接合を行う。こうして、金バンプ１９と配線パッド２と
がはんだ層２３を介して接合される。その後、例えば１５０℃で３時間加熱することによ
り、フラックス成分含有樹脂１４層および配線基板１上に形成された第２の樹脂層１７を
硬化させる。
【０１２５】
こうして、図２８に示すように、金バンプ１９と配線基板１との間にフィレットを有する
形状の第１の樹脂層６が形成され、さらにその外側が第２の樹脂層１７により被覆・封止
された構造を有する半導体装置が完成する。

10

【０１２６】
こうして製造される第７の参考例の半導体装置においては、金バンプ１９とはんだ層２
３および配線基板１の間にフィレットを有する第１の樹脂層６が形成されており、この第
１の樹脂層６が金バンプ１９の接合部への熱応力の集中を緩和するので、バンプ接合部の
強度が向上する。
【０１２７】
また、はんだリフロー時に、金バンプ１９の外周に形成された樹脂層に含有されるフラッ
クス成分により、はんだ層２３表面の酸化膜が除去される。そのため、過大な荷重や高い
温度を印加しなくとも、Ａｕ−Ｓｎ金属間化合物が均一に形成され、金バンプ１９と配線
パッド２との良好な接合が得られる。さらに、第１の樹脂層６の外側にエポキシ樹脂、ア
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クリル樹脂、シリコーン樹脂等を主体とする第２の樹脂層１７が形成されているので、接
続信頼性がさらに向上する。
【０１２８】
前述の工程にしたがって製造された第７の参考例の半導体装置を、実際に温度サイクル
試験に供して、接続信頼性を調べた。なお、半導体チップとしては、周辺領域に５０個の
金バンプが形成された３ｍｍ角のシリコンチップを使用し、これをポリイミド樹脂基板上
に実装して試験サンプルとした。温度サイクル試験は、（−６５℃×３０分）〜（２５℃
×５分）〜（１５０℃×３０分）を１サイクルとして行った。
【０１２９】
温度サイクル試験の結果、３０００サイクル後でも接続箇所に全く破断の発生が認められ
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なかった。
【０１３０】
第８の参考例の半導体装置は、以下に示すようにして製造される。まず、第６の参考例
と同様にして、シリコン等の半導体ウェハ（例えば、直径６インチ、厚さ６２５μｍ）の
Ａｌ電極パッド上に、金バンプを形成し、電気的なテストを行った後、半導体ウェハをダ
イシングして個々の半導体チップとする。
【０１３１】
一方、図２９に示すように、ポリイミド樹脂テープ、樹脂基板、セラミック基板などの絶
縁基板１ａの片面にＣｕ配線パッド２が設けられ、かつ配線パッド２以外の領域にエポキ
シ樹脂等のソルダーレジスト層２０が形成された配線基板１を用意し、その配線パッド２
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上に、Ｓｎ−Ｐｂ、Ｓｎ−Ａｇなどのはんだ層２３を印刷法により形成する。はんだ層２
３の形成は、めっき法あるいはボール形成搭載法によって行っても良い。また、配線パッ
ド２上に無電解めっきなどによりＮｉ層２１とＡｕ層２２を積層して形成した後、このＡ
ｕ層２２上に前記はんだ層２３を形成しても良い。
【０１３２】
次いで、こうしてはんだ層２３が形成された配線基板１の全面に、ペースト状に調製され
たフラックス成分を含む樹脂１４の層を形成する。その後、このフラックス成分含有樹脂
１４層を覆うように配線基板１上に、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂等を
主体とするフィルム状あるいはペースト状の第２の樹脂層１７を形成する。
【０１３３】

50

(18)

JP 3836349 B2 2006.10.25

次いで、前記した半導体チップを以下に示すようにフリップチップ接続して、半導体装置
とする。すなわち、図３０に示すように、全面にフラックス成分含有樹脂１４層および第
２の樹脂層１７が形成された配線基板１の配線パッド２と半導体チップ３の金バンプ１９
とを位置合わせし、熱圧着法、超音波併用熱圧着法などにより接合する。
【０１３４】
熱圧着法では、例えば２００度の温度で２０秒間加熱して接合する。超音波併用熱圧着法
では、２００度の温度に加熱し、かつ超音波強度５Ｗで１秒間超音波を印加し、バンプ１
個当たり１００ｇの荷重をかけて接合を行う。
【０１３５】
こうして、金バンプ９とＣｕ配線パッド２とをはんだ層２３を介して接合した後、例えば
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１５０℃で３時間加熱することにより、配線基板１の全面に形成されたフラックス成分含
有樹脂１４層およびその上に形成された第２の樹脂層１７を硬化させる。
【０１３６】
こうして製造される第８の参考例の半導体装置においては、金バンプ１９とはんだ層２
３および配線基板１の間にフィレットを有する第１の樹脂層６が形成されており、この第
１の樹脂層６が金バンプ１９の接合部への熱応力の集中を緩和するので、バンプ接合部の
強度が向上する。
【０１３７】
また、はんだリフロー時に、配線基板１の全面に形成された樹脂層に含有されるフラック
ス成分により、はんだ層２３表面の酸化膜が除去される。そのため、過大な荷重や高い温
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度を印加しなくとも、Ａｕ−Ｓｎ金属間化合物が均一に形成され、金バンプ１９と配線パ
ッド２との良好な接合が得られる。さらに、第１の樹脂層６が、配線パッド２の領域に相
当するはんだ層２３上だけでなく、配線パッド２が形成されていない領域にも形成されて
おり、その上にさらに第２の樹脂層１７が形成されているので、各樹脂層間の密着性並び
に第１の樹脂層６と配線基板１との密着性が向上し、耐リフロー性が向上する。
【０１３８】
前述の工程にしたがって製造された第８の参考例の半導体装置を、実際に温度サイクル
試験に供して、接続信頼性を調べた。なお、半導体チップとしては、周辺領域に５０個の
金バンプが形成された３ｍｍ角のシリコンチップを使用し、これをポリイミド樹脂基板上
に実装して試験サンプルとした。温度サイクル試験は、（−６５℃×３０分）〜（２５℃
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×５分）〜（１５０℃×３０分）を１サイクルとして行った。
【０１３９】
温度サイクル試験の結果、３０００サイクル後でも接続箇所に全く破断の発生が認められ
なかった。
【０１４０】
次に、本発明の実施例について説明する。
【０１４１】
第１の実施例の半導体装置は、以下に示すようにして製造される。まず、図３１に示す
ように、リードフレーム３６を有する半導体パッケージ３７（例えば、ＴＳＯＰパッケー
ジ）を用意する。リードフレーム３６の材料としては、Ｃｕや４２アロイ等が使用される
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。
【０１４２】
一方、図３２に示すように、ポリイミド樹脂テープ、樹脂基板、セラミック基板などの絶
縁基板１ａの片面にＣｕ配線パッド２が設けられ、かつ配線パッド２以外の領域にソルダ
ー レ ジ ス ト 層 （ 図 示 を 省 略 。 ） が 形 成 さ れ た 実 装 用 基 板 ２ ４ （ 基 板 サ イ ズ ５ ０ mm角 ） を 用
意し、その配線パッド２上に、Ｓｎ−Ｐｂ、Ｓｎ−Ａｇなどのはんだ層２３を、印刷法、
めっき法あるいはボール形成搭載法により形成する。次いで、こうして形成されたはんだ
層２３の上に、ペースト状に調製されたフラックス成分を含む樹脂（フラックス成分含有
樹脂）を、例えば印刷法により塗布し、フラックス成分含有樹脂１４層を形成する。
【０１４３】
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次に、実装用基板２４上に半導体パッケージ３７を位置合わせして搭載する。すなわち、
図３３に示すように、はんだ層２３とフラックス成分含有樹脂１４層が順に形成された配
線パッド２と、半導体パッケージ３７のリードフレーム３６とを位置合わせした後、リフ
ロー炉を通し、はんだをリフローさせることにより、リードフレーム３６と実装用基板２
４の配線パッド２とを接合する。リフローの条件は、例えば１５０℃で１分間とし、ピー
ク温度を２２０℃に設定する。
【０１４４】
その後必要に応じ、例えば１５０℃で３時間加熱することにより、フラックス成分含有樹
脂層を硬化させる。こうして、リードフレーム３６と実装用基板２４の配線パッド２とが
はんだ層２３を介して接合され、はんだ接合部と実装用基板２４との間にフィレットを有
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する形状の第１の樹脂層６が形成された半導体装置が完成する。
【０１４５】
前述の工程にしたがって製造された第１の実施例の半導体装置を、実際に温度サイクル
試験に供して、接続信頼性を調べた。なお、半導体パッケージとしては、１６ピンのリー
ドフレームを有するＴＳＯＰパッケージを使用し、これを実装用の配線基板上に実装して
試験サンプルとした。温度サイクル試験は、（−４０℃×３０分）〜（２５℃×５分）〜
（１２５℃×３０分）を１サイクルとして行った。
【０１４６】
温度サイクル試験の結果、１０００サイクル後でも接続箇所に全く破断の発生が認められ
なかった。
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【０１４７】
なお、この実施例では、配線パッド上にＳｎ−Ｐｂはんだ層を形成した例を述べたが、Ａ
ｇ、Ｃｕ、Ｂｉ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｇｅの単独、これらの混合物または化合物か
ら選ばれる金属の層を形成しても良い。
【０１４８】
また、はんだ層２３上にフラックス成分含有樹脂１４の層を形成するには、例えばメタル
マスクを使用して塗布する方法を採ることができる。フラックス成分含有樹脂１４層の形
成は、実装用基板２４の全面に行っても良い。さらに、半導体パッケージのリードフレー
ム側にフラックス成分含有樹脂１４層を形成しても良い。
【０１４９】

30

第９の参考例の半導体装置は、以下に示すようにして製造される。まず、図３４に示す
ように、配線基板１上の配線パッド（図示を省略する。）が形成された領域にはんだ等の
低融点金属の層３８を形成した後、この低融点金属層３８の上に、フラックス成分を含有
する樹脂１４の層を、印刷法やディスペンス法により形成する。
【０１５０】
次に、図３５に示すように、この低融点金属層３８上にフェースアップされた半導体チッ
プ３を搭載し、ダイボンディングする。すなわち、加熱してはんだ等の低融点金属を溶融
させ、半導体チップ３を融着する。次いで、半導体チップ３の電極パッドと配線基板１の
配線パッド（図示を省略する。）とを金ワイヤ３９により接続（ワイヤボンディング）し
た後、外側に樹脂封止層４０を形成することにより、半導体装置を完成する。
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【０１５１】
こうして製造される第９の参考例の半導体装置においては、低融点金属層３８と配線基
板１との間に、フラックス成分を含有する樹脂１４層の硬化によりフィレットを有する第
１の樹脂層６が形成されており、この第１の樹脂層６がダイボンディング部への熱応力の
集中を緩和するので、接合部の強度が向上する。
【０１５２】
また、低融点金属層３８の加熱溶融時に、この層の上に形成された樹脂層に含有されるフ
ラックス成分により、低融点金属層３８表面の酸化膜が除去される。そのため、低融点金
属による良好な接合が得られる。
【０１５３】
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なお、この参考例では、配線基板の配線パッド上に半導体チップをダイボンディングし
た例を述べたが、基板となるリードフレームのアイランド上に半導体チップを搭載する場
合に、同様にダイボンディングを行っても良い。
【０１５４】
さらに、以下に示す各実施例においても、それぞれ前記した実施例と同様の効果を上げる
ことができる。
【０１５５】
第１０の参考例においては、図３６に示すように、第１の参考例と同様にして形成され
た半導体装置において、隣接するはんだバンプ５の接合部に形成された第１の樹脂層６の
フィレット同士が、相互に連接された構造になっている。
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【０１５６】
このような構造は、例えば第１の参考例と同様に半導体チップ３側にはんだバンプ５を
形成する一方、配線基板１の全面にフラックス成分を含有する樹脂層を、薄く例えば２０
μｍの厚さに形成することにより可能である。はんだバンプ５と配線基板１の配線パッド
２とを位置合わせし、加圧して仮止めした後、２２０℃のピーク温度に設定されたリフロ
ー炉に入れ、はんだをリフローさせることにより、はんだバンプ５と配線パッド２とを接
合する。
【０１５７】
こうして、はんだバンプ５の接合部に第１の樹脂層６のフィレットが形成され、かつ配線
基板１全体も第１の樹脂層６で覆われた構造となる。さらに、この第１の樹脂層６と半導
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体チップ３との間に第２の樹脂層を形成しても良い。
【０１５８】
第２の実施例では、図３７に示すように、半導体チップ３の電極パッド（図示を省略。
）と配線基板１の配線パッド２とが多数のはんだバンプ５により接合された構造において
、半導体チップ３の周辺領域に配置されたはんだバンプ５の接合部にだけ、配線基板１と
の間にフィレットを有する第１の樹脂層６が形成されている。そして、それ以外の領域（
半導体チップの中央部）に配置されたはんだバンプ５の外側には、第２の樹脂層１７が形
成され、この樹脂層により封止されている。このような構造は、半導体チップ３のはんだ
バンプ５上に、あるいは配線基板１側に塗布するフラックス成分を含有する樹脂１４の量
を、少なくコントロールすることにより、あるいは周辺領域と中央部とで塗布量を変える
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ことで、容易に作成することができる。
【０１５９】
さらに第１１乃至第１４の参考例では、図３８乃至図４１にそれぞれ示すように、半導
体チップまたは半導体パッケージ４１の接続パッド４２と配線基板１の配線パッド２とが
多数のはんだバンプ５により接合された構造において、各はんだバンプ５と配線基板１と
の間に第１の樹脂層６のフィレットが形成されるとともに、はんだバンプ５と半導体チッ
プまたは半導体パッケージ４１との間にも、樹脂層４３のフィレットが形成されている。
この樹脂層４３を構成する樹脂は、第１の樹脂層６を構成する樹脂と、同一でも異なる種
類のものでも良いが、フラックス成分を含有する樹脂の層が硬化したものである。
【０１６０】
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なお、はんだバンプ５はボール状でなくても良く、細長い突起状のものでも良い。また、
第１の樹脂層６と前記樹脂層４３との間に、第２の樹脂から成る封止層を形成しても良い
。
【０１６１】
このような構造の半導体装置を製造するには、まず、半導体ウェハ上に第１の参考例と
同様にしてはんだバンプを形成し、はんだバンプの先端部にフラックス成分を含有する樹
脂層を形成した後、ウェハ全体に前記フラックス成分含有樹脂と同一あるいは異なる樹脂
を、スピンコートにより塗布する。遠心力により、はんだバンプを覆うフィレット状の樹
脂層が形成される。その後、はんだバンプの頂部を研磨し、金属部分を露出させた後、第
１の参考例と同様にフリップチップ接続を行い、半導体装置を完成する。
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【０１６２】
なお、本発明は以上の実施例に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲内で種々変更
して実施することができる。
【０１６３】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明では、樹脂層が金属材と基板との間にフィレット
状をなすように形成されるので、金属材への熱応力の集中が緩和される。したがって、接
合部に歪みが生じることがなくなり、接合強度が高まり接続部の信頼性が向上する。
【０１６４】
さらに、樹脂層が半導体素子または半導体パッケージと対向する基板の面に接着されるた
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め、この樹脂層と基板との密着性並びに接着性が良好である。したがって、耐リフロー性
や温度サイクルに対する寿命が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】

第１の参考例の半導体装置の構造を示す断面図。

【図２】

第１の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図３】

第１の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図４】

第１の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図５】

第１の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図６】

第１の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図７】

第１の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための図。

【図８】

第１の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための図。

【図９】

第１の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図１０】
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第１の参考例の半導体装置において、さらに第２の樹脂層を形成した構造を

示す断面図。
【図１１】

第１の参考例の半導体装置において、さらに第２および第３の樹脂層をそれ

ぞれ形成した構造を示す断面図。
【図１２】

第２の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図１３】

第２の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図１４】

第２の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図１５】

第３の参考例の半導体装置の構造を示す断面図。

【図１６】

第３の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図１７】

第３の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための図。

【図１８】

第４の参考例の半導体装置の構造を示す断面図。

【図１９】

第４の参考例の半導体装置において、さらに第２の樹脂層を形成した構造を
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示す断面図。
【図２０】

第４の参考例の半導体装置において、さらに第２および第３の樹脂層をそれ

ぞれ形成した構造を示す断面図。
【図２１】

第５の参考例の半導体装置の構造を示す断面図。

【図２２】

第５の参考例の半導体装置において、さらに第２の樹脂層を形成した構造を

示す断面図。
【図２３】

40
第５の参考例の半導体装置において、さらに第２および第３の樹脂層をそれ

ぞれ形成した構造を示す断面図。
【図２４】

第６の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図２５】

第６の参考例で得られる半導体装置の構造を示す断面図。

【図２６】

第７の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図２７】

第７の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図２８】

第７の参考例で得られる半導体装置の構造を示す断面図。

【図２９】

第８の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図３０】

第８の参考例で得られる半導体装置の構造を示す断面図。

【図３１】

第１の実施例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。
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【図３２】

第１の実施例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図３３】

第１の実施例で得られる半導体装置の構造を示す拡大断面図。

【図３４】

第９の参考例の半導体装置の製造方法を説明するための断面図。

【図３５】

第９の参考例で得られる半導体装置の構造を示す断面図。

【図３６】

第１０の参考例の半導体装置の構造を示す断面図。

【図３７】

第２の実施例の半導体装置の構造を示す断面図。

【図３８】

第１１の参考例の半導体装置の構造を示す断面図。

【図３９】

第１２の参考例の半導体装置の構造を示す断面図。

【図４０】

第１３の参考例の半導体装置の構造を示す断面図。

【図４１】

第１４の参考例の半導体装置の構造を示す断面図。

【符号の説明】
１………配線基板、２………配線パッド、３………半導体チップ、４………電極パッド、
５………はんだバンプ、６………第１の樹脂層、１４………フラックス成分含有樹脂、１
６………スキージ、１７………第２の樹脂層、１８………第３の樹脂層、１９………金バ
ンプ、２３………Ｓｎ−Ａｇはんだ層、２４………実装用基板、２５………テープＢＧＡ
パッケージ、２６………ＴＡＢテープ、２７………ＬＳＩチップ、３０………はんだボー
ル、３３………スクリーンマスク、３４………転写ピン、３６………リードフレーム、３
７………リードフレームを有する半導体パッケージ、３８………低融点金属層、３９……
…金ワイヤ、４１………半導体チップまたは半導体パッケージ

【図１】

【図４】

【図２】

【図５】

【図３】

10

(23)
【図６】

【図１０】

【図１１】
【図７】

【図８】

【図１２】

【図９】

【図１３】

【図１６】

【図１７】
【図１４】

【図１８】

【図１５】
【図１９】
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【図２０】

【図２３】

【図２１】
【図２４】

【図２２】

【図２５】

【図２７】

【図２６】

【図２８】
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