
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極を有する半導体素子と、
　それぞれの電極の少なくとも一部を避けて前記半導体素子の表面上に設けられるパッシ
ベーション膜と、
　前記パッシベーション膜が形成された面の上方において、厚み方向に所定の間隔をあけ
て設けられる導電箔と、
　前記電極の上方を避けて前記導電箔上に形成される外部電極と、
　前記電極を避けて前記パッシベーション膜と前記導電箔との間に形成されるとともに前
記導電箔を支持する中間層と、
　前記電極と前記導電箔とを電気的に接続する配線と、を有し、
　前記中間層には、前記導電箔における前記外部電極との接合部を含む領域の下方に、前
記電極を避けて、前記パッシベーション膜と前記導電箔との間に開口領域となる凹部が形
成され、
　前記導電箔は、前記凹部上の部分が前記電極上を避けるように設けられている半導体装
置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記凹部内には、前記中間層よりもヤング率が低い樹脂が充填されている半導体装置。
【請求項３】
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　請求項２記載の半導体装置において、
　前記配線は、前記パッシベーション膜が形成された面上に形成されるとともに前記中間
層の凹部の底面に位置し、
　前記樹脂は、導電フィラーが添加されたものであって、前記配線と前記導電箔とを電気
的に接続する半導体装置。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２記載の半導体装置において、
　前記中間層は、前記電極と前記導電箔との間に傾斜面を有し、
　前記配線は、前記傾斜面を通って前記電極と前記導電箔とを電気的に接続する半導体装
置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記中間層は、柔軟性を有する材料から形成される半導体装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記導電箔は、前記凹部の開口領域の内側の位置であって前記外部電極との接続部を避
ける位置に、穴を有する半導体装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記導電箔が形成された基板が、前記導電箔が形成された面を前記中間層に向けて設け
られており、
　前記基板は、前記凹部の上方に貫通穴を有し、
　前記貫通穴を介して前記導電箔に前記外部電極が形成される半導体装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記中間層と前記導電箔との間に、柔軟性を有する材料から形成される基板が設けられ
、
　前記基板は、前記凹部の上方を除く領域に貫通穴を有し、
　前記貫通穴を介して前記配線と前記導電箔とが電気的に接続される半導体装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記導電箔と前記配線とは、一体的に形成されている半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記導電箔と前記配線とは、別体である半導体装置。
【請求項１１】
　電極を有し、それぞれの電極の少なくとも一部を避けて表面上にパッシベーション膜が
設けられた半導体素子を用意する工程と、
　前記パッシベーション膜が形成された面の上方に、厚み方向に所定の間隔をあけて導電
箔を設け、前記パッシベーション膜と前記導電箔との間に前記導電箔を支持する中間層を
形成し、前記中間層に、前記導電箔の下方であって前記電極を避ける位置でくぼむ凹部を
形成する工程と、
　前記電極と前記導電箔とを電気的に接続する配線を形成する工程と、
　前記導電箔における前記凹部の上方位置に外部電極を形成する工程と、
　を含み、
　前記導電箔を、前記凹部上の部分が前記電極上を避けるように設ける半導体装置の製造
方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載の半導体装置の製造方法において、
　貫通穴を有し、かつ、前記貫通穴上を含めて前記導電箔が貼り付けられた基板を用意し
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、
　前記パッシベーション膜が形成された面上に前記中間層を形成し、前記中間層に前記凹
部を形成し、
　その後、前記貫通穴を前記凹部の上方に位置させて、かつ、前記導電箔を前記凹部に対
向させて、前記基板を前記中間層に載せ、
　前記貫通穴を介して前記導電箔に前記外部電極を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１１記載の半導体装置の製造方法において、
　柔軟性を有する材料から形成されて貫通穴を有する基板を用意し、
　前記パッシベーション膜が形成された面上に前記中間層を形成し、前記中間層に前記凹
部を形成し、かつ、前記中間層に前記配線を形成し、
　前記配線上に前記貫通穴を位置させて前記基板を前記中間層に載せ、前記基板に前記導
電箔を形成し、前記貫通穴を介して前記配線と前記導電箔とを電気的に接続する半導体装
置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記パッシベーション膜が形成された面上に前記中間層を形成し、前記中間層に前記導
電箔を形成し、前記導電箔に穴を形成し、前記穴を介して前記中間層をエッチングして前
記凹部を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１４記載の半導体装置の製造方法において、
　前記中間層は、前記半導体素子のエッチングが不可能な条件下で、エッチング可能な材
料で形成される半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記パッシベーション膜は、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされるもので
あり、
　前記パッシベーション膜上に、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされにくい
材料からなる被覆層を形成し、前記被覆層に前記中間層を形成し、前記中間層に前記導電
箔を形成し、前記導電箔に穴を形成し、前記穴を介して前記中間層をエッチングして前記
凹部を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記パッシベーション膜は、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされるもので
あり、
　前記パッシベーション膜上に、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされにくい
材料からなる第１の被覆層を形成し、
　前記第１の被覆層上に前記中間層を形成し、
　前記中間層上に前記導電箔及び配線を形成するとともに前記導電箔に穴を形成し、
　前記配線上にソルダレジスト層を形成し、
　前記ソルダレジスト層上に、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされにくい材
料からなる第２の被覆層を形成し、
　前記導電箔の穴を介して前記導電箔の下に至るまで前記中間層をエッチングする半導体
装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１４から請求項１７のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記中間層をエッチングする工程の前に、前記導電箔に前記外部電極を形成し、前記外
部電極に、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされにくい材料からなる電極被覆
層を形成する工程を含む半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
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　請求項１１から請求項１８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記凹部に、前記中間層よりもヤング率が低い樹脂を充填する工程を含む半導体装置の
製造方法。
【請求項２０】
　請求項１から請求項１０のいずれかに記載の半導体装置が実装された回路基板。
【請求項２１】
　請求項２０記載の回路基板を有する電子機器。
【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、回路基板並びに電子機器に関する。
【０００２】
【発明の背景】
半導体装置の高密度実装を追求すると、ベアチップ実装が理想的である。しかしながら、
ベアチップは、品質の保証及び取り扱いが難しい。そこで、ＣＳＰ（ Chip Scale/Size Pa
ckage）が適用された半導体装置が開発されている。ＣＳＰについては正式な定義はない
が、一般に、パッケージサイズがＩＣチップと同じか、ＩＣチップよりわずかに大きいＩ
Ｃパッケージと解されている。高密度実装を推進するためには、ＣＳＰ技術の開発が重要
である。ＣＳＰに関する従来例を開示する刊行物として、国際公開ＷＯ９５／０８８５６
号公報がある。
【０００３】
これによれば、外部電極を有する基板と半導体チップとの間にギャップが形成され、この
ギャップに樹脂が注入される。この樹脂は、硬化したときに弾力性を有するものである。
この弾力性を有する樹脂によって、外部電極に加えられた応力（熱ストレス）が吸収され
る。なお、この応力は、半導体装置と、この半導体装置が実装される回路基板との熱膨張
率の差によって生じる。
【０００４】
しかしながら、半導体チップの基板との間に注入される樹脂は、極めて薄いために十分な
熱ストレスの吸収がなされていなかった。
【０００５】
本発明は、この問題点を解決するものであり、その目的は、熱ストレスを効果的に吸収す
ることができる半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器を提供することに
ある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
（１）本発明に係る半導体装置は、電極を有する半導体素子と、
それぞれの電極の少なくとも一部を避けて前記半導体素子の表面上に設けられるパッシベ
ーション膜と、
前記パッシベーション膜が形成された面の上方において、厚み方向に所定の間隔をあけて
設けられる導電箔と、
前記導電箔上に形成される外部電極と、
前記パッシベーション膜と前記導電箔との間に形成されるとともに前記導電箔を支持する
中間層と、
前記電極と前記導電箔とを電気的に接続する配線と、を有し、
前記中間層には、前記導電箔における前記外部電極との接合部を含む領域の下方に、前記
パッシベーション膜 前記導電箔側 開口領域 凹部が形成されている。
【０００７】
本発明に係る「半導体素子」は、半導体チップにとどまらず、個片になっていないウエー
ハ状のものを指す場合もある。すなわちここでいう半導体素子とは、例えばシリコンから
なるベース基板状に切り離したとしても使える所定の回路が形成されていれば良く、切り
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離されて個片となっているかそれとも一体となっているかについては特に限定する必要は
ない。
【０００８】
本発明によれば、外部電極が導電箔に形成され、導電箔は中間層にて支持されている。中
間層には凹部が形成され、凹部の上方に外部電極が位置している。すなわち、外部電極が
中間層に直接支持されずに、中間層から浮いた状態になっている。このことによって、外
部電極は比較的自由に動くことができるので、回路基板との熱膨張率の差によって生じた
応力（熱ストレス）を吸収することができる。
【０００９】
（２）前記凹部内には、前記中間層よりもヤング率が低い樹脂が充填されていてもよい。
【００１０】
こうすることで、凹部の空間を埋めることができるので、リフロー工程などの加熱時に、
水蒸気の膨張によるクラックを防止することができる。
【００１１】
（３）前記配線は、前記パッシベーション膜が形成された面上に形成されるとともに前記
中間層の凹部の底面に位置し、
前記樹脂は、導電フィラーが添加されたものであって、前記配線と前記導電箔とを電気的
に接続されていてもよい。
【００１２】
（４）前記中間層は、前記電極と前記導電箔との間に傾斜面を有し、
前記配線は、前記傾斜面を通って前記電極と前記導電箔とを電気的に接続してもよい。
【００１３】
（５）前記中間層は、柔軟性を有する材料から形成されてもよい。
【００１４】
こうすることで、中間層自体によっても応力を緩和することができる。
【００１５】
（６）前記導電箔は、前記凹部の開口領域の内側の位置であって前記外部電極との接続部
を避ける位置に、穴を有してもよい。
【００１６】
こうすることで、導電箔が変形しやすくなり、導電箔によって応力を吸収することができ
る。
【００１７】
（７）本発明において、前記導電箔が形成された基板が、前記導電箔が形成された面を前
記中間層に向けて設けられており、
前記基板は、前記凹部の上方に貫通穴を有し、
前記貫通穴を介して前記導電箔に前記外部電極が形成されてもよい。
【００１８】
これによれば、導電箔上が基板にて覆われて保護される。
【００１９】
（８）本発明において、前記中間層と前記導電箔との間に、柔軟性を有する材料から形成
される基板が設けられ、
前記基板は、前記凹部の上方を除く領域に貫通穴を有し、
前記貫通穴を介して前記配線と前記導電箔とが電気的に接続されてもよい。
【００２０】
（９）前記導電箔と前記配線とは、一体的に形成されていてもよい。
【００２１】
（１０）前記導電箔と前記配線とは、別体であってもよい。
【００２２】
（１１）本発明に係る半導体装置の製造方法は、電極を有し、それぞれの電極の少なくと
も一部を避けて表面上にパッシベーション膜が設けられた半導体素子を用意する工程と、
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前記パッシベーション膜が形成された面の上方に、厚み方向に所定の間隔をあけて導電箔
を設け、前記パッシベーション膜と前記導電箔との間に前記導電箔を支持する中間層を形
成し、前記中間層に、前記電極を避ける位置でくぼむ凹部を形成する工程と、
前記電極と前記導電箔とを電気的に接続する配線を形成する工程と、
前記導電箔における前記凹部の上方位置に外部電極を形成する工程と、
を含む。
【００２３】
本発明によって製造される半導体装置によれば、外部電極が導電箔に形成され、導電箔は
中間層にて支持されている。中間層には凹部が形成され、凹部の上方に外部電極が位置し
ている。すなわち、外部電極が中間層に直接支持されずに、中間層から浮いた状態になっ
ている。このことによって、外部電極は比較的自由に動くことができるので、回路基板と
の熱膨張率の差によって生じた応力（熱ストレス）を吸収することができる。
【００２４】
（１２）本発明において、貫通穴を有し、かつ、前記貫通穴上を含めて前記導電箔が貼り
付けられた基板を用意し、
前記パッシベーション膜が形成された面上に前記中間層を形成し、前記中間層に前記凹部
を形成し、
その後、前記貫通穴を前記凹部の上方に位置させて、かつ、前記導電箔を前記凹部に対向
させて、前記基板を前記中間層に載せ、
前記貫通穴を介して前記導電箔に前記外部電極を形成してもよい。
【００２５】
これによれば、導電箔が基板に貼り付けられているので、導電箔を形成する工程を簡単に
行うことができる。
【００２６】
（１３）本発明において、柔軟性を有する材料から形成されて貫通穴を有する基板を用意
し、
前記パッシベーション膜が形成された面上に前記中間層を形成し、前記中間層に前記凹部
を形成し、かつ、前記中間層に前記配線を形成し、
前記配線上に前記貫通穴を位置させて前記基板を前記中間層に載せ、前記基板に前記導電
箔を形成し、前記貫通穴を介して前記配線と前記導電箔とを電気的に接続してもよい。
【００２７】
これによれば、導電箔が基板に貼り付けられているので、導電箔を形成する工程を簡単に
行うことができる。
【００２８】
（１４）前記パッシベーション膜が形成された面上に前記中間層を形成し、前記中間層に
前記導電箔を形成し、前記導電箔に穴を形成し、前記穴を介して前記中間層をエッチング
して前記凹部を形成してもよい。
【００２９】
（１５）前記中間層は、前記半導体素子のエッチングが不可能な条件下で、エッチング可
能な材料で形成されてもよい。
【００３０】
こうすることで、中間層をエッチングするときに、半導体素子の表面もエッチングされる
ことを防止できる。
【００３１】
（１６）前記パッシベーション膜は、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされる
ものであり、
前記パシベーション膜上に、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされにくい材料
からなる被覆層を形成し、前記被覆層に前記中間層を形成し、前記中間層に前記導電箔を
形成し、前記導電箔に穴を形成し、前記穴を介して前記中間層をエッチングして前記凹部
を形成してもよい。
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【００３２】
このように、パシベーション膜に被覆層を形成することで、パシベーション膜のエッチン
グを防止することができる。
【００３３】
（１７）前記パッシベーション膜は、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされる
ものであり、
前記パシベーション膜上に、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされにくい材料
からなる第１の被覆層を形成し、
前記第１の被覆層上に前記中間層を形成し、
前記中間層上に前記導電箔及び配線を形成するとともに前記導電箔に穴を形成し、
前記配線上にソルダレジスト層を形成し、
前記ソルダレジスト層上に、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされにくい材料
からなる第２の被覆層を形成し、
前記導電箔の穴を介して前記導電箔の下に至るまで前記中間層をエッチングしてもよい。
【００３４】
（１８）前記中間層をエッチングする工程の前に、前記導電箔に前記外部電極を形成し、
前記外部電極に、前記中間層のエッチング条件下でエッチングされにくい材料からなる電
極被覆層を形成する工程を含んでもよい。
【００３５】
これによれば、外部電極を形成してから、中間層をエッチングして凹部を形成する。した
がって、外部電極の形成により生じる残渣を除去してからエッチングを行えるので、残渣
が凹部に残らない。
【００３６】
（１９）本発明では、前記凹部に、前記中間層よりもヤング率が低い樹脂を充填する工程
を含んでもよい。
【００３７】
（２０）本発明に係る回路基板には、上記半導体装置が実装される。
【００３８】
（２１）本発明に係る電子機器は、上記回路基板を有する。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。
【００４０】
なお、各図面は説明を分かりやすくするために一部を拡大して示したものである。以下の
説明においては、最終的に個片にしたときの１つの半導体装置を想定して説明しているた
め、用いている用語や形状等において若干実際と異なる箇所がある。以下の説明では、半
導体チップと記載してあり、その意味の通り個片（すなわちチップ状）のものを指してい
るが、本発明に係る「半導体素子」は、半導体チップにとどまらず、個片になっていない
ウエーハ状のものを指す場合もある。すなわちここでいう半導体素子とは、例えばシリコ
ンからなるベース基板状に切り離したとしても使える所定の回路が形成されていれば良く
、切り離されて個片となっているかそれとも一体となっているかについては特に限定する
必要はない。また配線等の説明に必要な個所の代表的な箇所のみを取り上げているので、
各図にはその他の箇所に同様のものやその他の構造が省略されている。
【００４１】
（第１実施形態）
図１は、第１実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。同図に示す半導体装置１０
は、パッケージサイズが半導体チップ１２とほぼ同じであるＣＳＰ型のものである。
【００４２】
半導体チップ１２の能動面１２ａには、例えばアルミニウム（Ａｌ）から電極１４が形成
されている。また、それぞれの電極１４の少なくとも一部を避けて半導体チップ１２には
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、パッシベーション膜１１が形成されている。ここで、少なくとも一部を避けるとは、電
極１４から電気的信号等を導き出す必要があるからである。したがって、電極１４から電
気的信号等が導き出せる程度に、パッシベーション膜１１が電極１４を避ける必要がある
。パッシベーション膜１１は、例えば、ＳｉＯ 2、ＳｉＮ、ポリイミド樹脂などで形成す
ることができる。電極１４を避けて能動面１２ａに中間層１６が形成されている。詳しく
は、パッシベーション膜１１上に中間層１６が形成されている。また、中間層１６には、
凹部１６ａが形成されており、凹部１６ａ内では能動面１２ａが露出している。もっとも
、凹部１６ａは、へこんだ形状であれば足り、能動面１２ａが露出していなくてもよい。
また、中間層１６には、電極１４から傾斜する傾斜面１６ｂが形成されており、電極１４
から傾斜面１６ｂを経て中間層１６上にかけて、配線１８が形成されている。図１に示す
凹部１６ａの開口端部は、外部電極２６の根本の部分の大きさよりもかなり大きいが、こ
れに限定されず、外部電極２６の根本の部分の大きさとほぼ等しいかあるいはそれ以上で
あればよい。さらに、外部電極２６の根本の一部に、凹部１６ａの開口が位置しても良く
、この場合は、この開口が中間層の変形を許し、応力緩和効果を発揮できる。また、凹部
１６ａは、中間層１６を貫通してその下のパッシベーション膜１１を露出させてもよいが
、中間層１６を貫通しないように凹部１６ａの底部に中間層１６の一部を残しても良い。
【００４３】
ここで、中間層１６は、絶縁樹脂、例えばポリイミド樹脂からなり、半導体装置１０が回
路基板（図示せず）に実装されたときに、半導体チップ１２と実装される回路基板との熱
膨張係数の差によって生じる応力を緩和することができる。なお、中間層１６が応力緩和
機能を有することは、本発明の必須要件ではない。応力緩和機能は、凹部１６ａが形成さ
れていることでも達成される（詳しくは後述する）。
【００４４】
また、絶縁樹脂は、配線１８に対して絶縁性を有し、半導体チップ１２の能動面１２ａを
保護することができ、実装時のハンダを溶融するときの耐熱性も有する。後述する応力緩
和機能を付加させることを考慮すると、ポリイミド樹脂等が一般的に用いられ、中でもヤ
ング率が低いもの（例えばオレフィン系のポリイミド樹脂や、ポリイミド樹脂以外として
はダウケミカル社製のＢＣＢ等）を用いることが好ましく、特にヤング率が３００ｋｇ／
ｍｍ 2  以下程度であることが好ましい。中間層１６は、厚いほど応力緩和力が大きくなる
が、半導体装置の大きさや製造コスト等を考慮すると、１～１００μｍ程度の厚みとする
ことが好ましい。ただし、ヤング率が３００ｋｇ／ｍｍ 2  程度のポリイミド樹脂を用いた
場合には、１０μｍ程度の厚みで足りる。
【００４５】
あるいは、中間層１６として、例えばシリコーン変性ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂やシ
リコーン変性エポキシ樹脂等を用いても良く、さらに、ヤング率が低く応力緩和の働きを
果たせる材質を用いてもよい。また、中間層１６として、パシベーション層（ＳｉＮ、Ｓ
ｉＯ 2  、ＭｇＯなど）を形成し、応力緩和自体は、後述するように凹部１６ａが形成され
ることで行われてもよい。
【００４６】
配線１８は、例えば銅（Ｃｕ）やクロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、
チタンタングステン（Ｔｉ－Ｗ）から又はこれらのうちの複数を積層して形成され、その
上に導電箔２２が形成されている。導電箔２２は、予め基板２０に形成されたもので、接
着剤２４を介して、基板２０とともに配線１８上に貼り付けられる。なお、導電箔２２も
、例えば銅（Ｃｕ）から形成されている。
【００４７】
導電箔２２は、中間層１６に形成された凹部１６ａの開口端部よりも大きく形成されて、
この凹部１６ａの上方を覆うように配置されている。また、導電箔２２の一部は、配線１
８の上に接触して電気的に接続されている。なお、導電箔２２と配線１８とは、熱及び圧
力を加えて溶着されることが好ましい。導電箔２２と配線１８との電気的な接続は、上述
のような、接着剤２４による機械的圧接によっても良いし、配線１８及び導電箔２２上に
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Ａｕ、Ｓｎ、ハンダ等をメッキして両者をロウ付けしても良く、超音波熱等による拡散接
合で接続しても良い。そのために、導電箔２２及び配線１８の双方の接合面のうち少なく
とも一方に、低温ろうが設けられていることが好ましい。
【００４８】
基板２０は、柔軟性を有する樹脂等で形成されたフィルム状のもので、凹部１６ａの上方
の位置に、貫通穴２０ａを有する。なお、導電箔２２は、基板２０の下面において、貫通
穴２０ａを覆うように形成されている。そして、貫通穴２０ａを介して、導電箔２２に外
部電極２６が形成されている。外部電極２６は、例えば、ハンダのみで形成してもよいし
、銅（Ｃｕ）又はニッケル（Ｎｉ）の表面にハンダ又は金のメッキを施して形成してもよ
い。
【００４９】
なお、導電箔２２付きの基板２０として、２層（Ｃｕ箔＋ポリイミド基板）又は３層（Ｃ
ｕ箔＋接着剤＋ポリイミド基板）のＴＡＢ技術で用いられるフィルムキャリアテープ又は
ＦＰＣ（ Flexible Printed Circuit）を使用してもよい。
【００５０】
本実施形態は、上記のように構成されており、以下その作用を説明する。半導体装置１０
において、外部電極２６が形成された導電箔２２は、中間層１６によって支持されている
。ただし、中間層１６には、外部電極２６の直下を含む領域に、凹部１６ａが形成されて
いる。凹部１６ａによって、導電箔２２の下には空間が形成される。つまり、外部電極２
６との接合部付近において、導電箔２２は浮いた状態となって変形しやすくなっている。
このように構成されているので、外部電極２６に応力が加えられると、導電箔２２及び基
板２０が変形することで、その応力を吸収することができる。こうして、半導体装置を回
路基板に実装する際や、実装された回路基板や電子機器が温度変化による半導体装置（又
はシリコンから形成される半導体チップ）と回路基板との熱膨張係数差によるストレスや
、外部応力によって曲げられた際に発生する機械的ストレスを吸収することができる。以
下、ストレスとは、このことを言う。
【００５１】
次に、図２に、本実施形態に係る半導体装置の平面図を示す。同図において、半導体チッ
プ１２の電極１４から、能動面１２ａの中央方向に配線１８が形成され、各配線１８は導
電箔２２に接続され、導電箔２２には外部電極２６が設けられている。外部電極２６を除
く領域は、基板２０によって覆われて保護されている。
【００５２】
電極１４は、半導体チップ１２の周辺部に位置する、いわゆる周辺電極型の例であるが、
半導体チップの周辺領域よりも内側領域に電極が形成されたエリアアレイ配置型の半導体
チップを用いても良い。
【００５３】
なお、同図に示されるように、外部電極２６は半導体チップ１２の電極１４上ではなく半
導体チップ１２の能動領域（能動素子が形成されている領域）に設けられている。中間層
１６を能動領域に設け、更に配線１８を能動領域内に配設する（引き込む）ことで、外部
電極２６を能動領域内に設けることができる。すなわち、ピッチ変換をすることができる
。従って外部電極２６を配置する際に能動領域内、すなわち一定の面としての領域が提供
できることになり、外部電極２６の設定位置の自由度が非常に増すことになる。
【００５４】
そして、配線１８を必要な位置で屈曲させることにより、外部電極２６は格子状に並ぶよ
うに設けられている。なお、これは、本発明の必須の構成ではないので、外部電極２６は
必ずしも格子状に並ぶように設けなくても良い。
【００５５】
また、図２には、電極１４と配線１８との接合部において、電極１４の幅と配線１８の幅
が、
配線１８＜電極１４
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となっているが、実際には、
電極１４≦配線１８
とすることが好ましい。特に、
電極１４＜配線１８
となる場合には、配線１８の抵抗値が小さくなるばかりか、強度が増すので断線が防止さ
れる。
【００５６】
なお、本実施形態では、中間層１６が応力緩和機能を有するが、凹部１６ａが形成される
ことだけでも、ストレスを吸収することが可能である。したがって、中間層１６として、
応力緩和機能を有しない材質からなる層（例えば単なる絶縁層又は保護層）を形成した構
造であっても、ストレスの吸収が可能となる。
【００５７】
次に、図３（Ａ）～図３（Ｅ）は、本実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図
である。まず、図３（Ａ）に示すように、例えばアルミニウム（Ａｌ）からなる電極１４
を有する半導体チップ１２を用意する。なお、電極１４を避けて半導体チップ１２には、
図示しないパッシベーション膜が形成されている。ウエーハ状の半導体素子に対して、本
発明に係る工程を行うときでも、市販されているウエーハを用意すればよい。そして、半
導体チップ１２の能動面１２ａに、図示しないポリイミド樹脂をスピンコートなどの方法
で設ける。あるいは、予めフィルム状にされたポリイミド樹脂等を、能動面１２ａに貼り
付けてもよい。
【００５８】
そして、フォトリソグラフィの工程を経て、図３（Ｂ）に示すように、凹部１６ａを有す
る中間層１６を形成する。なお、凹部１６ａをフォトリソグラフィにより形成する場合に
は、それに適した材料を中間層１６の材料として選ぶことが好ましい。
【００５９】
続いて、図３（Ｃ）に示すように、電極１４から中間層１６上に至る配線１８を形成する
。例えば、スパッタリングにより１００オングストローム（１０ - 1 0  ｍ）のチタンタング
ステン（Ｔｉ－Ｗ）層を形成し、その上に同様にスパッタリングにより１μｍの銅（Ｃｕ
）層を形成し、こうして得られた金属膜を、所定のパターンにエッチングして配線１８を
形成する。
【００６０】
そして、図３（Ｄ）に示すように、接着剤２４を介して、基板２０を貼り付ける。基板２
０には、予め貫通穴２０ａが形成されているとともに、貫通穴２０ａを覆う位置に導電箔
２２が設けられている。
【００６１】
なお、導電箔２２及び配線１８の双方の接合面のうち少なくとも一方に、例えば、スズ（
Ｓｎ）、金（Ａｕ）又はハンダ等をメッキして、低温ろうを設けることが好ましい。
【００６２】
そして、導電箔２２が配線１８上に接触するように基板２０を載せて、基板２０の上から
熱及び圧力を加える。こうして、低温ろうが溶融して導電箔２２と配線１８とが電気的に
接続される。この接続は、超音波等を印加して行われても良い。
【００６３】
次に、図３（Ｅ）に示すように、基板２０の貫通穴２０ａを介して、導電箔２２に外部電
極２６を形成する。例えば、導電箔２２上に、ハンダボールを載せたり、ハンダメッキを
積み上げたり、ハンダペーストを印刷したり、銅（Ｃｕ）又はニッケル（Ｎｉ）あるいは
その両方のメッキを施してさらにハンダ又は金（Ａｕ）のメッキを施したりすることで、
外部電極２６を形成する。
【００６４】
以上の工程によって、半導体装置１０を得ることができる。なお、半導体チップ１２がウ
エーハ状のものである場合には、ダイシングを行って個片に切断することで半導体装置１
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０が得られる。半導体装置１０は、その後、品質検査を行ってトレイ詰めされる。
【００６５】
なお、本実施形態では、配線１８は傾斜面１６ｂ上に形成されているが、凹部１６ａ側の
傾斜面に形成されてもよい。このことは、以下の実施形態でも同様である。こうすれば、
配線１８の大部分は、中間層１６を通り、保護されるため、装置信頼性が向上する。
【００６６】
（第２実施形態）
図４は、第２実施形態に係る半導体装置を示す図である。同図に示す半導体装置３０は、
図１に示す半導体装置１０の凹部１６ａに、樹脂３２が充填されたことを特徴としており
、それ以外の構成は半導体装置１０と同様である。図４に示す凹部１６ａの開口端部は、
外部電極２６の根本の部分の大きさよりもかなり大きいが、これに限定されず、外部電極
２６の根本の部分の大きさとほぼ等しいかあるいはそれ以上であればよい。さらに、外部
電極２６の根本の一部に、凹部１６ａの開口が位置しても良く、この場合は、この開口が
中間層の変形を許し、応力緩和効果を発揮できる。また、凹部１６ａは、中間層１６を貫
通してその下のパッシベーション膜（図示せず）を露出させてもよいが、中間層１６を貫
通しないように凹部１６ａの底部に中間層１６の一部を残しても良い。
【００６７】
樹脂３２として、例えば感光性レジストとして使用されるポリイミド樹脂、シリコンゲル
又はゴム等のうち、中間層１６よりもヤング率が低くて柔らかいものを使用することが好
ましい。こうすることで、凹部１６ａにより形成される空間を埋めることができるので、
リフロー工程などの加熱時に、空気や水蒸気の膨張によるクラックを防止することができ
る。
【００６８】
樹脂３２は、基板２０を貼り付ける前に充填してもよいし、基板２０に穴を形成しておき
基板２０を貼り付けてから穴を介して充填してもよい。
【００６９】
また、本実施形態のように凹部に樹脂を充填することは、以下の全ての実施形態において
も適用することができる。
【００７０】
（第３実施形態）
図５は、第３実施形態に係る半導体装置を示す図である。同図に示す半導体装置４０は、
図１に示す半導体装置１０と同様に、半導体チップ１２、電極１４、中間層１６及び配線
１８を有し、中間層１６には凹部１６ａが形成されている。
【００７１】
中間層１６上には接着剤２４を介して基板４２が貼り付けられている。基板４２は、例え
ば、第１実施形態で中間層１６の材料として挙げたポリイミド樹脂等のヤング率の低い材
料から形成された膜である。基板４２上には、配線状にパターン化された導電箔４４が形
成され、導電箔４４上に外部電極４６が形成されている。基板４２には、配線１８のうち
中間層１６の上に位置する部分上に、貫通穴４２ａが形成されている。貫通穴４２ａには
、電気的接合部４８が形成されて、導電箔４４と配線１８とが電気的に接続されている。
また、導電箔４４の上にはソルダレジスト層４９が、外部電極４６を避けて設けられて、
導電箔４４を保護している。
【００７２】
次に、半導体装置４０の製造方法を説明する。まず、図３（Ａ）～図３（Ｃ）に示す工程
を経て、半導体チップ１２に、中間層１６及び配線１８を形成し、中間層１６には凹部１
６ａを形成する。
【００７３】
そして、中間層１６上に、接着剤２４を介して基板４２を貼り付け、基板４２に貫通穴４
２ａを形成する。なお、予め基板４２に貫通穴４２ａを形成してから、これを貼り付けて
もよい。
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【００７４】
次に、基板４２に導電箔４４を形成する。導電箔４４は、例えば、スパッタリング、電解
メッキ、無電解メッキ等によって形成することができる。導電箔４４のパターン化にはフ
ォトリソグラフィの技術を使用してもよい。あるいは、予め基板４２にパターン化された
導電箔４４を設けておいてから、これを中間層１６上に貼り付けてもよい。
【００７５】
そして、例えば、無電解メッキにより、あるいはこれに電解メッキを加えるなどの方法で
、基板４２の貫通穴４２ａを含む領域に電気的接合部４８を設ける。
【００７６】
次に、導電箔４４上に、外部電極４６の形成領域を避けてソルダレジスト層４９を設けて
から、外部電極４６を形成する。外部電極４６の形成方法は、第１実施形態の外部電極２
６の形成方法と同様である。
【００７７】
以上のようにして製造される半導体装置４０によっても、中間層１６に凹部１６ａが形成
されているので、外部電極２６に加えられるストレスを吸収することができる。
【００７８】
（第４実施形態）
図６は、第４実施形態に係る半導体装置を示す図である。同図に示す半導体装置５０は、
図１に示す半導体装置１０と同様に、電極５４を有する半導体チップ５２に中間層５６が
形成され、中間層５６には凹部５６ａが形成されている。また、電極５４から中間層５６
上にかけて配線５８が形成され、配線５８と一体的に導電箔６０が中間層５６上に形成さ
れている。導電箔６０には、少なくとも一つの穴６０ａが形成されている。そして、導電
箔６０における凹部５６ａ上の領域に、外部電極６２が形成されている。また、外部電極
６２を避けて、配線５８及び導電箔６０上にソルダレジスト層６４が形成されて、これら
が保護されている。
【００７９】
本実施形態は、その製造方法に特徴がある。図７（Ａ）～図８（Ｃ）は、本実施形態に係
る半導体装置の製造方法を説明する図である。
【００８０】
本実施形態では、基板を使用しないのでウエーハに対して中間層５６や外部電極６２等を
形成してから、これを切断することが好ましい。これに対して、基板を使用する形態（第
１～第３実施形態）では、テープ状の基板を個片の半導体チップに貼り付けることができ
る。
【００８１】
まず、図７（Ａ）に示すように、半導体チップ５２の能動面５２ａに、電極５４を避けて
中間層５６を形成する。中間層５６は、図１に示す中間層１６と同様の材料で形成される
。中間層５６がヤング率の低い材料で形成される場合には、中間層５６によっても応力緩
和機能を果たす。あるいは、応力緩和機能を果たさないような硬い材料（例えば、酸化マ
グネシウム（ＭｇＯ）等の無機物）で中間層５６を形成してもよい。
【００８２】
なお、中間層５６が後の工程でエッチングされるときに、半導体チップ５２の能動面５２
ａがエッチングされないように、中間層５６は、半導体パシベーション膜と材質において
異なることが好ましい。そのためには、中間層５６は、半導体チップ５２の表面に露出す
る物質がエッチングされない条件下で、エッチング可能な材料で形成されることが好まし
い。
【００８３】
次に、図７（Ｂ）に示すように、電極５４から中間層５６上にかけて、金属膜６６を形成
する。その製造方法は、第１実施形態の配線１８を形成するための金属膜の形成方法と同
様である。この場合、後述する外部端子６２のストレスが配線５８に直接かかるので、配
線５８の厚さは５～２０μｍ程度とすることが好ましい。金属膜６６は、後述する工程で
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エッチングされて配線５８及び導電箔６０を形成するものである。
【００８４】
次に、図７（Ｃ）に示すように、金属膜６６における導電箔６０となる部分に、穴６０ａ
を形成し、この穴６０ａを介して、中間層５６をエッチング液又はエッチングガス（エッ
チャント）にさらす。例えば、中間層５６をポリイミド等の樹脂で形成した場合、エッチ
ャントとしては、Ｋ０Ｈ等の強アルカリ水溶液や、Ｏ 2  又はＣＦ 4  等のドライエッチング
ガスが好ましく、中間層５６を酸化マグネシウム（ＭｇＯ）等で形成した場合には、熱リ
ン酸水溶液等が好ましい。その後、必要に応じて、エッチャントを除去する。特に、ウエ
ットプロセスの場合は、水洗、リンス工程を加えることが好ましい。こうして、図７（Ｄ
）に示すように、中間層５６がエッチングされて凹部５６ａが形成される。
【００８５】
続いて、図８（Ａ）に示すように、金属膜６６をパターニングして、配線５８及び導電箔
６０を形成する。そして、図８（Ｂ）に示すようにソルダレジスト層６４を形成して、図
８（Ｃ）に示すように外部電極６２を形成する。ソルダレジストとしては、感光性のポリ
イミド樹脂やエポキシ樹脂ドライフィルム等が用いられることが多い。外部電極６２の形
成方法は、第１実施形態と同様である。こうして、半導体装置５０が得られる。本実施形
態においても、第１実施形態と同様の効果を達成することができる。
【００８６】
さらに、本実施形態によって製造された半導体装置５０は、導電箔６０に穴６０ａが形成
されているので、導電箔６０が変形しやすくなっている。したがって、凹部５６ａ上で浮
いた状態となった導電箔６０によるストレスの吸収効果が一層高められている。
【００８７】
（第５実施形態）
図９（Ａ）～図９（Ｃ）は、第５実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す図である。
【００８８】
本実施形態では、図９（Ａ）に示すように、電極７４を有する半導体チップ７２に中間層
７６を形成する。中間層７６上には導電箔８０を形成し、導電箔８０から電極７４に至る
ように配線７８を形成する。配線７８及び導電箔８０上には、ソルダレジスト層８４を形
成する。また、導電箔８０には、穴８０ａを形成する。
【００８９】
なお、中間層７６の形成方法は図７（Ａ）に示す方法と同じであり、配線７８及び穴８０
ａ並びに導電箔８０の形成方法は図７（Ｂ）～図８（Ａ）に示す方法と同じである。また
、ソルダレジスト層８４は、外部電極８２（図９（Ｂ）参照）を避ける領域に形成される
。
【００９０】
そして、導電箔８０上に外部電極８２を形成し、これに伴って生じる残渣を除去してから
、外部電極８２及びソルダレジスト層８４上に、被覆層８６を形成する（図９（Ｂ）参照
）。被覆層８６は、中間層７６のエッチング条件下では、エッチングされにくい材料から
形成される。
【００９１】
続いて、導電箔８０の穴８０ａを介して、図７（Ｄ）の工程と同様にして、中間層７６に
凹部７６ａを形成し、被覆層８６を除去して、図９（Ｃ）に示す半導体装置７０が得られ
る。
【００９２】
本実施形態によれば、外部電極８２を形成するときに生じる残渣を除去してから、中間層
７６に凹部７６ａを形成するので、凹部７６ａに残渣が残らない。また、本実施形態によ
り製造された半導体装置７０の特徴は、第４実施形態と同様である。
【００９３】
（第６実施形態）
図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）は、第６実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す図であ
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る。
【００９４】
本実施形態では、図１０（Ａ）に示すように、電極１０４を避けて能動面１０２ａ上にパ
シベーション膜１０６が形成された半導体チップ１０２が使用される。パシベーション膜
１０６は、図１０（Ｃ）に示す中間層１０８と共通する性質を有する材料で形成される。
すなわち、パシベーション膜１０６は、中間層１０８のエッチング条件下で、エッチング
される材料で形成されている。例えば、中間層１０８及びパシベーション膜１０６をいず
れもポリイミド樹脂で形成した場合が該当する。
【００９５】
このような場合、図１０（Ｂ）に示すように、パシベーション膜１０６上において、少な
くとも凹部１０８ａ（図１０（Ｃ）参照）の下の位置に、被覆層１１８を形成する。被覆
層１１８は、中間層１０８及びパシベーション膜１０６のエッチング条件下ではエッチン
グされない材料で形成されている。例えば、中間層１０８及びパシベーション膜１０６が
ポリイミド樹脂から形成される場合には、被覆層１１８を、Ｃｒ、Ｔｉ－Ｗ、Ｔｉ等の金
属薄膜とすればよい。
【００９６】
その後、図７（Ａ）～図８（Ｃ）に示すのと同様の工程により、図１０（Ｃ）に示すよう
に、凹部１０８ａを有する中間層１０８、配線１１０、穴１１２ａを有する導電箔１１２
、外部電極１１４及びソルダレジスト層１１６を形成する。
【００９７】
本実施形態によれば、被覆層１１８によってパシベーション膜１０６が覆われているので
、中間層１０８をエッチングして凹部１０８ａを形成するときに、パシベーション膜１０
６までもエッチングされることを防止できる。こうして、凹部１０８ａ内に能動素子が露
出することを防止できる。応力緩和機能に関する特徴は、上述した実施形態と同様である
。
【００９８】
（第７実施形態）
図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）は、第７実施形態に係る半導体装置の一部を示す図である
。なお、図１１（Ｂ）は、図１１（Ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。本実施形態に係る半導
体装置１２０は、図１に示す半導体装置１０における基板２０及び導電箔２２に、穴１２
２、１２４が形成されたものである。
【００９９】
本実施形態によれば、穴１２２、１２４が形成されたことで、基板２０及び導電箔２２が
変形しやすくなり、応力緩和機能が高められている。
【０１００】
（第８実施形態）
図１２は、第８実施形態に係る半導体装置を示す図である。同図に示す半導体装置１３０
は、半導体チップ１３２の能動面１３２ａ上に、電極１３４から配線１３６が形成されて
いる。配線１３６の上には中間層１３８が形成されている。そして、中間層１３８には、
配線１３６上の位置で配線１３６が露出するように、凹部１３８ａが形成されている。中
間層１３８の上には、接着剤１４２を介して、基板１４６が設けられている。この基板１
４６には、凹部１３８ａの上方の位置で、かつ、この凹部１３８ａに対向する面に、導電
箔１４４が形成されている。また、基板１４６には、凹部１３８ａの上方において、貫通
穴１４６ａが形成されており、導電箔１４４が反対側の面から露出するようになっている
。そして、貫通穴１４６ａを介して、外部電極１４８が形成されている。
【０１０１】
さらに、凹部１３８ａには、導電ペースト１４０が充填されている。導電ペースト１４０
は、図４に示す凹部１６ａに充填された樹脂３２と同様に柔らかい樹脂に、銀（Ａｇ）、
銅（Ｃｕ）、銀メッキ銅又は金（Ａｕ）などの導電フィラーが添加されたものである。こ
の導電ペースト１４０によって、配線１３６と導電箔１４４とが電気的に接続される。
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【０１０２】
本実施形態においても、中間層１３８に凹部１３８ａが形成されていることで、応力緩和
機能を果たすことができる。
【０１０３】
（第９実施形態）
図１３（Ａ）～図１４（Ｂ）は、第９実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す図であ
る。本実施形態では、図１０（Ａ）に示す半導体チップ１０２と同様に、パシベーション
膜（図示せず）が能動面１５２ａに形成された半導体チップ１５２が使用される。このパ
シベーション膜は、中間層１５８のエッチング条件下で、エッチングされる材料から形成
される。
【０１０４】
図１３（Ａ）に示すように、能動面１５２ａにおけるパシベーション膜上に被覆層１５６
を形成する。被覆層１５６は、中間層１５８のエッチング条件下ではエッチングされない
材料（例えば、クローム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、チタンタングステン（Ｔｉ－Ｗ）又
は銅（Ｃｕ）など）から形成される。被覆層１５６は、例えばスパッタリングにより形成
される。
【０１０５】
次に、図１３（Ｂ）に示すように、被覆層１５６上を含み電極１５４を避けて、中間層１
５８を形成する。中間層１５８の材料は、第１実施形態と同様である。
【０１０６】
そして、図１３（Ｃ）に示すように、電極１５４から中間層１５８にかけて配線１６０を
形成し、配線１６０に電気的に接続するように導電箔１６２を形成する。具体的には、ス
パッタリングにて、クローム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、チタンタングステン（Ｔｉ－Ｗ
）又は銅（Ｃｕ）、あるいはこれらのうち複数が積層された金属膜を形成し、これをエッ
チングによりパターン化して、配線１６０及び導電箔１６２を一体的に形成する。また、
導電箔１６２には、穴１６２ａを形成する。
【０１０７】
続いて、図１３（Ｄ）に示すように、導電箔１６２の上に外部電極１６４を形成する。具
体的には、導電箔１６２上に、電解メッキ又は無電解メッキによって、銅（Ｃｕ）、ニッ
ケル（Ｎｉ）又は金（Ａｕ）、あるいはこれらのうち複数が積層されたバンプを形成して
、外部電極１６４を形成する。
【０１０８】
そして、図１４（Ａ）に示すように、配線１６０上にソルダレジスト層１６６を形成し、
ソルダレジスト層１６６上に被覆層１６８を形成する。被覆層１６８も、中間層１５８の
エッチング条件下ではエッチングされない材料（例えば、クローム（Ｃｒ）、チタン（Ｔ
ｉ）、チタンタングステン（Ｔｉ－Ｗ）又は銅（Ｃｕ）など）から形成される。
【０１０９】
そして、図１４（Ｂ）に示すように、中間層１５８に凹部１５８ａを形成する。その工程
は、図７（Ｄ）に示す工程と同様である。また、被覆層１６８をエッチングによって除去
する。この例では、外部電極１６４の中央部に開口があるが、第７実施形態のような開口
設計でもよい。
【０１１０】
以上の工程によって、半導体装置１５０を得ることができる。この半導体装置１５０も、
中間層１５８に凹部１５８ａが形成されていることで、応力緩和機能を果たす。
【０１１１】
なお、図１４（Ｂ）に示す半導体装置１５０のバンプ状の外部電極１６４の代わりに、図
１５に示すように、導電箔１６２における穴１６２ａを形成する端部上に、ハンダボール
からなる外部電極１７０を形成してもよい。
【０１１２】
なお、本発明は、ＣＳＰ型の半導体装置に限定されるものではない。例えば、半導体チッ
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プの電極上に直接変形部を積層すれば、フリップチップと同等のサイズでありながら、応
力緩和機能も有する半導体装置が得られる。
【０１１３】
図１６には、上述した実施形態に係る方法によって製造された半導体装置１１００を実装
した回路基板１０００が示されている。回路基板１０００には例えばガラスエポキシ基板
等の有機系基板を用いることが一般的である。回路基板１０００には例えば銅からなる配
線パターンが所望の回路となるように形成されるとともに、この回路基板１０００にハン
ダボールが設けられている。そして、配線パターンのハンダボールと半導体装置１１００
の外部電極とを機械的に接続することでそれらの電気的導通が図られる。
【０１１４】
この場合、半導体装置１１００には外部との熱膨張差により生じる歪みを吸収する構造が
設けられているため、本半導体装置１１００を回路基板１０００に実装しても接続時及び
それ以降の信頼性を向上できる。
【０１１５】
なお、実装面積もベアチップにて実装した面積にまで小さくすることができる。このため
、この回路基板１０００を電子機器に用いれば電子機器自体の小型化が図れる。また、同
一面積内においてはより実装スペースを確保することができ、高機能化を図ることも可能
である。
【０１１６】
そして、この回路基板１０００を備える電子機器として、図１７には、ノート型パーソナ
ルコンピュータ１２００が示されている。
【０１１７】
なお、能動部品か受動部品かを問わず、種々の面実装用の電子部品に本発明を応用するこ
ともできる。電子部品として、例えば、抵抗器、コンデンサ、コイル、発振器、フィルタ
、温度センサ、サーミスタ、バリスタ、ボリューム又はヒューズなどがある。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、第１実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２】図２は、第１実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図３】図３（Ａ）～図３（Ｅ）は、第１実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す図
である。
【図４】図４は、第２実施形態に係る半導体装置を示す図である。
【図５】図５は、第３実施形態に係る半導体装置を示す図である。
【図６】図６は、第４実施形態に係る半導体装置を示す図である。
【図７】図７（Ａ）～図７（Ｄ）は、第４実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明す
る図である。
【図８】図８（Ａ）～図８（Ｃ）は、第４実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明す
る図である。
【図９】図９（Ａ）～図９（Ｃ）は、第５実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す図
である。
【図１０】図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）は、第６実施形態に係る半導体装置の製造方法を
示す図である。
【図１１】図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）は、第７実施形態に係る半導体装置を示す図で
ある。
【図１２】図１２は、第８実施形態に係る半導体装置を示す図である。
【図１３】図１３（Ａ）～図１３（Ｄ）は、第９実施形態に係る半導体装置の製造方法を
示す図である。
【図１４】図１４（Ａ）及び図１４（Ｂ）は、第９実施形態に係る半導体装置の製造方法
を示す図である。
【図１５】図１５は、第９実施形態の変形例を示す図である。
【図１６】図１６は、本実施形態に係る半導体装置が実装された回路基板を示す図である
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。
【図１７】図１７は、本実施形態に係る半導体装置が実装された回路基板を備える電子機
器を示す図である。
【符号の説明】
１０　半導体装置
１１　パッシベーション膜
１２　半導体チップ
１２ａ　能動面
１４　電極
１６　中間層
１６ａ　凹部
１８　配線
２０　基板
２０ａ　貫通穴
２２　導電箔
２６　外部電極
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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