
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップ接続部を有するリードの、少なくとも該接続部上にフィルム状接着材を載
置する工程、
　前記フィルム状接着材の前記接続部上の位置に凹部を設ける工程、および
　前記凹部に球状導電部材を載置する工程、
を有する半導体チップ搭載用部材の製造法。
【請求項２】
　前記フィルム状接着材が接着材樹脂成分と該接着材樹脂成分中に分散された導電粒子か
らなる請求項１に記載の半導体チップ搭載用部材の製造法。
【請求項３】
　前記リードが絶縁性支持基板上に形成されている請求項１または２に記載の半導体チッ
プ搭載用部材の製造法。
【請求項４】
　前記球状導電部材の表面材質が金である請求項１～３のいずれか１項に記載の半導体チ
ップ搭載用部材の製造法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の製造法により製造された半導体チップ搭載用部材
上に半導体チップを位置合わせして載置し、加圧あるいは加熱加圧することにより球状導
電部材を介してこれらを導通させる工程を有する半導体装置の製造方法。
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【請求項６】
　前記加圧あるいは加熱加圧と同時に超音波を与える請求項５に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、半導体チップ搭載用部材、半導体チップ及びそれらの製造法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体端子と配線基板を接続する方法として、ワイヤーボンディング法、ＴＡＢボンディ
ング法などがあり、最近ではフィリップチップボンディングなども行われている。フィリ
ップチップボンディングとしては、例えばＩＢＭ等でＣ４と呼ばれる接続方法が開発され
ている。
一方、半導体を半導体の集積度が向上するに従い、入出力端子数が増加している。従って
、多くの入出力端子数を有する半導体パッケージが必要になった。一般に、入出力端子は
パッケージの周辺に一列配置するタイプと、周辺だけでなく内部まで多列に配置するタイ
プがある。前者は、ＱＦＰ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃｋａｇｅ）が代表的である。こ
れを多端子化する場合は、端子ピッチを縮小することが必要であるが、０．５ｍｍピッチ
以下の領域では、配線板との接続に高度な技術が必要になる。後者のアレイタイプは比較
的大きなピッチで端子配列が可能なため、多ピン化に適している。従来、アレイタイプは
接続ピンを有するＰＧＡ（Ｐｉｎ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）が一般的であるが、配線板と
の接続は挿入型となり、表面実装には適していない。このため、表面実装可能なＢＧＡ（
Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）と称するパッケージが開発されている。
【０００３】
また、電子機器の小型化に伴って、パッケージサイズの更なる小型化の要求が強くなって
きた。この小型化に対応するものとして、半導体チップとほぼ同等サイズの、いわゆるチ
ップサイズパッケージ（ＣＳＰ；　Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）が提案されて
いる。これは、半導体チップの周辺部でなく、実装領域内に外部配線基板との接続部を有
するパッケージである。具体例としては、バンプ付きポリイミドフィルムを半導体チップ
の表面に接着し、チップと金リード線により電気的接続を図った後、エポキシ樹脂などを
ポッティングして封止したもの（ＮＩＫＫＥＩ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ　＆　ＴＥＣＨＮＯ
ＬＯＧＹ　９４．４，Ｎｏ．１４０，ｐ１８－１９）や、仮基板上に半導体チップ及び外
部配線基板との接続部に相当する位置に金属バンプを形成し、半導体チップをフェースダ
ウンボンディング後、仮基板上でトランスファーモールドしたもの（Ｓｍａｌｌｅｓｔ　
Ｆｌｉｐ－Ｃｈｉｐ－Ｌｉｋｅ　Ｐａｃｋａｇｅ　ＣＳＰ；　ＴｈｅＳｅｃｏｎｄ　ＶＬ
ＳＩ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ，ｐ４６－５０，１９
９４）などがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来提案されている半導体装置の多くは、小型で高集積度化に対応できか
つ電気特性や信頼性に優れ、しかも生産性に優れるものではない。
本発明は、電気特性や信頼性に優れる小型の半導体装置、半導体チップ搭載用部材、半導
体チップ及びそれらの製造法を提供するものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の半導体装置は、半導体チップ接続部を有すリ－ドを備え、前記リ－ドの前記半導
体チップ接続部に接着材が形成されており、前記接着材上に半導体チップ端子の位置に対
応して球状導電部材が載置されており、半導体チップがその端子と前記球状導電部材を対
向させて載置されており、前記半導体チップ端子と前記リ－ドとが前記球状導電部材を介
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して導通されていることを特徴とする。
接着材は、リ－ドの半導体チップ接続部を含む半導体チップ搭載領域部に形成されいるこ
とが好ましく、半導体チップ端子部は接着材で充填されていることが好ましい。接着材は
、接着材樹脂成分と前記接着材樹脂成分中に分散した導電性粒子よりなるものが使用でき
る。リードは絶縁性支持基板上に形成するのが好ましく、球状導電部材は表面材質が金で
あるものが好ましい。
【０００６】
本発明の半導体チップ搭載用部材は、半導体チップ接続部を有すリ－ドを備え、前記半導
体チップ接続部上に接着材を介して球状導電部材が載置されているものである。
接着材は、リ－ドの半導体チップ接続部を含む半導体チップ搭載領域部に形成されいるこ
とが好ましく、接着材は、接着材樹脂成分と前記接着材樹脂成分中に分散した導電性粒子
よりなるものが使用できる。リードは絶縁性支持基板上に形成するのが好ましく、球状導
電部材は表面材質が金であるものが好ましい。
【０００７】
本発明の半導体チップ搭載用部材の製造法は、リードの半導体チップ接続部上にフィルム
状接着材を載置し、前記フィルム状接着材上に球状導電部材を載置することを特徴とする
。
本発明の半導体チップは、半導体チップ端子の面に形成された接着材を備え
、前記端子上に接着材を介して球状導電部材が載置されているものである。
接着材は接着材樹脂成分と前記接着材樹脂成分中に分散した導電粒子よりなるものが好ま
しい。
本発明の半導体チップの製造法は、半導体素子端子面にフィルム状接着材を載置し、前記
フィルム状接着材の上に球状導電部材を載置することを特徴とする。
【０００８】
本発明の半導体装置の製造法は、前記半導体チップ搭載用部材の半導体チップ接続部上に
半導体チップを載置させ、加圧することにより、半導体チップ接続部と半導体チップ端子
を導通させる工程を含むことを特徴とするものである。
また本発明の半導体装置の製造法は、半導体チップ接続部を有するリード上に、前記の半
導体チップの球状導電部材を載置させ、加圧することにより、半導体チップ接続部と半導
体チップ端子を導通させる工程を含むことを特徴とする。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明でリ－ドとは、特定の箇所と箇所を電気的に接続する機能を有すもので、銅、ニッ
ケル、４２アロイ等の金属、ＩＴＯ膜等の誘電率が低いものが用いられる。リ－ドとして
は絶縁性支持基板上に形成された所定の配線パタ－ン、銅、４２アロイ等の金属のリ－ド
フレ－ム等が使用される。
【００１０】
絶縁性支持基板とは、ポリイミドなどのフィルム基材、ガラスクロスにエポキシ樹脂やポ
リイミド樹脂等をがん浸させたいわゆるガラスエポキシ材、ガラスポリイミド材、同様に
樹脂中にフィラー成分を分散させてなるフィルム基材、アルミナやシリカを主成分とする
セラミック基材等がある。また、多層配線板も含んでいる。
【００１１】
リ－ドの半導体チップ接続部とは、リ－ド表面の特定箇所であり、半導体チップの端子が
接続される箇所である。
リ－ドの半導体チップ接続部を含む半導体チップ搭載領域部とは、実質上半導体チップの
搭載領域のことである。したがって、半導体チップ搭載領域に形成された接着材がチップ
サイズより多少小さい場合、チップサイズより一部大きい場合などを含んでいる。チップ
を搭載し、チップとリ－ドを球状導電部材を介して接続した際に、少なくともチップの露
出した金属電極面を含む端子部を接着材が充填されるように配置した方がよい。さらに、
望ましくはチップの電極面と絶縁基板間に接着材が充填されるように配置したほうがよい
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。
【００１２】
接着材は、エポキシ成分やポリイミド成分などを含む熱可塑性・熱硬化性の接着材などが
利用できる。また、樹脂成分中に導電性粒子を分散させてなる接着材が利用できる。この
場合、樹脂中に１μｍから２０μｍの大きさの導電性粒子を樹脂１００重量部に対して０
．５～１０重量部分散してなるものが好ましい。導電性粒子としては、ニッケル粒子、金
粒子、樹脂粒子に表面金めっきやニッケルめっきなどを施したものなどがある。
【００１３】
本発明の球状導電部材とは必ずしも球形だけに限定されず、直方体、円柱、円錐など立体
的な形状を持つものであればよい。スタッドバンプ状のものでも良い。
導電部材とは、金属バルクに限らず、樹脂材や金属材の表面にめっきを施したものなどで
もよい。
球状導電部材は接着フィルム上に載置した際に、接着材からの高さ１０μｍから１００μ
ｍの範囲が好ましい。また、幅は対応するチップ電極より十分小さいことが望ましい。
球状導電部材を載置する際には、導電性部材を接着材上の所定の位置に１個づつ載置して
く方法、あらかじめ吸着マスクなどに導電性部材を配列したあとで接着材上に転写して載
置する方法などが利用できる。
また、球状導電部材を載置させる方法として他に、接着材の上に銅箔等の金属箔を貼り付
け、フォトリソグラフィを利用したプロセスによって露光現像してもよい。
【００１４】
半導体チップの端子と配線パタ－ン等のリ－ドを球状導電部材を介して導通させるために
は、例えば、チップの電極と球状導電部材を位置合わせし、熱と荷重をかけながら球状導
電部材下の接着材などを流動させる等の方法によって、球状導電部材を介して配線とチッ
プ電極を電気的に導通させる。このとき、超音波など振動を与えることも効果的である。
また、接着材として樹脂中に導電性粒子を分散させてなるものを用いて、球状導電部材と
チップ電極及び配線間に導電粒子が介在するように導通させてもよい。
【００１５】
【実施例】
　図１により、本発明の について説明する。ポリイミド接着剤（厚み：０．０１
μｍ）をポリイミドフィルムの両面に塗布した、厚さ０．０７ｍｍのポリイミドボンディ
ングシート２に、ドリル等で外部接続端子部３を形成する。ここでは、ドリルを用いたが
、パンチングを利用してもよい。次に厚さ０．０１８ｍｍの銅箔（日本電解製、商品名：
ＳＬＰー１８）を接着後、配線１を通常のエッチング法で形成する。さらに、露出してい
る配線に無電解ニッケルめっき（膜厚：５μｍ）、無電解金めっき（膜厚：０．８μｍ）
を順次施す（不図示）。ここでは、無電解めっきを使用したが、電解めっきを用いてもよ
い。次に打ち抜き金型を用いてフレーム状に打ち抜き、配線を形成した支持基板を準備す
る（図１（ａ））。配線が形成された絶縁性支持基板の作製方法として市販の２層（銅／
ポリイミド）フレキシブル基板のポリイミドを、レーザ加工によりアウター接続部穴等を
形成する方法でもよい。次に支持基板の半導体チップ搭載領域部に、接着フィルム４を仮
接着した。接着フィルムとしては種々あるが、ここでは、樹脂中に導電粒子が分散されて
なる接着フィルム（日立化成工業株式会社製、商品名：アニソルム）を仮接着した（図１
（ｂ））。仮接着の条件は接着材の樹脂組成にもよるが、例えば温度１００℃、時間５秒
、圧力３ｋｇｆ／ｃｍ 2などが用いられる。次に、先ほど仮接着した接着フィルム４上に
金ボール５を搭載した（図１（ｃ））。搭載装置の転写基板に設けられた微小穴を通して
金ボールを半導体チップの端子に対応した所定の位置に吸着配列し、その後、接着フィル
ム上に転写載置させた。他にワイヤーボンディング装置のボールボンディングを利用した
個別搭載も可能である。転写載置の条件は接着フィルム４の樹脂組成にもよるが、例えば
ボール当りの荷重１０ｇｆ、温度１０５℃、時間５秒などが用いられる。次に、半導体チ
ップ６のチップ電極７と金ボール５をアライメントした（図１（ｄ））。半導体チップ上
部から圧力を加えながら接着樹脂を流動させて、導電部材を介してチップの電極と配線を
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導通させた（図１（ｅ））。このとき、接着フィルム中の導電粒子の一部が、導電部材と
チップ電極、導電部材と配線のそれぞれの間に介在することにより、チップと配線の接続
がより確実になった。接着の条件は、用いる樹脂の種類等によって異なるが、例えば、温
度１８０℃、圧力１５ｋｇ／ｃｍ 2、時間２０秒などが用いられる。接続を確実にするた
めに高温条件、例えば３５０℃、温度１８０℃、圧力２ｋｇ／ｃｍ 2、時間２秒などで加
圧・加熱してもよい。チップをさらに防湿させるためにトランスファモールド金型に装填
し、半導体封止用エポキシ樹脂８（日立化成工業（株）製、商品名：ＣＬ－７７００）な
どを用いて各々封止した（図１（ｆ））。ここでは、トランスファーモールドを用いたが
、液状封止材を用いる方法も可能である。また、この工程は必ずしも行わなくてもよい。
その後、アウター接続部に共晶はんだボール９を配置し窒素雰囲気炉（最高温度：２４０
℃）にて溶融させた（図１（ｇ））。多数個取りの場合は、この後または中途の工程でパ
ンチにより個々のパッケージに分離させてもよい。
【００１６】
　図２に本発明の他の を示す。リードである所定の配線パタ－ン１は絶縁性支持
基板の一表面の半導体チップ搭載領域部に形成されており、さらに半導体チップ搭載領域
部に接着フィルム４が形成されている。球状導電部材は、配線パタ－ン１の半導体チップ
接続部上に接着フィルムを介して接着されている。この例では、外部接続用穴を設けた。
この穴には、半田ボール等を形成して別の配線基板などと接続する。パッケージにすると
きは、チップのインナー端子７と球状導電部材５を位置合わせして、加圧や加熱等により
接続する。図３に更に他の を示す。図２の例で、球状導電部材が接着材に埋め込
まれたものである。図４に 一実施例を示す。図２の例で接着材４の凹部に球状導
電部材を配置したものである。図５に更に他の を示す。図２の例で配線パタ－ン
のリードがチップ搭載領域の外に形成されたものである。外部接続用端子穴３を設けた例
を示すが、必ずしも必要ではない。図６に更に他の を示す。絶縁性支持基板の一
部に開口部を設けてある。図７に更に他の を示す。リードの半導体チップ搭載領
域に接着フィルムが搭載され、球状導電部材は、リードの半導体チップ接続部上に接着フ
ィルムを介して搭載されている。図８に更に他の を示す。図７の例で接着フィル
ムの一部が開口されている。図９に更に他の を示す。図５の例で半導体チップが
複数個搭載された例である。
【００１７】
　図１０に、更に他の を示す。半導体チップを用意し（図１０（ａ））、その電極
面に接着材を付けた（図１０（ｂ））。ペースト上の接着材を半導体チップ上に塗って半
硬化したものでも、予め接着材をフィルム上にしておいたものを熱などによってラミネー
トプレスしてもよい。接着材は熱硬化性接着材の半硬化状態のものや熱可塑性接着材等が
望ましい。次に、半導体電極上部の接着材上に球状導電部材を載置した半導体素子を作っ
た（図１０（ｃ））。次に絶縁基板上にリードが形成されている配線基板を用意し、リー
ドのチップ接続部と半導体素子の球状導電部材を位置合わせし（図１０（ｄ））、熱圧着
した（図１０（ｅ））。このとき、チップ電極とリードが導通されるとともにチップの電
極面と配線板間に接着材が充填された。ここまでの処理工程は、この例ではチップ単位で
おこなったが、ウエハー状態で処理した後に個々のチップに切断してもよい。チップをさ
らに防湿させるためにトランスファモールド金型に装填し、半導体封止用エポキシ樹脂８
（日立化成工業（株）製、商品名：ＣＬ－７７００）などを用いて各々封止した（図１０
（ｆ））。ここでは、トランスファーモールドを用いたが、液状封止材を用いる方法も可
能である。また、この工程は必ずしも行わなくてもよい。その後、アウター接続部３に共
晶はんだボール９を配置し窒素雰囲気炉にて溶融させた（図１０（ｇ））。多数個取りの
場合は、この後または中途の工程でパンチにより個々のパッケージに分離させてもよい。
【００１８】
　図１１に、更に他の を示す。半導体チップを用意し（図１１（ａ））、その電極
面に接着材及び銅箔を付けた（図１１（ｂ））。銅箔上に接着材を塗工した基材をチップ
上にラミネートプレスする方法を用いてもよいし、図１０（ｂ）と同様のものを作製して
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おき、銅箔をラミネートプレスする方法でもよい。接着材は熱硬化性接着材の半硬化状態
のものや熱可塑性接着材等が望ましい。次に通常のフォトリソグラフィ工程を利用して銅
箔をエッチングし、半導体電極上部の接着材上に球状導電部材を載置した半導体素子を作
った（図１１（ｃ））。次に絶縁基板上にリードが形成されている配線基板を用意し、リ
ードのチップ接続部と半導体素子の球状導電部材を位置合わせし（図１１（ｄ））、熱圧
着した（図１１（ｅ））。このとき、チップ電極とリードが導通されるとともにチップの
電極面と配線板間に接着材が充填された。ここまでの処理工程は、この例ではチップ単位
でおこなったが、ウエハー状態で処理した後に個々のチップに切断してもよい。チップを
さらに防湿させるためにトランスファモールド金型に装填し、半導体封止用エポキシ樹脂
８（日立化成工業（株）製、商品名：ＣＬ－７７００）などを用いて各々封止した（

）。ここでは、トランスファーモールドを用いたが、液状封止材を用いる方法も
可能である。また、この工程は必ずしも行わなくてもよい。その後、アウター接続部３に
共晶はんだボール９を配置し窒素雰囲気炉にて溶融させた（ ）。多数個取り
の場合は、この後または中途の工程でパンチにより個々のパッケージに分離させてもよい
。
【００１９】
【発明の効果】
狭端子ピッチやエリアアレイに配列された端子を持つ半導体チップとリ－ドとなる配線基
板との接続が容易になる上、半導体パッケージ化した時に小型化が期待できる。また従来
実装技術に比べて配線長が短くなり、電気特性の向上が期待できる。
球状導電性部材の大きさを予め選別しておいて接着材上に搭載することにより、球状導電
部材の高さばらつきが少なく、接続の信頼性が向上する。また球状導電部材後に高さを合
わせたり、高さを検査する必要もなくなる。
接続用部材となる球状導電部材を接着材上に搭載することができるので、金属接合を利用
する方法に比べて低温での搭載が可能となる。
接着材、とくにフィルム状接着材上に球状導電部材を配置することによって、球状導電部
材と接着材との反射率の差（すなわち、コントラスト）などにより、画像処理などによる
球状導電部材整列の検査が容易になる。また、アライメント作業も容易である
【００２０】
球状導電部材の材質、形状は様々な種類が選択できる。また、球状導電部材の表面を金に
することにより、接続抵抗が小さくなるだけではなく、端子相互間の耐マイグレーション
性が向上し、長期にわたる絶縁信頼性を確保できる。また、ニッケル粒子に金被膜した部
材など硬い球状導電部材を使用すると、球状導電部材の潰れが小さくなり、高さを確保で
き、長期信頼性確保に有利になる。また、アルミニウムの酸化被膜を破るためにも有効で
ある。
球状導電部材の配列に失敗した場合、配置をリペアをすることも可能である。本発明の半
導体部材や半導体素子を用いることによって、半導体チップのリペア性と接続信頼性を両
立させることも可能である。すなわち、半導体チップの加圧、加熱条件や接着材の材質、
厚みなどを選ぶことにより、チップリペア可能な状態でチップの動作確認などの検査を行
うこともできる。不具合があればリペア等を行い、なければ再度加圧、加熱を行うことも
可能である。
【００２１】
半導体チップ搭載時に接続部周辺に接着材を簡便に充填可能である構造であるため、チッ
プ端子部の保護用樹脂を接続後に充填する必要がない。また、半導体チップ搭載時に半導
体チップと配線基板間に樹脂を充填することも可能となり、長期の接続信頼性を向上させ
ることができる。
球状導電部材や接着材の材質を選択することによって、端子部下のチップ配線や素子を破
壊することなく、半導体チップ搭載及び接続が可能である。
樹脂中に導電性粒子を分散させてなる接着材を用いることにより、低温での接続が可能に
なったり、接続信頼性を向上させることができる。
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チップに接着フィルムを介して球状導電部材の付いた半導体素子では、チップ電極が接着
材により保護されているため、チップ電極材のアルミニウム等が加湿腐食されにくい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を説明する断面図。
【図２】本発明の他の一実施例を説明する断面図。
【図３】本発明の更に他の一実施例を説明する断面図。
【図４】本発明の更に他の一実施例を説明する断面図。
【図５】本発明の更に他の一実施例を説明する断面図。
【図６】本発明の更に他の一実施例を説明する断面図。
【図７】本発明の更に他の一実施例を説明する断面図。
【図８】本発明の更に他の一実施例を説明する断面図。
【図９】本発明の更に他の一実施例を説明する断面図。
【図１０】本発明の更に他の一実施例を説明する断面図。
【図１１】本発明の更に他の一実施例を説明する断面図。
【符号の説明】
１・・・リード
２・・・絶縁性支持基板
３・・・外部接続端子穴
４・・・接着フィルム
５・・・金ボール
６・・・半導体チップ
７・・・チップ電極
８・・・半導体封止用エポキシ樹脂
９・・・はんだボール
１０・・銅箔
１１・・銅箔をエッチングして作製した球状導電部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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