
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　
　
　

【請求項２】
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実装基板側の電極に導電性粒子を含む異方性導電膜を介して電気的に接続可能なバンプ
電極を有する半導体装置の製造方法であって、
（ａ）半導体基板の主面上に複数の配線電極を形成する工程、
（ｂ）前記複数の配線電極上にパッシベーション膜を形成する工程、
（ｃ）前記パッシベーション膜に等方性エッチングを用いて複数の孔部を形成し、前記配
線電極の一部を露出する工程、
（ｄ）前記工程（ｃ）の後、前記パッシベーション膜上に、スパッタリング法でバンプ下
地層を形成する工程、
（ｅ）前記工程（ｄ）の後、前記バンプ下地層上に、メッキ法を用いて前記バンプ電極を
形成する工程を含み、

前記バンプ電極は前記複数の孔部を介して前記配線電極と電気的に接続され、
前記複数の孔部は前記配線電極に近い側の幅が前記配線電極から遠い幅より小さく、
前記バンプ電極の上面には前記複数の孔部に対応した複数の凹部が形成され、前記凹部

の上部の幅は前記導電性粒子の平均粒径よりも小さいことを特徴とする半導体装置の製造
方法。

請求項 1記載の半導体装置の製造方法において、
前記複数の孔部の平面形状は同心の環状であることを特徴とする半導体装置の製造方法



【請求項３】
　
　

【請求項４】
　
　

【請求項５】
　

　

【請求項６】
　
　
【請求項７】
　
　

【請求項８】
　
　
【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技術に関し、特に、バンプ電極を用いたフリップチ
ップ方式で実装される半導体装置に適用して有効な技術である。
【０００２】
【従来の技術】
以下に説明する技術は、本発明を研究、完成するに際し、本発明者によって検討されたも
のであり、その概要は次のとおりである。
【０００３】
半導体チップ等の半導体装置では、その小型化、高密度実装化等が強く求められている。
かかる技術的要請に対して、バンプ電極を設けた半導体チップを、フェイスダウンの状態
で実装基板側に位置合わせし、バンプ電極と実装基板側電極とを接続する、いわゆるフリ
ップチップ方式による実装技術が広く採用されている。
【０００４】
かかるフリップチップ方式による実装としては、例えば、チップ・オン・ガラス（ＣＯＧ
）方式、チップ・オン・フィルム（ＣＯＦ）方式、チップ・オン・ボード（ＣＯＢ）方式
等の実装方式が知られている。
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請求項 1記載の半導体装置の製造方法において、
前記複数の孔部の平面形状は、それぞれ平行に配置された四角形であることを特徴とす

る半導体装置の製造方法。

請求項 1記載の半導体装置の製造方法において、
前記半導体基板上にＬＣＤドライバが形成されていることを特徴とする半導体装置の製

造方法。

実装基板側の電極に導電性粒子を含む異方性導電膜を介して電気的に接続可能なバンプ
電極を有する半導体装置であって、
（ａ）半導体基板と、
（ｂ）前記半導体基板の主面上に形成された複数の配線電極と、
（ｃ）前記複数の配線電極上のパッシベーション膜と、
（ｄ）前記配線電極を露出するように前記パッシベーション膜に形成された複数の孔部と
、
（ｅ）前記パッシベーション膜上に形成され、前記複数の孔部を介して前記配線電極と電
気的に接続された前記バンプ電極を有し、

前記複数の孔部は前記配線電極に近い側の幅が前記配線電極から遠い側の幅より小さく
、前記バンプ電極の上面には複数の凹部が形成され、前記凹部の上部の幅は前記導電性粒
子の平均粒径よりも小さいことを特徴とする半導体装置。

請求項５記載の半導体装置において、
前記複数の孔部の平面形状は同心の環状であることを特徴とする半導体装置。

請求項５記載の半導体装置において、
前記複数の孔部の平面形状は、それぞれ平行に配置された四角形であることを特徴とす

る半導体装置。

請求項５記載の半導体装置において、
前記半導体基板上にＬＣＤドライバが形成されていることを特徴とする半導体装置。



【０００５】
近年、高精細化、画素数の増大化が求められている液晶技術の分野でも、例えば、液晶表
示に係る電圧切替えを制御するＬＣＤドライバの実装方式として、上記方法が積極的に採
用されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記技術においては、以下の課題があることを本発明者は見出した。
【０００７】
上記フリップチップ方式の実装は、一般的には、半導体装置側のバンプ電極と、実装基板
側電極との間に、異方性導電樹脂等で構成される異方性導電膜を介在させて、バンプ電極
を実装基板側電極に加熱圧着することにより行われている。
【０００８】
かかる実装に際してのバンプ電極と実装基板側電極との電気的接続は、異方性導電膜に含
まれる導電性粒子が、バンプ電極と実装基板側電極との間に介在させられることにより確
保されることとなる。
【０００９】
すなわち、加熱圧着により、異方性導電性膜内に含まれていた導電性粒子が、バンプ電極
と実装基板側電極との間に挟まれて、両電極間を電気的に接続できるように介在させられ
ることにより、バンプ電極－導電粒子－実装基板側電極なるルートで電気的接続が確保さ
れるのである。
【００１０】
かかる介在させた導電性粒子を仲立ちとして両電極間の電気的接続を確保するためには、
両電極間における導電性粒子の高密度化が求められる。
【００１１】
しかし、実装に際して、バンプ電極の実装基板側電極への圧着に不均一が発生すると、そ
の加圧不足部分では、両電極間に介在する導電粒子の密度は正常加圧部分に比べて相対的
に粗に成りがちである。
【００１２】
かかる加圧不足部分では、両電極間に介在する導電性粒子が、正常加圧部分に比べて、両
電極間で圧縮される割合が少なく、導電性粒子同士、あるいは電極と導電性粒子との接触
度合いが比較的に弱かったり、あるいは非接触状態となる場合もある。かかる場合には、
その部分における電気抵抗が高くなり、両電極間の良好な十分な導通性が確保されないこ
ととなる。
【００１３】
例えば、両電極間に電位差をかければ確かに電流は流れるものの、十分な電流は当初から
流れず、十分に電圧が上がるまでに時間がかかる等の異常が発生する。電圧の切替えを円
滑に行うことで、液晶状態を変化させてその表示を行う液晶表示のＬＣＤドライバにおい
ては、液晶表示の鮮明性が確保できなくなる重大な障害となる。
【００１４】
また、かかる異常は、完成したＬＣＤドライバ等の半導体装置の完成品検査においても、
所定位置に検査用のプローブを当てて、その導通を検査するに際して、反応が遅かったり
、あるいは全く導通が示されず、プローブを多少動かして接触位置を変えると導通が俄に
確認される等の検査時の問題現象の原因の一つともなる。
【００１５】
かかる導通異常が発生する大きな原因の一つは、バンプ電極の表面形状によるものである
。バンプ電極は、半導体装置に設けられた配線電極上のパッシベーション膜をエッチング
等で除去し、その上にメッキ等の手段で電極形成を行って作成される。
【００１６】
　そのため、このようにして形成されたバンプ電極では、電極表面に、パッシベーション
膜をエッチングして配線電極を露出させた際のパッシベーション膜面と配線電極面との段
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差を反映した窪みが形成され こととなる。
【００１７】
かかる構成のバンプ電極を有する半導体装置をフリップチップ方式でフェイスダウン実装
すると、窪みを有した電極表面が、実装基板側電極対面されることとなり、両電極間に介
在させる異方性導電膜中の導電性粒子への押圧力が、窪み部と、窪んでいないその周辺部
とでは微妙に異なることとなる。すなわち、実装時に加圧不均一が発生するのである。
【００１８】
　そこで、かかる対策として、パッシベーション膜を薄膜化することで、パッシベーショ
ン膜面と配線電極面との段差を小さく抑える手段が提案されている。しかし、パッシベー
ション膜を薄くすることは、逆に、その絶縁性を低下させることにも繋がり、かかるパッ
シベーション膜の薄膜化を行わずにバンプ電極と実装基板側の電極との導通性を確保する
技術の開発が望まれている。
　

【００１９】
本発明の目的は、ＬＣＤドライバなどの半導体装置側のバンプ電極と、バンプ電極と相対
して接続される実装基板側電極等の相手側電極との導通性を十分に確保できるようにする
ことにある。
【００２０】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から
明らかになるであろう。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のとお
りである。
【００２２】
　本発明は、半導体装置のバンプ電極の電極表面に、半導体装置の表面に設け

配線電極に導通可
能な複数の凹部を設け、バンプ電極の電極表面側の凹部開口側面積を凹部底面側面積より
大きく構成することにより、導電性粒子を含む異方性導電膜を介してのバンプ電極と実装
基板側電極との導通性の確保を良好に行えるようにするものである。
【００２３】
【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詳細に説明する。なお、実施の形態を説明す
るための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返しの
説明を省略する。
【００２４】
図１（ａ）は本発明の一実施の形態の半導体装置のバンプ電極構造を模式的に示す断面図
であり、（ｂ）は（ａ）に示す構成のバンプ電極を使用して実装基板側に実装した状態を
模式的に示す断面図である。
【００２５】
図１（ａ）に示すように、半導体装置１０の表面には、Ａｌ等により形成された配線電極
１１が設けられている。配線電極１１上には、パッシベーション膜１２が設けられている
。
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なお、バンプ表面と異方性導電膜との接触を向上する方法として、特開平１０－１１２
４７９号公報には、バンプ表面を、凹凸を有するツールに押し付けて当該バンプ表面に凹
凸を形成することの開示があり、特開平６－２８３５３７号公報には、バンプ表面を研磨
シートに押し付けて超音波振動を与えて当該バンプ表面に凹凸を形成することの開示があ
り、特開２００１－１９６４１８号公報には、バンプ表面の平坦度および表面粗さの最大
高さを管理することにより異方性導電膜の導電粒子が確実に導通するようにすることの開
示があり、特開平１１－１６９４６号公報には、バンプ電極の表面を金属板に押し付けて
凹凸を形成することの開示がある。

られた配線
電極上のパッシベーション膜に形成された凹凸形状に倣って形成された



【００２６】
配線電極１１上には、バンプ電極１４の形成部分に対応して、パッシベーション膜１２が
凸状に断続的に設けられ、凹凸部が形成されている。凸部１２ａは断面錐状に形成され、
凹部１２ｂはかかる凸部１２ａの錐状に対応して断面が逆錐状に形成されている。このよ
うに複数の凸部１２ａ、凹部１２ｂが構成された凹凸部上に、バンプ下地金属層１３を介
して、Ａｕ等で形成されたバンプ電極１４が設けられている。
【００２７】
このように形成されたバンプ電極１４の電極表面には、配線電極１１上に設けられたパッ
シベーション膜１２からなる上記凹凸部に対応して、凸部１４ａ（１４）、凹部１４ｂ（
１４）がそれぞれ複数形成されている。
【００２８】
また、凸部１２ａ、凹部１２ｂは、図１に示すようにそれぞれ断面が錐状、逆錐状に形成
されているため、これに対応して形成されるバンプ電極１４の凸部１４ａ、凹部１４ｂも
、それぞれ錐状、逆錐状に形成されることとなる。図１では、分かりやすいように、バン
プ電極１４の電極表面側の凸部１４ａ、凹部１４ｂの錐状、逆錐状の凹凸形状を、凸部１
２ａ、凹部１２ｂより誇張して示している。
【００２９】
尚、上記錐状とは、例えば、円錐、あるいは三角錐、四角錐、五角錐などの角錐形状を意
味している。
【００３０】
バンプ電極１４をメッキ成長により形成する場合には、凸部１４ａ、凹部１４ｂの凹凸形
状は、凸部１２ａ、凹部１２ｂの場合よりも小さくなり、マクロ的には凹凸部は平坦と見
做せる状態になっている。
【００３１】
このようにして形成された凹部１４ｂでは、図１（ａ）に示すように、電極表面側の凹部
開口側面積Ｓ１は、凹部底面側面積Ｓ２（図中では、凹部１４ｂの谷の底の面積）より大
きく形成されることとなる。
【００３２】
　凹部１４ｂの電極表面側の差し渡し寸法 は、図１（ｂ）に示すように、異方性導
電膜１５を介在させて実装基板１６側の電極１６ａに実装する際に、異方性導電膜１５に
含有される導電性粒子１７が、凹部１４ｂ内に完全に入り込むことがないように設定して
おけばよい。すなわち、凹部１４ｂの差し渡し寸法 を、例えば、導電性粒子１７の
平均粒径以下となるように設定しておけばよい。
【００３３】
このように設定しておけば、図１（ｂ）に示すように、図１（ａ）に示す構成の半導体装
置１０のバンプ電極１４側を、実装基板１６の電極１６ａ側に加熱圧着してフェイスダウ
ン実装する場合に、導電性粒子１７が凹部１４ｂ内に完全に入り込むことはなく、バンプ
電極１４と実装基板１６の電極１６ａとの間に導電性粒子１７を確実に介在させて、バン
プ電極１４と導電性粒子１７、導電性粒子１７と電極１６ａとの接触性を確保することが
できる。そのため、バンプ電極１４と実装基板１６側の電極１６ａとの導通性は十分に確
保されることとなる。
【００３４】
前記説明では、図１（ａ）に示すように、バンプ電極１４の電極表面に形成される凹凸部
の形状を決める配線電極１１上に設けるパッシベーション膜１２の凸部１２ａの形状を錐
状に形成した場合について説明したが、凹部１４ｂが、電極表面側の凹部開口側面積Ｓ１
が凹部底面側面積Ｓ２より大きくすることができれば、凸部１２ａの形状はどのようなも
のであっても構わない。例えば、凸部１２ａを断面台形状に形成することもできる。
【００３５】
一方、図２（ａ）に示すように、半導体装置１０の配線電極１１上に、バンプ電極１４を
設けるに際して、配線電極１１上に、図１（ａ）に示す場合とは異なり、パッシベーショ
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ン膜１２の凸部１２ａ、凹部１２ｂから構成される凹凸部を設けない場合には、電極表面
側に、パッシベーション膜１２と配線電極１１との間に形成される段差部１８が反映され
た大きな凹部１９が形成されることとなる。
【００３６】
図２（ａ）に示す凹部１９は、図１（ａ）に示す凹部１４ｂより格段に大きい。すなわち
、図１（ａ）に示す構成は、大きな凹部１９に相当する大きな窪み内に、小さな凸部１４
ａ、凹部１４ｂからなる凹凸部を多数形成して、全体として、一つの大きな窪みを設ける
ことなく、電極表面を擬似的に面一に平坦化させる構成と言える。
【００３７】
図２（ｂ）には、かかる構成のバンプ電極１４を使用して、実装基板１６側の電極１６ａ
との間に、異方性導電膜１５を介在させてフェイスダウン実装した場合を示す。凹部１９
に対応する部分では、図１（ａ）と同様にして加熱圧着しても、凹部１９が元々大きな窪
みに形成されているため、実装基板１６の電極１６ａとの間に介在される異方性導電膜１
５内の導電性粒子１７を高密度に介在させることができない場合が生ずる。図中、楕円で
囲んだ部分に示すように、導電性粒子１７との接触部分が少なくなる。
【００３８】
図２（ｂ）には、例示として、凹部１９と導電性粒子１７とが離間している状況を示した
。すなわち、例えば、図２（ｂ）に図示するように、バンプ電極１４の電極表面の大きな
範囲を占める凹部１９と、実装基板１６側の電極１６ａとの導通性を介在する導電性粒子
１７の凹部１９、電極１６ａとの接触性が悪くなる。凹部１９と電極１６ａとの間では、
凹部１９の段差部１８に対応する高い周辺部１９ａと電極１６ａとの間とは異なり、導電
性粒子１７の押さえ込み力が弱く成りがちである。
【００３９】
そのため、バンプ電極１４と実装基板１６側の電極１６ａとの間の導通性が十分に確保さ
れない場合が発生する。また、導通性は確保されていても、前述の如く、例えば、両電極
間に電位差をかければ確かに電流は流れるものの、十分な電流は当初からは流れず、十分
に電圧が上がるまでに時間がかかる等の異常が発生する。
【００４０】
かかる障害は、例えば、電圧の切替えを円滑に行うことで、液晶状態を変化させてその表
示を行う液晶表示のＬＣＤドライバにおいては、極めて致命的な障害であり、液晶表示の
画面切替えなどの鮮明性等の確保が果たせなくなる。
【００４１】
しかし、図１（ａ）に示す構成のバンプ電極１４を有する本発明に係る半導体装置１０で
あれば、図２（ａ）の構成のバンプ電極１４を有する場合とは異なり、バンプ電極１４の
電極表面側が平坦化されているため、実装基板１６側の電極１６ａとの間に平均して導電
性粒子１７を挟み込むことができ、平均した導通性を十分に確保することができる。
【００４２】
また、図１（ａ）に示す構成では、バンプ電極１４の表面側に導電性粒子の平均粒径より
小さい間隔で断続的に設けられた多数の凸部１４ａの頂点により、マクロ的には頂点が実
質的に連続した状態と見做されて擬似的に平坦化が成されているため、上記問題点の解決
策として提案されている段差部１８を解消するためのパッシベーション膜１２の薄膜化を
行わなくても済む。パッシベーション膜１２の無理な薄膜化は、パッシベーション膜１２
に基づく絶縁性を脆弱化する虞れがあるが、かかる危険を未然に回避することができる。
【００４３】
次に、上記説明の構造のバンプ電極１４を有する半導体装置１０の製造方法について、半
導体装置１０を、図３に示すように、例えば、液晶表示装置の電圧切替え制御として使用
するＬＣＤドライバ１０ａ（１０）に形成した場合を例に挙げて説明する。
【００４４】
図３では、液晶表示機構の互いに交差する方向に設けられるゲート線群と、ドレイン線群
との電圧切替え制御を行う細長矩形形状に形成されたＬＣＤドライバ１０ａのバンプ電極
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１４の配置状況を平面図で示す。ＬＣＤドライバ１０ａには、図３に示すように、液晶表
示画面の画素数に対応したゲート線群、ドレイン線群を構成する多数の線数に対応したバ
ンプ電極１４が多数設けられている。バンプ電極１４は、ＬＣＤドライバ１０ａの矩形面
の長辺側、短辺側の周縁に沿って多数設けられている。
【００４５】
上記構成のＬＣＤドライバ１０ａに構成される半導体装置１０は、図４～７に示す各ステ
ップを経ることにより、前記説明の構造を有するバンプ電極１４が設けられる。
【００４６】
　図４（ａ）には、ウエハ ３１上に既存の方法で液晶表示装置用の駆動回
路素子と、バンプ電極１４の形成位置にＡｌからなる配線電極１１が形成され、その上に
パッシベーション膜１２が形成されている状況を、要部断面図として示す。
【００４７】
図４（ａ）に示す構成において、そのパッシベーション膜１２上に、レジスト３２を塗布
する。塗布したレジスト３２の配線電極１１に対応する範囲に、ステッパ露光によりマス
クパターンを露光させ、露光後の現像によりマスクパターンをレジスト３２上にパターニ
ングする。図４（ｂ）には、レジスト３２上にパターニングされた状態を断面図として示
す。
【００４８】
レジスト３２上に形成するパターンは、種々の構成が考えられるが、例えば、図５（ａ）
に示すように、中央の開口した凹部４１を中心として、その周囲に同心状に、枠状に凹部
４２、４３、４４を設ける構成とすることができる。
【００４９】
あるいは、図５（ｂ）に示すように、略角形に形成した凹部４５をマトリックス状に配置
しても構わない。さらに、図５（ｃ）に示すように、矩形に形成した凹部４６を列状に設
けるようにしても構わない。さらには、図５（ｄ）に示すように、凹部４７を円環状に、
形成しても一向に構わない。かかる円環状に形成した凹部４７を、同心円状に複数設けて
も構わない。
【００５０】
図４（ｃ）に示すように、所定のパターニングが施されたレジスト３２をマスクとして、
等方性を強めたエッチングで、パッシベーション膜１２のパターニングを行う。
【００５１】
かかるエッチングとしては、例えば、等方性のドライエッチングを使用することができる
。通常、等方性のドライエッチングでは、圧力を０．１～１．０  Torr（１．３３３２２
×１０～１．３３３２２×１０ 2  Pa）に設定し、ガス種としてＣＦ 4に、８％のＯ 2を加え
たものを使用して行うのが一般的であるが、本実施の形態では、かかる通常の等方性のエ
ッチング条件とは異なり、さらに等方性を強めたエッチング条件を採用した。
【００５２】
すなわち、上記圧力下、ＣＦ 4に、Ｏ 2を２０％加えることで等方性を強めた。ガス種とし
ては、ＳＦ 6を使用してもよい。
【００５３】
このようにして、等方性を強めたドライエッチングによりパッシベーション膜１２をパタ
ーニングし、その後マスクとして使用したレジスト３２を除去する。このようにして、レ
ジスト３２を除去した状態を、図４（ｄ）に断面図として示す。
【００５４】
図４（ｄ）に示すように、配線電極１１上には、パッシベーション膜１２からなる断面錐
状に形成された凸部１２ａが断続的に複数残され、併せて凹部１２ｂが形成されている。
すなわち、凹凸部が配線電極１１上に設けられることとなる。
【００５５】
このようにして凹凸部を配線電極１１上に設けた状態で、図６（ａ）に示すように、バン
プ下地金属層１３を所定厚さに堆積する。例えば、Ｃｒ層、Ｃｕ層、Ａｕ層を下層から順
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次スパッタリングにより堆積させて積層させればよい。
【００５６】
このようにしてバンプ下地金属層１３を所定層厚に堆積させた後、所定層厚にレジスト３
３の塗布を行う。レジスト塗布後、配線電極１１に対応して、ステッパ露光によりマスク
パターンを露光させ、露光後の現像によりバンプ電極形成用のマスクパターンをレジスト
３３上にパターニングする。図６（ｂ）には、かかる状態を断面図で示した。
【００５７】
その後、パターニングされたレジスト３３を利用して、図６（ｃ）に示すように、電解メ
ッキによりＡｕのバンプ電極１４を形成する。バンプ電極１４の形成後は、図７（ａ）に
示すように、バンプ電極形成用のレジスト３３を除去する。さらに、不要部分のバンプ下
地金属層１３を除去して、図７（ｂ）に示すように、本発明に係る構成のバンプ電極１４
を有する半導体装置１０としてのＬＣＤドライバ１０ａを製造する。
【００５８】
上記一連のステップにより形成されたバンプ電極１４は、図７（ｂ）に示すように、配線
電極１１上にパッシベーション膜１２の凸部１２ａを複数断続的に残すことにより凹凸部
が形成され、形成されたこの凹凸部を反映した状態がバンプ電極１４の電極表面の凸部１
４ａ、凹部１４ｂからなる凹凸部として形成されることとなる。
【００５９】
バンプ電極１４の電極表面に形成される凹凸部は、図６（ｂ）の状態から縦方向に金メッ
キを成長させて形成されるが、金メッキの成長は、縦方向ばかりではなく横方向にも成長
するため、縦方向と横方向とのメッキ成長が相まって、電極表面の凹凸部は配線電極１１
上のパッシベーション膜１２により形成される凹凸部に比べて凹凸の高さが低い緩やかな
凹凸形状となっている。
【００６０】
特に、かかるバンプ電極１４の形成に際しては、図４（ｄ）に示すように、配線電極１１
上に形成する凹凸部では、パッシベーション膜１２の凸部１２ａに合わせて形成される凹
部１２ｂは、パッシベーション膜１２の表面側の開口面積Ｓ３が、配線電極１１側の開口
面積Ｓ４より大きくなる孔部に形成されている。
【００６１】
そのため、かかる孔部を、例えば、凸部の側面が垂直に切り立った直状形状、すなわち柱
状に形成する場合に比べて、凸部１２ａの側面はテーパに形成されているため、スパッタ
リングによるバンプ下地金属層１３の堆積を凹部１２ｂ内に平均的に行うことができる。
【００６２】
また、上記の如く側面が直状に伸びた凸部により矩形波形のような凹凸形状に形成する凹
凸部の場合には、パッシベーション膜１２の表面側の開口面積Ｓ３と、配線電極１１側の
開口面積Ｓ４とは略同じ大きさの柱状の孔部が形成されることとなる。この状態で、バン
プ下地金属層１３を堆積した場合には、開口面積Ｓ３が小さくなり、その後のバンプ電極
１４形成用の金メッキにおいて、十分にメッキ液が孔部の底まで侵入しにくく、孔部底面
側にボイドが閉じ込められた状態が生起される可能性が高い。
【００６３】
しかし、本発明では、開口面積Ｓ３は開口面積Ｓ４より大きく形成されているためメッキ
液の流れ込みを円滑に行うことができ、導通に際しての抵抗となるボイドの発生を未然に
防止することができる。そのため、形成されたバンプ電極１４の導通性に関しての信頼性
を高めることができる。
【００６４】
また、凹部１２ｂは、図４（ｄ）に示すように、断面略逆台形状に形成されており、さら
に、その後のステップでバンプ下地金属層１３が堆積されで、凸部１３ａ、凹部１３ｂか
らなる凹凸部が形成されることとなる。バンプ下地金属層１３堆積後の凹部１３ｂは、メ
ッキにより凹部１２ｂよりも凹部空間が埋められた状態になっている。
【００６５】
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かかる凹部空間に関しては、前記の如く、側面が直上に伸びた凸部により矩形波形のよう
な凹凸形状に形成する場合には、パッシベーション膜１２の表面側の開口面積Ｓ３と、配
線電極１１側の開口面積Ｓ４とは略同じ大きさの柱状の孔部に形成されることとなるため
、例えば、開口面積Ｓ３が同一と仮定した場合には、図６（ａ）に示す場合の凹部空間の
方が小さく、その後の金メッキによる凹部空間の埋め込みが起き易いと言える。
【００６６】
すなわち、凹部１３ｂのメッキ成長による埋め込みが起き易い本発明に係る構成の方が、
側面が直上に伸びた凸部により矩形波形のような凹凸形状に形成する場合に比べて、バン
プ電極１４の電極表面をより平坦化し易いと言える。
【００６７】
このように、本発明は、敢えて、バンプ電極１４を形成するに際して、配線電極１１上の
パッシベーション膜１２に、パッシベーション膜１２の表面側の開口面積Ｓ３が配線電極
側の開口面積Ｓ４より大きくなるように、前記配線電極１１上に通じる孔部を複数形成し
ておくことにより、その後のメッキ成長によるバンプ電極の表面をより平坦化するように
しているのである。
【００６８】
かかる平坦化が促進されているバンプ電極１４を有するＬＣＤドライバ１０ａ（１０）を
使用すれば、図８に示すように、ＬＣＤドライバ１０ａのバンプ電極１４と、実装基板１
６の電極１６ａに相当する液晶基板５１の液晶側配線層５１ａとの間に、異方性導電膜１
５を介在させたフリップチップ方式の実装における導通性を十分に確保することができる
。
【００６９】
　図８に模式的に示すように、バンプ電極１４の電極表面に形成された凹凸部の凹部１４
ｂの差し渡し寸法 は導電性粒子１７の平均粒径より小さく形成され、前記の如く、
平坦度が高く設定されている。そのため、図２（ｂ）に示す構成のバンプ電極構造とは異
なり、図８に示す構成のバンプ電極構造の方が、電極表面の表面全体に亙って、液晶側配
線層５１ａとの間に介在させる異方性導電膜１５に含まれる導電性粒子１７を、平均して
高密度に介在させて押しつぶすようにして挟持するこ できる。
【００７０】
そのため、バンプ電極１４－導電性粒子１７－液晶側配線層５１ａからなる導通ルートを
確実にして、その導通性を十分に確保することができる。
【００７１】
図９（ａ）、（ｂ）には、図４（ｃ）、（ｄ）に相当するステップで、配線電極１１上に
残すパッシベーション膜１２の凸部１２ａの形状を断面台形状に設定した場合におけるバ
ンプ電極１４の平面形状を例示した。断面台形状の凸部１２ａの上底部分に対応して形成
された部分を、図中の凸部１４ａで示した。図９（ａ）、（ｂ）は、共に同心状に凹部１
４ｂが形成されている場合である。
【００７２】
図９（ａ）は、矩形のバンプ電極１４形状に合わせて同心状に、（ｂ）は正方形のバンプ
電極１４の形状に合わせて同心状にそれぞれ形成した場合を示す。同心状に形成すること
により、凹部１４ｂの配線電極１１上に通じる導通面積を列状に構成する場合よりも多く
することができる。
【００７３】
勿論、凹部１４ｂの配置は、同心状以外にも、図５に示すように、マトリックス状、ある
いは列状に形成しても構わない。また、上記説明では、凹部を平面直線状に形成した場合
を示しているが、波形に蛇行させるように形成して、導通面積を多くするようにしても構
わない。
【００７４】
以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明
は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能
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であることはいうまでもない。
【００７５】
例えば、上記説明では、ＬＣＤドライバを例に挙げて説明したが、本発明は、ＬＣＤドラ
イバ以外でも、異方性導電膜を介在させてフェイスダウン実装によりバンプ電極を実装基
板側電極等の相手側電極と電気的に接続させる構成の半導体装置に適用することができる
ことは言うまでもない。
【００７６】
【発明の効果】
本願によって開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば、以下の通りである。
【００７７】
すなわち、バンプ電極の表面の平坦度を高めて、バンプ電極と相手側電極との導通性を良
好にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は本発明の一実施の形態の半導体装置のバンプ電極構造を模式的に示す断
面図であり、（ｂ）は（ａ）に示す構成のバンプ電極を使用して実装基板側に実装した状
態を模式的に示す断面図である。
【図２】（ａ）は、図１に示す構成とは異なり、配線電極上に凹凸部を設けないで形成し
たバンプ電極構造を模式的に示す断面図であり、（ｂ）は（ａ）に示す構成のバンプ電極
を使用して実装基板側に実装した状態を示す断面図である。
【図３】ＬＣＤドライバに構成した半導体装置におけるバンプ電極の配置状況を示す平面
図である。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、本発明の一実施の形態の半導体装置の製造方法の一連のステ
ップ例を示す断面説明図である。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、パッシベーション膜のパターニング例を示す平面図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、本発明の一実施の形態の半導体装置の製造方法の一連のステ
ップ例を示す断面説明図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、本発明の半導体装置の製造方法の一連のステップによりバン
プ電極が形成される状況を示す断面説明図である。
【図８】本発明に係る構成のバンプ電極を設けた半導体装置のＬＣＤドライバを、液晶基
板側に実装した状態の一例を示す要部断面説明図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）は、バンプ電極表面の凹部を同心状に形成した場合を例示する平
面図である。
【符号の説明】
１０　　半導体装置
１０ａ　ＬＣＤドライバ
１１　　配線電極
１２　　パッシベーション膜
１２ａ　凸部
１２ｂ　凹部
１３　　バンプ下地金属層
１３ａ　凸部
１３ｂ　凹部
１４　　バンプ電極
１４ａ　凹部
１４ｂ　凸部
１５　　異方性導電膜
１６　　実装基板
１６ａ　電極
１７　　導電性粒子
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１８　　段差
１９　　凹部
１９ａ　周辺部
３１　　ウエハ
３２　　レジスト
３３　　レジスト
４１　　凹部
４２　　凹部
４３　　凹部
４４　　凹部
４５　　凹部
４６　　凹部
５１　　液晶基板
５１ａ　液晶側配線層
Ｓ１　　凹部開口側面積
Ｓ２　　凹部底面側面積
Ｓ３　　開口面積
Ｓ４　　開口面積
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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