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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の平板を積層して複合支持板を作製する工程と
　前記複合支持板を構成する第１の平板の主面に、複数個の半導体チップを位置合わせし
て配置し、これらの半導体チップの素子回路面と反対側の面を接着剤によって固着する工
程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面上および前記第１の平板の主面上に絶縁材料層を形
成する工程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上の位置で、前記絶縁材料層に開
口を形成する工程と、
　前記絶縁材料層上に一部が前記半導体チップの周辺領域に延出された配線層を形成し、
かつ前記絶縁材料層の前記開口内に前記半導体チップの前記電極と接続された導電部を形
成する工程と、
　前記配線層上に外部電極を形成する工程と、
　所定の位置で前記第１の平板および前記絶縁材料層を切断することによって、１つまた
は複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程と
　前記の１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程の前又は後に
おいて、前記複合支持板を構成する複数の平板の内、前記第１の平板以外の平板を半導体
装置から分離する工程と
を含み、



(2) JP 6417142 B2 2018.10.31

10

20

30

40

50

　前記複合支持板は、第１の平板と第２の平板とが接着剤によって積層されたものであっ
て、前記接着剤は１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化するための切
断線に沿って設けられており、１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化
する際に、前記第１の平板及び前記絶縁材料層と共に前記第１の平板と第２の平板との間
の接着剤を切断することによって前記第１の平板と第２の平板とを分離する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第２の平板に前記切断線に沿って凹部が設けられており、前記凹部の中に接着剤が
設けられていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　複数の平板を積層して複合支持板を作製する工程と
　前記複合支持板を構成する第１の平板の主面に、複数個の半導体チップを位置合わせし
て配置し、これらの半導体チップの素子回路面と反対側の面を接着剤によって固着する工
程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面上および前記第１の平板の主面上に絶縁材料層を形
成する工程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上の位置で、前記絶縁材料層に開
口を形成する工程と、
　前記絶縁材料層上に一部が前記半導体チップの周辺領域に延出された配線層を形成し、
かつ前記絶縁材料層の前記開口内に前記半導体チップの前記電極と接続された導電部を形
成する工程と、
　前記配線層上に外部電極を形成する工程と、
　所定の位置で前記第１の平板および前記絶縁材料層を切断することによって、１つまた
は複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程と
　前記の１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程の前又は後に
おいて、前記複合支持板を構成する複数の平板の内、前記第１の平板以外の平板を半導体
装置から分離する工程と
を含み、
　前記複合支持板は、第１の平板と第３の平板と第２の平板とがこの順に積層されてなり
、
　前記第３の平板は前記第１の平板及び第２の平板よりも面積が小さく、
　前記第２の平板と前記第３の平板とは接着剤によって接着されており、
　前記第１の平板と前記第３の平板との間には接着剤が存在せず直に接触しており、
　前記第２の平板の前記第３の平板が存在しない領域部分と、前記第１の平板の前記第３
の平板が存在しない領域部分とは接着剤によって接着されており、
　１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する際に、前記第１の平板及
び前記絶縁材料層と共に前記第１の平板、前記第３の平板及び第３の平板が積層されてい
る領域部分を切断することによって前記第１の平板を第３の平板及び第２の平板と分離す
ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　複数の平板を積層して複合支持板を作製する工程と
　前記複合支持板を構成する第１の平板の主面に、複数個の半導体チップを位置合わせし
て配置し、これらの半導体チップの素子回路面と反対側の面を接着剤によって固着する工
程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面上および前記第１の平板の主面上に絶縁材料層を形
成する工程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上の位置で、前記絶縁材料層に開
口を形成する工程と、
　前記絶縁材料層上に一部が前記半導体チップの周辺領域に延出された配線層を形成し、
かつ前記絶縁材料層の前記開口内に前記半導体チップの前記電極と接続された導電部を形
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成する工程と、
　前記配線層上に外部電極を形成する工程と、
　所定の位置で前記第１の平板および前記絶縁材料層を切断することによって、１つまた
は複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程と
　前記の１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程の前又は後に
おいて、前記複合支持板を構成する複数の平板の内、前記第１の平板以外の平板を半導体
装置から分離する工程と
を含み、
　前記複合支持板は、第１の平板と第２の平板とが密着した状態で第１の平板と第２の平
板の外周部分において溶接されることによって積層されてなり、
　１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する際に、前記第１の平板と
第２の平板とが溶接された外周部分を切断除去することによって前記第１の平板と第２の
平板とを分離することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　複数の平板を積層してなる複合支持板と、
　前記複合支持板の最上層を構成する第１の平板の主面に接着層を介して素子回路面を上
にして搭載された半導体チップと、
　前記半導体チップ及びその周辺を封止する絶縁材料層と、
　前記絶縁材料層において、前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上に形
成された開口と、
　前記半導体チップの前記電極と接続されるように前記開口内に形成された導電部と、
　前記絶縁材料層上に前記導電部と接続されるように形成され、一部が前記半導体チップ
の周辺領域に延出された配線層と、
　前記配線層上に形成された外部電極と
を備え、
　前記第１の平板は複合支持板を構成する平板の中で最も熱伝導率が高い材料からなるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　複数の平板の中で最も熱伝導率の高い材料からなる第１の平板を最上層として、第１の
平板とその他の平板とを積層して複合支持板を作製する工程と
　前記第１の平板の主面に、複数個の半導体チップを位置合わせして配置し、これらの半
導体チップの素子回路面と反対側の面を接着剤によって固着する工程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面上および前記第１の平板の主面上に絶縁材料層を形
成する工程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上の位置で、前記絶縁材料層に開
口を形成する工程と、
　前記絶縁材料層上に一部が前記半導体チップの周辺領域に延出された配線層を形成し、
かつ前記絶縁材料層の前記開口内に前記半導体チップの前記電極と接続された導電部を形
成する工程と、
　前記配線層上に外部電極を形成する工程と、
　所定の位置で前記第１の平板および前記絶縁材料層を切断することによって、１つまた
は複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程と
を含むことを特徴とする請求項５に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法に係わり、特に、大型のパネルスケールで薄
膜配線工程及び組立工程を行なう、Panel scale Fan-out package 構造を有する半導体装
置及びその製造方法に係るものである。
【背景技術】
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【０００２】
　近年の電子機器の高機能化および軽薄短小化の要求に伴い、電子部品の高密度集積化、
さらには高密度実装化が進んできており、これらの電子機器に使用される半導体装置、従
来にも増して小型化が進んできている。
【０００３】
　ＬＳＩユニットやＩＣモジュールのような半導体装置を製造する方法としては、まず、
保持板上に、電気特性試験で良品と判定された半導体チップの複数個を、素子回路面を下
にして所定の配列で配置し貼り付けた後、その上に、例えば樹脂シートを配置し加熱・加
圧してモールドして複数個の半導体チップを一括して樹脂封止し、次いで、保持板を剥が
し、樹脂封止体を所定の形状（例えば円形）に切断・加工した後、樹脂封止体に埋め込ま
れた半導体チップの素子回路面上に絶縁材料層を形成し、この絶縁材料層に半導体チップ
の電極パッドの位置に合わせて開口を形成した後、絶縁材料層の上に配線層を形成すると
ともに、開口内に半導体チップの電極パッドと接続する導電部（ビア部）を形成し、次い
で、ソルダーレジスト層の形成、外部電極端子である半田ボールの形成を順に行なった後
、半導体チップ１個ごとに切断して個別化して半導体装置を完成する方法がある（例えば
、特許文献１参照）。
【０００４】
　しかしながら、このようにして得られる従来の半導体装置においては、複数個の半導体
チップを一括して樹脂封止する際に、樹脂が硬化により収縮し、かつその収縮量が必ずし
も設計通りではないため、半導体チップの配列位置によっては、樹脂硬化後の位置が設計
位置からずれることがあり、この位置ずれが生じた半導体チップでは、絶縁材料層の開口
に形成されるビア部と半導体チップの電極パッドとに位置ずれが生じるため、接続信頼性
が低下するという問題があった。
【０００５】
　この課題を解決した半導体装置が特許文献２に記載されている。
　この装置の基本的な構造を図２０に示す。
　半導体装置２０は、樹脂硬化体または金属から構成される支持板１を備えており、その
一方の主面に、半導体チップ２が素子回路面（表側面）を上にして配置され、素子回路面
と反対側の面（裏側面）が接着剤３により支持板１に固着されている。そして、支持板１
の主面全体には、半導体チップ２の素子回路面を覆うようにして絶縁材料層４が一層だけ
形成されている。この単層の絶縁材料層４の上には、銅等の導電性金属からなる配線層５
が形成されており、その一部は半導体チップ２の周辺領域にまで引き出されている。また
、半導体チップ２の素子回路面上に形成された絶縁材料層４には、半導体チップ２の電極
パッド（図示せず）と配線層５とを電気的に接続する導電部（ビア部）６が形成されてい
る。この導電部６は、配線層５と一括して形成されて一体化されている。また、配線層５
の所定の位置には半田ボール等の外部電極７が複数個形成されている。さらに、絶縁材料
層４の上、および半田ボール等の外部電極７の接合部を除く配線層５の上には、配線保護
層（ソルダーレジスト層）８が形成されている。
　この装置は近年、益々要求の高まっている電子部品の高密度化、軽薄短小化に大きく貢
献するものである。
【０００６】
　ところで、特許文献２には半導体装置２０において支持板１として絶縁樹脂を硬化させ
た樹脂硬化体、あるいはステンレススチールや４２アロイ等の金属から構成される均一な
厚さを有する平板を用いることが記載されている。しかしながら、半導体装置と一体化し
ている前記支持板は、スティフナ、放熱板、および電磁シールドとしての機能を果たす一
方で、製造工程内においては製品搬送キャリアとしての役割をも担っており、パネルのハ
ンドリング容易性、反り抑制、個片化の容易性の目的から通常は厚いステンレススチール
が用いられる。このため、最終製品としての半導体装置も厚くなってしまい、また支持板
１の材料として熱伝導性に優れた材料を選択することができず放熱性も悪くなってしまう
という問題があるため、半導体装置の更なる低背化（薄形化）を困難にしていた。
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【０００７】
　例えば、支持板（放熱板）１としてＳＵＳ３０４を使用した場合、ＳＵＳ３０４の熱伝
導率（１６．７［Ｗ／ｍＫ］）は、一般的に放熱板として使用されている銅の熱伝導率（
約４００Ｗ／ｍＫ）の２０分の１以下であり、放熱性が悪くＰＫＧ熱抵抗の低減効果が小
さい。また、支持板の反りを低減するために０．３ｍｍ厚のＳＵＳを用いると取付け高さ
が高くなりモバイル製品への適用ができない。
【０００８】
　また、前記特許文献２には、個々の半導体装置に切断・分離する前に支持板の半導体チ
ップ搭載面と反対側の面を例えば機械的に研磨することにより、半導体装置の厚さを薄く
することも可能であるとの記載はあるが、その具体的な工法の記載はなく、研磨ばらつき
や半導体装置への応力負荷による品質低下が懸念されるので実用化は難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－１９７６６２号公報
【特許文献２】特開２０１０－２１９４８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、低背の半導体装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
　また、本発明は低熱抵抗の半導体装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、鋭意検討を進めた結果、低背の半導体装置を得るためには半導体チップ
を搭載する支持板を薄くすること、低熱抵抗の半導体装置を得るためには支持板として低
熱伝導性の平板を複合化した複合支持板を用いることにより上記課題が解決できることを
見出して本発明を完成した。
　すなわち、本発明は以下に記載する通りのものである。
【００１２】
（１）支持板と、
　前記支持板の一方の主面に接着層を介して素子回路面を上にして搭載された半導体チッ
プと、
　前記半導体チップ及びその周辺を封止する絶縁材料層と、
　前記絶縁材料層において、前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上に形
成された開口と、
　前記半導体チップの前記電極と接続されるように前記開口内に形成された導電部と、
　前記絶縁材料層上に前記導電部と接続されるように形成され、一部が前記半導体チップ
の周辺領域に延出された配線層と、
　前記配線層上に形成された外部電極と
　を備え、
　前記接着層は支持体における半導体チップが搭載される領域にのみ存在し、
　前記支持板は、半導体装置の製造過程において用いられた複数の平板を積層してなる複
合支持板のうちの前記半導体チップを搭載している平板であって、前記複合支持板を構成
するその他の平板から分離された平板であり、前記支持板の厚さが５０μｍ以下であり、
前記その他の平板は金属板でありその厚さは前記支持板の厚さよりも厚く、前記半導体装
置は反りが無いことを特徴とする半導体装置。
（２）複数の平板を積層して複合支持板を作製する工程と
　前記複合支持板を構成する第１の平板の主面に、複数個の半導体チップを位置合わせし
て配置し、これらの半導体チップの素子回路面と反対側の面を接着剤によって固着する工
程と、
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　前記半導体チップの前記素子回路面上および前記第１の平板の主面上に絶縁材料層を形
成する工程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上の位置で、前記絶縁材料層に開
口を形成する工程と、
　前記絶縁材料層上に一部が前記半導体チップの周辺領域に延出された配線層を形成し、
かつ前記絶縁材料層の前記開口内に前記半導体チップの前記電極と接続された導電部を形
成する工程と、
　前記配線層上に外部電極を形成する工程と、
　所定の位置で前記第１の平板および前記絶縁材料層を切断することによって、１つまた
は複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程と
　前記の１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程の前又は後に
おいて、前記複合支持板を構成する複数の平板の内、前記第１の平板以外の平板を半導体
装置から分離する工程と
を含み、
　前記複合支持板は、第１の平板と第２の平板とが接着剤によって積層されたものであっ
て、前記接着剤は１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化するための切
断線に沿って設けられており、１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化
する際に、前記第１の平板及び前記絶縁材料層と共に前記第１の平板と第２の平板との間
の接着剤を切断することによって前記第１の平板と第２の平板とを分離する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
（３）前記第２の平板に前記切断線に沿って凹部が設けられており、前記凹部の中に接着
剤が設けられていることを特徴とする（２）に記載の半導体装置の製造方法。
（４）前記複合支持板は、第１の平板と第３の平板と第２の平板とがこの順に積層されて
なり、
　前記第３の平板は前記第１の平板及び第２の平板よりも面積が小さく、
　前記第２の平板と前記第３の平板とは接着剤によって接着されており、
　前記第１の平板と前記第３の平板との間には接着剤が存在せず直に接触しており、
　前記第２の平板の前記第３の平板が存在しない領域部分と、前記第１の平板の前記第３
の平板が存在しない領域部分とは接着剤によって接着されており、
　１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する際に、前記第１の平板及
び前記絶縁材料層と共に前記第１の平板、前記第３の平板及び第３の平板が積層されてい
る領域部分を切断することによって前記第１の平板を第３の平板及び第２の平板と分離す
ることを特徴とする（２）に記載の半導体装置の製造方法。
（５）複数の平板を積層して複合支持板を作製する工程と
　前記複合支持板を構成する第１の平板の主面に、複数個の半導体チップを位置合わせし
て配置し、これらの半導体チップの素子回路面と反対側の面を接着剤によって固着する工
程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面上および前記第１の平板の主面上に絶縁材料層を形
成する工程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上の位置で、前記絶縁材料層に開
口を形成する工程と、
　前記絶縁材料層上に一部が前記半導体チップの周辺領域に延出された配線層を形成し、
かつ前記絶縁材料層の前記開口内に前記半導体チップの前記電極と接続された導電部を形
成する工程と、
　前記配線層上に外部電極を形成する工程と、
　所定の位置で前記第１の平板および前記絶縁材料層を切断することによって、１つまた
は複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程と
　前記の１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程の前又は後に
おいて、前記複合支持板を構成する複数の平板の内、前記第１の平板以外の平板を半導体
装置から分離する工程と
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を含み、
　前記複合支持板は、第１の平板と第２の平板とが密着した状態で第１の平板と第２の平
板の外周部分において溶接されることによって積層されてなり、
　１つまたは複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する際に、前記第１の平板と
第２の平板とが溶接された外周部分を切断除去することによって前記第１の平板と第２の
平板とを分離することを特徴とする半導体装置の製造方法。
（６）複数の平板を積層してなる複合支持板と、
　前記複合支持板の最上層を構成する第１の平板の主面に接着層を介して素子回路面を上
にして搭載された半導体チップと、
　前記半導体チップ及びその周辺を封止する絶縁材料層と、
　前記絶縁材料層において、前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上に形
成された開口と、
　前記半導体チップの前記電極と接続されるように前記開口内に形成された導電部と、
　前記絶縁材料層上に前記導電部と接続されるように形成され、一部が前記半導体チップ
の周辺領域に延出された配線層と、
　前記配線層上に形成された外部電極と
を備え、
　前記第１の平板は複合支持板を構成する平板の中で最も熱伝導率が高い材料からなるこ
とを特徴とする半導体装置。
（７）複数の平板の中で最も熱伝導率の高い材料からなる第１の平板を最上層として、第
１の平板とその他の平板とを積層して複合支持板を作製する工程と
　前記第１の平板の主面に、複数個の半導体チップを位置合わせして配置し、これらの半
導体チップの素子回路面と反対側の面を接着剤によって固着する工程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面上および前記第１の平板の主面上に絶縁材料層を形
成する工程と、
　前記半導体チップの前記素子回路面に配置された電極上の位置で、前記絶縁材料層に開
口を形成する工程と、
　前記絶縁材料層上に一部が前記半導体チップの周辺領域に延出された配線層を形成し、
かつ前記絶縁材料層の前記開口内に前記半導体チップの前記電極と接続された導電部を形
成する工程と、
　前記配線層上に外部電極を形成する工程と、
　所定の位置で前記第１の平板および前記絶縁材料層を切断することによって、１つまた
は複数の半導体チップを含む半導体装置を個片化する工程と
を含むことを特徴とする（６）に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の半導体装置は以下に記載する通りの効果を奏することができる。
　・放熱特性が向上する（低熱抵抗化）
　・ＰＫＧ厚を薄くすることができモバイル製品等の製品適用範囲が広がる。
　・ＰＫＧ厚が薄くなっても、従来品と同等の反りの防止が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の半導体装置の構成例を示す断面図である。
【図２】本発明の半導体装置の構成例を示す断面図である。
【図３】本発明の半導体装置の製造方法において用いる複合支持板の構成例を示す断面図
である。
【図４】本発明の半導体装置を製造する方法の工程の一部を示す断面図である。
【図５】本発明の半導体装置を個片化する工程を示す断面図である。
【図６】本発明の半導体装置の製造方法において用いる複合支持板の構成例を示す断面図
である。
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【図７】本発明の半導体装置の製造方法において用いる複合支持板の構成例を示す断面図
である。
【図８】本発明の半導体装置を製造する方法の工程の一部を示す断面図である。
【図９】本発明の半導体装置を製造する方法の工程の一部を示す断面図である。
【図１０】本発明の半導体装置の製造方法において用いる複合支持板の構成例を示す断面
図である。
【図１１】本発明の半導体装置を個片化する工程を示す断面図である。
【図１２】本発明の半導体装置の製造方法において用いる複合支持板の構成例を示す断面
図である。
【図１３】半導体装置の複合支持板から第１の平板を分離する工程を示す図である。
【図１４】本発明の半導体装置を個片化する工程を示す断面図である。
【図１５】本発明の半導体装置の構成例を示す断面図である。
【図１６】本発明の半導体装置の構成例を示す断面図である。
【図１７】本発明の半導体装置における複合支持板の構成例を示す断面図である。
【図１８】本発明の半導体装置を製造する方法の工程の一部を示す断面図である。
【図１９】本発明の半導体装置を個片化する工程を示す断面図である。
【図２０】従来の半導体装置の構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための形態について説明する。なお、以下の記載では実施形態
を図面に基づいて説明するが、それらの図面は図解のために供されるものであり、本発明
はそれらの図面に限定されるものではない。
【００１６】
（実施形態１）
　図１は本発明に係る半導体装置の実施形態を示す縦断面図である。
　図1に示された半導体装置２０は、支持板１、半導体チップ２、絶縁材料層４、配線層
５及び外部電極７を備えている。
　半導体チップ２は電極（図示せず）を有する素子回路面を上にして支持板１の主面上に
配置され、素子回路面と反対側の面（裏面）が接着剤３により支持板１に固着されている
。
【００１７】
　支持板１の主面全体には、半導体チップ２の素子回路面を覆うようにして絶縁材料層４
が形成されている。この絶縁材料層４の上には、銅等の導電性金属から成る配線を構成す
る配線層５が形成されており、その一部は半導体チップ２の周辺領域にまで引き出されて
いる。半導体チップ２の電極上の絶縁材料層には開口が形成され、この開口内には導電部
６が形成されて配線層５と電極とが電気的に接続されている。また、配線層５の所定の位
置には半田ボール等の外部電極７が複数個形成されている。
　絶縁材料層４の上、および外部電極７の接合部を除く配線層５の上には、配線保護層８
を形成する。配線保護層８は絶縁材料層４の絶縁材料と同種の材料で形成しても良いし、
異種の材料で形成しても良い。
【００１８】
　本実施形態の半導体装置はその製造過程においては支持板としては複数枚の平板を積層
してなる複合支持板を用いる。半導体装置はその製造過程で熱処理されたとき部材の熱膨
張係数の差異によって反りが発生する。この反りを防ぐためには支持板がある程度の剛性
を有している必要がある。このため、従来は例えば支持板の材料としてＳＵＳを使用する
場合には０．３ｍｍ厚程度のものを使用していた。しかしながら、半導体装置は製品とし
ては支持板が０．３ｍｍ厚程度であると取付け高さが高くなりモバイル製品としての使用
には適さない。
【００１９】
　そこで本実施形態では、半導体装置の製造過程においては支持板としては複数枚の平板
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を積層してなる厚みのある複合支持板を用い、最終的には半導体チップを搭載している平
板（第1の平板という）以外の平板を第1の平板から分離して第1の平板のみを半導体装置
に残したものである。これにより、反りがなくかつ低背の半導体装置とすることができる
。
【００２０】
　反りが生じないようにするために支持板に要求される剛性は第１の平板に積層されてい
る他の平板が担うこととなるので第１の平板は薄くてよく、最終的に得られる半導体装置
を薄くすることができる。第１の平板は他の平板と同様の材料でも良いが異種の材料でも
良い。例えば第１の平板以外の平板の材料をＳＵＳとした場合に第１の平板の材料を銅等
の熱伝導性の良い材料としてもよい。第１の平板の材料を銅等の熱伝導性の良い材料とす
ることにより第１の平板は半導体装置の放熱板として有効に機能する。
【００２１】
（実施形態２）
　図２は、本発明の実施形態２を示す断面図である。
　本実施形態の半導体装置２０は、２個の半導体チップ２（第１の半導体チップ２ａおよ
び第２の半導体チップ２ｂ）が 積層・配置された構造を有する。実施形態１で示したと
同様の平板１の一方の主面に第１の半導体チップ２ａが素子回路面を上にして固着され、
その上に第１の半導体チップ２ａを被覆するように絶縁材料層（第１の絶縁材料層）４ａ
が形成され、さらにその上に、第１の半導体チップ２ａの電極上に導電部６ａを有する第
１の配線層５ａが形成されている。そして、第１の絶縁材料層４ａの上および後述する層
間ビア部１６の接続部（積層間ビア接続部）を除く第１の配線層５ａの上には、層間絶縁
保護層１８が形成されている。
【００２２】
　さらに、層間絶縁保護層１８の上には、第２の半導体チップ２ｂが素子回路面を上にし
て固着されており、この第２の半導体チップ２ｂを覆うように絶縁材料層（第２の絶縁材
料層）４ｂが形成されている。なお、第２の絶縁材料は、第１の絶縁材料と同種のもので
も異種のものでもよい。
【００２３】
　そして、第２の絶縁材料層４ｂ上には第２の配線層５ｂが形成され、この第２の配線層
５ｂと第２の半導体チップ２ｂの電極とを電気的に接続する導電部６ｂが形成されている
。また、第２の半導体チップ２ｂの周辺領域においては、層間絶縁保護層１８に開口・形
成されたビア接続部に合わせて第２の絶縁材料層４ｂに開口が形成され、この開口内に第
１の配線層５ａと第２の配線層５ｂとを電気的に接続する層間ビア部１６が形成されてい
る。さらに、第２の配線層５ｂの所定の位置には、半田ボール等の外部電極７が形成され
ており、第２の絶縁材料層４ｂの上及び外部電極７の接合部を除く第２の配線層５ｂの上
には、配線保護層８が形成されている。
【００２４】
　このように構成される実施形態２においては、２個の半導体チップ２ａ、２ｂが積層・
配置された構造を有し、各半導体チップ２の電極と配線層との接続信頼性が高く、電極の
微細化への対応が可能な半導体装置を、高い歩留まりで安価に得ることができる。
【００２５】
　なお、実施形態２では２個の半導体チップ２を積層・配置した構造を示したが、３個以
上の半導体チップが積層・配置された構造としてもよい。３個以上の半導体チップの積層
構造では、第２の配線層５ｂの上に、前記した第２の半導体チップ２ｂと第２の絶縁材料
層４、第２の配線層５ｂおよび積層間ビア部１６の 積層構造と同様な構造が、半導体チ
ップの数だけ重ねられる。そして、最上層の配線層上に配線保護層が形成されるとともに
所定の位置に外部電極７が形成されて、半導体装置が完成する。
【００２６】
　前記した実施形態１の半導体装置２０を製造する方法を以下に実施形態として示す。
　以下に説明する製造方法では、支持板１を本発明の半導体チップ２のサイズよりも極め
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て大きいものとし、複数の半導体チップ２をそれぞれ間隔を置いて支持板１に搭載して、
所定の処理工程によって複数の半導体装置を同時に製造し、最終的に個々の半導体装置に
分割して複数の半導体装置を得ることができるようにしている。
　このように、複数の半導体装置を同時に製造することにより製造コストを大幅に抑制す
る事が可能となる。
　また、以下の実施形態では支持板上に一つの半導体チップを有する半導体装置について
述べるが、支持板上に複数個の半導体チップを有する場合も本発明の実施形態である。
【００２７】
（実施形態３）
　実施形態１で示した半導体装置を製造する方法の実施形態３を図３～図５に基づいて説
明する。
　図３は複合支持板の構成を示す図である。
　複合支持板１は第１の平板１ａと第２の平板１ｂとを接着剤３ｃを用いて固着すること
によって積層されている。接着剤３ｃは図３左図に示すように、半導体装置を個片化する
際の切断線ＣＬに沿って設けられている。
　前記第１の平板１ａ及び第２の平板１ｂは均一な厚さを有する平坦な板であり、絶縁樹
脂を硬化させた樹脂硬化体、あるいはステンレススチールや４２アロイ等の金属から構成
される。複合支持板１は第１の平板１ａと第２の平板１ｂとの合計の厚さが後述する絶縁
材料層の形成により反りが発生しない程度の厚さであればよい。複合支持板１を構成する
平板のうち第１の平板１ａのみが半導体装置の部品として用いられるので、前記第１の平
板の厚さは薄いほうがよい。
【００２８】
　図４Ａ～図４Ｅは個片化する前の工程までの半導体装置の製造工程を示す図である。
　図４Ａは、第１の平板１ａと第２の平板１ｂとを接着剤３ｃによって固着してなる支持
板１の上に半導体チップ２を接着剤３によって固着して搭載した状態を示す図である。
【００２９】
　まず、図４Ａに示すように、接着剤３を用いて複数の半導体チップ２を支持板１ａの一
方の主面に固着する。このとき、半導体チップ２の素子回路面が上になるようにし、その
反対側の主面と支持板１ａとを固着させる。また、複数の半導体チップ２はそれぞれ所定
の間隔を設けて配置する。
【００３０】
　続いて、図４Ｂに示すように半導体チップ２の素子回路面上、及びその周辺の支持板１
上に絶縁材料層４を形成する。
　絶縁材料としては、例えば、熱硬化型の樹脂等の絶縁性樹脂を用いることができる。絶
縁材料の供給は、例えば、スピンコータを用いて塗布する方法、スキージを用いた印刷法
、フィルム状の樹脂をラミネートする方法などにより行なうことができる。また、絶縁性
樹脂として感光性樹脂を用いることも可能である。
【００３１】
　次に、図４Ｃに示すように半導体チップ２上の絶縁材料層４の一部に開口１４を設ける
。これにより半導体チップ２の素子回路面が露出し、半導体チップ２と他の素子とを電気
的に接続させるための電極として機能させることができるようになる。開口１４の形成手
段は特に限定されるものではなく、例えば、感光性樹脂を露光、現像することにより形成
したり、レーザーにより形成したりすることができる。
【００３２】
　図４Ｄに示すように、前記絶縁材料層４上に配線層５を形成する。配線層５の形成は、
例えば、前記絶縁材料層４の上面全体に、蒸着方式（スパッタリング法）、もしくは無電
解めっき等で下地（シード層）を形成した後、電気めっきを行うことによって行うことが
できる。このとき、図４Ｄに示すように、絶縁材料層４の開口１４の側壁にもめっきによ
って導電性の金属薄膜層が形成され、前記半導体チップ２と配線層５とを電気的に接続す
る導電部６が形成される。そして、全面に形成された金属薄膜層をフォトリソグラフィー
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によりパターニングすることで、一部が前記半導体チップ２の周辺領域に延出された配線
層５を形成することができる。
　なお、前記導電部６は導電材料で埋められていてもよいし、前記側壁に形成されためっ
き膜上に後述の絶縁材料層４を形成する絶縁材料が形成されていてもよい。導電部６を導
電材料で埋める場合には、前記めっき時に一括充填するか、前記側壁にめっき膜が形成さ
れた後に、導電ペーストを充填すればよい。
【００３３】
　上記のフォトリソグラフィーによるパターニングは、特に限定されるものではなく、例
えば、以下に記載のサブトラクティブ法によって形成することができる。金属薄膜層上に
感光性レジスト層を形成し、所定のパターンのマスクを用いて露光・現像した後、金属薄
膜層をエッチングすることによって行なうことができる。また、配線層５を形成した後に
上記下地（シード層）をエッチングにて除去する。
【００３４】
　続いて、図４Ｅに示すように、配線層５、導電部６、及び絶縁材料層４上に配線保護層
（ソルダーレジスト層）８を形成する。配線保護層８と絶縁材料層４は同一の材料であっ
てもよく、また異なる材料であってもよい。
　配線保護層８を形成した後に、この配線保護層８に外部電極７を設けるための開口部を
開口し、該開口部に導電材料を設けて外部電極７を形成する。導電材料としては半田ボー
ル、導電性ペースト、半田ペーストなどを用いる。
【００３５】
　図５は図４Ａ～４Ｅに示される工程によって得られた半導体装置を個片化する工程を示
す図である。
　図５Ａに示す切断線ＣＬに沿って接着剤の少なくとも上部が切断されるまで切断するこ
とにより図５Ｂに示すように半導体装置２０を各個片に個片化する。
　第１の平板１ａと第２の平板１ｂとを固着している接着剤３ｃは切断線ＣＬに沿って設
けられているため、第１の平板１ａと第２の平板１ｂとの固着に寄与していた接着剤３ｃ
の接着面部分が切断時に除去され、第１の平板１ａと第２の平板１ｂとは分離される。こ
れにより、図１に示した所望の厚みの支持板１を有する半導体装置２０を得ることができ
る。
【００３６】
　例えば、第１の平板１ａとして５０μｍ厚のＳＵＳ板を用い、第２の平板１ｂとして２
５０μｍ厚の平板を用いて合計３００μｍ厚としたとき、これは３００μｍ厚の一枚の平
板を用いたときと同様の反り防止効果がある。また、第２の平板１ｂを半導体装置から分
離すると、半導体装置には５０μｍ厚の第１の平板１ａのみが残るため半導体装置を薄型
化することができる。
　また、第１の平板の材料を銅等の熱伝導性の良い材料とした場合には、低背で放熱性に
優れた半導体装置とすることができる。
　また、第２の平板１ｂは切断されないので再利用が可能である。
【００３７】
（実施形態４）
　実施形態４を図６Ａ、図６Ｂに基づいて説明する。
　本実施形態は実施形態３の一部を変形したものである。　本実施形態では図６Ａに示す
ように、第２の平板１ｂに切断線ＣＬに沿って凹部を設け、この凹部に接着剤３ｃを設け
る。そして、実施形態３におけると同様に図６Ａに示す切断線ＣＬに沿って接着剤の少な
くとも上部が切断されるまで切断することにより第１の平板１ａと第２の平板１ｂとを分
離することができる。
これにより、図１に示した所望の厚みの支持板１を有する半導体装置２０を得ることがで
きる。
　また、第２の平板１ｂは切断されないので再利用が可能である。
　本実施形態では、図６Ｂに示すように第１の平板１ａと第２の平板１ｂとは大部分が接
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着剤を介さずに直に接触しているため第１の平板１ａと第２の平板１ｂとの一体性が増し
、反り防止の効果がより高まる。
【００３８】
（実施形態５）
　実施形態５を図７～図９に基づいて説明する。
　本実施形態においては、まず、図７Ａ、図７Ｂに示すように、平板１ａ、平板１ｂ及び
平板１ｃの合計３枚の平板を用いて作製した複合支持板１を用いる。　前記複合支持板１
は、第１の平板１ａと第３の平板１ｃと第２の平板１ｂとがこの順に積層されており、第
３の平板１ｃは第１の平板１ａ及び第２の平板１ｂよりも面積が小さく、複合支持板１の
外周部分は第３の平板が存在しない状態となっている。
　第２の平板１ｂと前記第３の平板１ｃとは接着剤３ｃによって接着されている。
　第１の平板１ａと第３の平板１ｃとの間には接着剤が存在せず直に接触している。
　そして、第２の平板１ｂの外周部分の第３の平板が存在しない領域部分と、前記第１の
平板の外周部分の第３の平板が存在しない領域部分とは接着剤３ｃによって接着されてお
り、これにより第３の平板１ｃは第１の平板１ａと密着した状態に保たれる。
【００３９】
　図８Ａ～図８Ｅは複合支持板１を用いて複数個の半導体チップ２が搭載された半導体装
置の集合体を作製する工程を示した図である。その内容は複合支持板１が図７Ｂに示され
る複合支持板であること以外は実施形態３の説明において図４Ａ～図４Ｅに基づいて示し
たものと同様であるので説明を省略する。
【００４０】
　図９は複合支持板１を構成する第１の平板１ａを他の平板１ｂ、１ｃから分離する工程
を示した図である。
　本実施形態の複合支持板１は前記のような積層構造を有するため、１つまたは複数の半
導体チップを含む半導体装置を個片化する際に、複合支持板１の外周部分における第１の
平板１ａ、第３の平板１ｃ及び第２の平板１ｂが存在する箇所で絶縁材料層４と共に複合
支持板１を切断すると、第１の平板１ａと第２の平板１ｃとを接着していた箇所が除去さ
れ、また、第１の平板１ａと第３の平板１ｃとは接着剤によって接着されていないため、
前記第１の平板を第３の平板及び第２の平板と分離することができる。
【００４１】
（実施形態６）
　実施形態６を図１０、図１１に基づいて説明する。
　本実施形態では複合支持板１として図１０Ａに示すように第１の平板１ａと第２の平板
１ｂとを使用し、第１の平板１ａ及び第２の平板１ｂとしては金属板を用いる。
　図１０Ｂに示すように第１の平板１ａと第２の平板１ｂとを重ねて真空チャンバ３０内
に収容する。真空チャンバ３０を１０－１Ｐａ～１０－３Ｐａの高真空の状態とし、複合
支持板１の外周部を端部から数ｍｍの位置で電子ビーム３１で溶接して溶接部３２を形成
する。
　図１０Ｃに上記のようにして作製した複合支持板１を示す。この複合支持板１は外周部
が高真空下で電子ビーム３１によって溶接されているため、第１の平板１ａと第２の平板
１ｂとの接触部３３は完全密着した状態となる。これにより、第１の平板１ａと第２の平
板１ｂとは直に接触し、第１の平板１ａと第２の平板１ｂとの一体性が増し、反り防止の
効果がより高まる。
　また、溶接部３２の溶接幅は１ｍｍ程度でよいため、加熱が局所的であり、溶接による
歪もＴＩＧ溶接やレーザー溶接と比較して小さくすることができる。
　但し、第１の平板１ａが極めて薄い場合は平板間の隙間により溶接時に第１の平板１ａ
に穴が開く恐れがあるので、穴が開くことを防ぐ目的で、平板同士を完全に密着させるた
めの冶具が必要となる。
【００４２】
　図１１Ａに図１０Ｃに示した複合支持板１の上部に半導体チップを含む構造体を形成し
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た状態を示した。
　前記の構造体を形成する工程は、複合支持板１が異なること以外は実施形態３の製造方
法の説明において図４Ａ～図４Ｅに基づいて示したものと同様であるので説明を省略する
。
　図１１Ａに示した半導体装置の集合体を図１１Ｂに示すように、複合支持板１の外周部
を切断線ＣＬ１、ＣＬ２に沿って切断して第１の平板１ａと第２の平板１ｂの溶接部３２
を含む外周部を取り除くことによって第１の平板１ａと第２の平板１ｂとを分離し、次に
図１１Ｃ示すように切断線ＣＬ３に沿って切断することにより個々の半導体装置に個片化
する。
　これにより、図１に示した所望の厚みの支持板１を有する半導体装置２０を得ることが
できる。
【００４３】
（実施形態７）
　本実施形態を図１２、図１３に基づいて説明する。
　本実施形態では複合支持板１は第１の平板１ａと第２の平板１ｂと仮固定フィルム１１
とから構成する。
　まず、図１２Ａに示すように、第１の平板１ａと仮固定フィルム１１と第２の平板１ｂ
とを用意する。
　次に、図１２Ｂに示すように、第２の平板１ｂ片側に仮固定用フィルム１１を貼り合せ
る。
　次いで、図１２Ｃに示すように第１の平板１ａを仮固定用フィルム１１に載置して貼り
合わせる。
　仮固定用フィルム１１は基材フィルムの表裏両面に接着剤層を設けたものであり、市販
されているものを用いることができる。
【００４４】
　図１３Ａは図１２Ｃに示した複合支持板１の上部に半導体チップを含む構造体を形成し
た状態を示した図である。
　前記の構造体を形成する工程は、複合支持板１が異なること以外は実施態様３の説明に
おいて図４Ａ～図４Ｅに基づいて示したものと同様であるので説明を省略する。
　図１３Ｂに示すように、第２の平板１ｂを仮固定用フィルム１１から剥離し、次いで第
１の平板１ａに付着している仮固定用フィルムを第１の平板１ａから剥離する。これによ
って支持板として第１の平板１ａのみを有する半導体装置が得られる。
　図１４は図１３Ｂに示した半導体装置を個片化する工程を示す図である。
　図１４Ａに示すようにブレード１０を用いて切断線ＣＬに沿って半導体装置を個片化す
ることによって図１４Ｂに示すような個片化された半導体装置２０を得ることができる。
【００４５】
（実施形態８）
　本実施形態を図１５に基づいて説明する。
　図１５は本発明に係る半導体装置の実施形態を示す縦断面図である。
　図１５に示された半導体装置２０は、複数枚（図示したものでは２枚）の平板を積層し
てなる支持板１、半導体チップ２、絶縁材料層４、配線層５及び外部電極７を備えている
。
　半導体チップ２は電極（図示せず）を有する素子回路面を上にして支持板１の主面上に
配置され、素子回路面と反対側の面（裏面）が接着剤３により支持板１に固着されている
。
【００４６】
　支持板１の主面全体には、半導体チップ２の素子回路面を覆うようにして絶縁材料層４
が形成されている。この絶縁材料層４の上には、銅等の導電性金属から成る配線を構成す
る配線層５が形成されており、その一部は半導体チップ２の周辺領域にまで引き出されて
いる。半導体チップ２の電極上の絶縁材料層には開口が形成され、この開口内には導電部
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６が形成されて配線層５と電極とが電気的に接続されている。また、配線層５の所定の位
置には半田ボール等の外部電極７が複数個形成されている。
　絶縁材料層４の上、および外部電極７の接合部を除く配線層５の上には、配線保護層８
を形成する。配線保護層８は絶縁材料層４の絶縁材料と同種の材料で形成しても良いし、
異種の材料で形成しても良い。
【００４７】
　本実施形態の半導体装置は支持板１としては複数枚の平板（第１の平板１ａ及び第２の
平板１ｂ）を積層してなる複合支持板を用いる。半導体装置はその製造過程で熱処理され
たとき部材の熱膨張係数の差異によって反りが発生する。この反りを防ぐためには支持板
がある程度の剛性を有している必要がある。このため、従来は例えば支持板の材料として
ＳＵＳを使用する場合には０．３ｍｍ厚程度のものを使用していた。しかしながら、ＳＵ
Ｓは熱伝導性が悪いため半導体装置の放熱板としては適さないものであった。
　また、熱伝導性の良い銅からなる支持板を用いることも考えられるが、剛性を高めるた
めには厚みのある銅板を用いる必要があり、この銅板は加工性が悪いため採用できない。
【００４８】
　そこで本実施形態では、半導体装置の支持板としては複数枚の平板を積層して反りを防
止するための剛性を有する複合支持板とし、半導体チップを搭載している第1の平板１ａ
を熱伝導率の高い銅等の材料から構成する。この構成により製造工程中において反りが発
生せず、かつ、放熱性の良い半導体装置とすることができる。
【００４９】
（実施形態９）
　図１６は、本発明の実施形態９を示す断面図である。
　本実施形態の半導体装置２０は、２個の半導体チップ２（第１の半導体チップ２ａおよ
び第２の半導体チップ２ｂ）が 積層・配置された構造を有する。実施形態８で示したと
同様の支持板１の一方の主面に第１の半導体チップ２ａが素子回路面を上にして固着され
、その上に第１の半導体チップ２ａを被覆するように絶縁材料層（第１の絶縁材料層）４
ａが形成され、さらにその上に、第１の半導体チップ２ａの電極上に導電部６ａを有する
第１の配線層５ａが形成されている。そして、第１の絶縁材料層４ａの上および後述する
層間ビア部１６の接続部（積層間ビア接続部）を除く第１の配線層５ａの上には、層間絶
縁保護層１８が形成されている。
【００５０】
　さらに、層間絶縁保護層１８の上には、第２の半導体チップ２ｂが素子回路面を上にし
て固着されており、この第２の半導体チップ２ｂを覆うように絶縁材料層（第２の絶縁材
料層）４ｂが形成されている。なお、第２の絶縁材料は、第１の絶縁材料と同種のもので
も異種のものでもよい。
【００５１】
　そして、第２の絶縁材料層４ｂ上には第２の配線層５ｂが形成され、この第２の配線層
５ｂと第２の半導体チップ２ｂの電極とを電気的に接続する導電部６ｂが形成されている
。また、第２の半導体チップ２ｂの周辺領域においては、層間絶縁保護層１８に開口・形
成されたビア接続部に合わせて第２の絶縁材料層４ｂに開口が形成され、この開口内に第
１の配線層５ａと第２の配線層５ｂとを電気的に接続する層間ビア部１６が形成されてい
る。さらに、第２の配線層５ｂの所定の位置には、半田ボール等の外部電極７が形成され
ており、第２の絶縁材料層４ｂの上及び外部電極７の接合部を除く第２の配線層５ｂの上
には、配線保護層８が形成されている。
【００５２】
　このように構成される実施形態においては、２個の半導体チップ２ａ、２ｂが積層・配
置された構造を有し、各半導体チップ２の電極と配線層との接続信頼性が高く、電極の微
細化への対応が可能な半導体装置を、高い歩留まりで安価に得ることができる。
【００５３】
　なお、実施形態９では２個の半導体チップ２を積層・配置した構造を示したが、３個以
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上の半導体チップが積層・配置された構造としてもよい。３個以上の半導体チップの積層
構造では、第２の配線層５ｂの上に、前記した第２の半導体チップ２ｂと第２の絶縁材料
層４、第２の配線層５ｂおよび積層間ビア部１６の 積層構造と同様な構造が、半導体チ
ップの数だけ重ねられる。そして、最上層の配線層上に配線保護層が形成されるとともに
所定の位置に外部電極７が形成されて、半導体装置が完成する。
【００５４】
　前記した実施形態８で示した半導体装置を製造する方法の実施形態を図１７～１９に基
づいて説明する。
　以下に説明する製造方法では、支持板１を本発明の半導体チップ２のサイズよりも極め
て大きいものとし、複数の半導体チップ２をそれぞれ間隔を置いて支持板１に搭載して、
所定の処理工程によって複数の半導体装置を同時に製造し、最終的に個々の半導体装置に
分割して複数の半導体装置を得ることができるようにしている。
　このように、複数の半導体装置を同時に製造することにより製造コストを大幅に抑制す
る事が可能となる。
　また、以下の実施形態では支持板上に一つの半導体チップを有する半導体装置について
述べるが、支持板上に複数個の半導体チップを有する場合も本発明の実施形態である。
【００５５】
　図１７は複合支持板１の構成を示す図である。
複合支持板１は第１の平板１ａと第２の平板１ｂとを接着剤３ｃを用いて固着することに
よって積層されている。
　前記第１の平板１ａ及び第２の平板１ｂは均一な厚さを有する平坦な板である。第１の
平板１ａは第２の平板１ｂに比べて熱伝導率の高い材料からなっており、好ましい材料は
銅である。第２の平板１ｂは絶縁樹脂を硬化させた樹脂硬化体、あるいはステンレススチ
ールや４２アロイ等の金属から構成されることが好ましい。複合支持板１は第１の平板１
ａと第２の平板１ｂとの合計の厚さが後述する絶縁材料層の形成により反りが発生しない
程度の厚さであればよい。
【００５６】
　図１８Ａ～図１８Ｅは半導体装置を個片化する前の工程までの半導体装置の製造工程を
示す図である。
　その内容は複合支持板１が図１７Ｂに示される複合支持板であること以外は実施形態３
の説明において図４Ａ～図４Ｅに基づいて示したものと同様であるので説明を省略する。
【００５７】
　図１９は図１８Ａ～図１８Ｅに示される工程によって得られた半導体装置２０を個片化
する工程を示す図である。
　図１９Ａに示すように切断線ＣＬに沿って切断することにより図１９Ｂに示すように半
導体装置２０を各個片に個片化する。
【符号の説明】
【００５８】
１　支持板、複合支持板
１ａ　第１の平板
１ｂ　第２の平板
１ｃ　第３の平板
２　半導体チップ
３、３ａ、３ｃ　接着剤
４、４ａ、４ｂ　絶縁材料層
５、５ａ、５ｂ　配線層
６、６ａ、６ｂ　導電部
７　外部電極
８　配線保護層
１０　ブレード



(16) JP 6417142 B2 2018.10.31

10

１１　仮固定フィルム
１２　凹部
１４　開口
１６　層間ビア部
１８　層間絶縁保護層
２０　半導体装置
３０　真空チャンバ
３１　電子ビーム
３２　溶接部
３３　接触部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】



(20) JP 6417142 B2 2018.10.31

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  井上　広司
            神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１丁目１番地３２　ニューステージ横浜１７階　株式会社ジェイ
            デバイス内
(72)発明者  石堂　仁則
            神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１丁目１番地３２　ニューステージ横浜１７階　株式会社ジェイ
            デバイス内
(72)発明者  松原　寛明
            神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１丁目１番地３２　ニューステージ横浜１７階　株式会社ジェイ
            デバイス内
(72)発明者  今泉　有加里
            神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１丁目１番地３２　ニューステージ横浜１７階　株式会社ジェイ
            デバイス内

    審査官  鈴木　駿平

(56)参考文献  特開２００６－２２２１６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２５８２３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１６５２３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１１４７５６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２３／１２－２３／１５
              Ｈ０１Ｌ　　２３／２８－２３／３１
              Ｈ０１Ｌ　　２３／３４－２３／４７３
              Ｈ０１Ｌ　　２１／５６
              Ｈ０１Ｌ　　２５／１０
              Ｈ０１Ｌ　　２５／１１
              Ｈ０１Ｌ　　２５／１８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

