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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基体の表面に、第１の温度以上の温度にて接着性を発現する導電材料を用いて、
突起状を有する第１の電極を形成する工程と、
　前記第１の電極上を含んで、前記第１の基体表面に、第２の温度以上にて接着性を発現
する絶縁材料からなる絶縁膜を被覆する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よりも低い温度に保持しながら、バイ
トを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及び前記絶縁膜の表面が連続して平坦
となるように処理する工程と、
　前記第１の基体の、前記第１の電極が形成された面上に、前記第１の電極に対応する第
２の電極が形成された第２の基体を対向配置する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上の温度に加熱し、前記絶縁膜によ
って前記第１の基体と第２の基体とを接続すると共に、前記第１の電極と前記第２の電極
を電気的に接続する工程と
　を含むことを特徴とする基体の加工方法。
【請求項２】
　第１の基体上に、第２の温度以上で接着性を発現する絶縁材料を堆積して絶縁膜を形成
する工程と、
　前記絶縁膜に、開口を形成する工程と、
　第１の温度以上で接着性を発現する導電材料を前記開口内に埋め込むように堆積し、第
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１の電極を形成する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よりも低い温度に保持しながら、バイ
トを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及び前記絶縁膜の表面が連続して平坦
となるように処理する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上の温度に加熱し、表面に複数の第
２の電極が形成されてなる第２の基体に前記第１の基体を前記第１の電極と前記第２の電
極とが接触するように対向させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを前記絶縁膜により
接続するとともに、前記第１の電極と前記第２の電極との間に電気的接続を生ぜしめる工
程と
　を含むことを特徴とする基体の加工方法。
【請求項３】
　前記導電材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第１の温度に達すると軟化して
接着性を発現するものであり、
　前記絶縁材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第２の温度に達すると軟化して
接着性を発現するものである
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の基体の加工方法。
【請求項４】
　前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程は、
　前記第１の基体の温度を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よりも低い温
度に設定し、前記第２の基体の温度を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値よ
りも高い温度に設定する工程と、
　前記設定された温度において、前記第１の電極と前記第２の電極とを対向接触させ、前
記絶縁膜及び前記第１の電極を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上にし
て前記第１の基体と前記第２の基体とを接続する工程と
　を含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【請求項５】
　前記導電材料は、前記第１の温度よりも高い第３の温度以上で固化し、接着性を消失す
る熱硬化性材料であり、
　前記絶縁材料は、前記第２の温度よりも高い第４の温度以上で固化し、接着性を消失す
る熱硬化性材料であり、
　前記第１の電極と前記第２の電極とを電気的に接続する工程の後に、前記第３の温度及
び前記第４の温度のうちの高値以上の温度で加熱することにより、前記導電材料及び前記
熱硬化性材料を固化する工程を更に有する
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【請求項６】
　第１の基体の表面に第１の温度以上の温度にて接着性を発現する導電材料を用いて突起
状を有する第１の電極を形成する工程と、
　前記第１の基体表面に、第２の温度以上にて接着性を発現する第１の絶縁材料からなる
第１の絶縁膜を第１の電極の高さよりも低くなるように被覆する工程と、
　前記第１の電極上を含む前記第１の絶縁膜上に、第３の温度以上にて接着性を発現する
第２の絶縁材料からなる第２の絶縁膜を被覆する工程と、
　前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第３の温度のうちの最低値よりも低い温度に
保持しながら、バイトを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及び前記第２の絶
縁膜の表面が連続して平坦となるように処理する工程と、
　前記第１の基体の、前記第１の電極が形成された面上に、前記第１の電極に対応する第
２の電極が形成された第２の基体を対向配置する工程と、
　前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第３の温度のうちの最高値以上の温度に加熱
し、前記第１の絶縁膜及び前記第２の絶縁膜からなる絶縁膜によって前記第１の基体と第
２の基体とを接続すると共に、前記第１の電極と前記第２の電極を電気的に接続する工程
と
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　を含むことを特徴とする基体の加工方法。
【請求項７】
　前記第１の絶縁材料は、第４の温度以上で前記第１の基体との固着強度を発現する材料
であり、
　前記第２の絶縁材料は、第５の温度以上で前記第１の絶縁材料及び前記第２の基体の双
方との固着強度を発現する材料であり、
　前記導電材料は、第６の温度以上で前記第２の電極との固着強度を発現する材料であり
、
　前記第１の電極と前記第２の電極とを電気的に接続する工程の後に、前記第４の温度、
前記第５の温度及び前記第６の温度のうちの最高値以上の温度で加熱することにより、前
記第１の絶縁材料、前記第２の絶縁材料及び前記導電材料を固化する工程を更に有する
　ことを特徴とする請求項６に記載の基体の加工方法。
【請求項８】
　第１の基体上に、バンプ電極を形成する工程と、
　前記バンプ電極が形成された領域の前記第１の基体上に、第１の温度以上の温度にて接
着性を発現する導電材料を堆積し、前記バンプ電極が前記導電材料により覆われてなる第
１の電極を形成する工程と、
　前記第１の基体上に、第２の温度以上の温度にて接着性を発現する絶縁材料からなる絶
縁膜を形成する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よりも低い温度に保持しながら、前記
第１の電極及び前記絶縁膜が形成された前記第１の基体の表面を切削加工し、前記表面に
前記第１の電極を露出させるとともに、前記表面を平坦化する工程と、
　前記第１の基体の前記表面に、前記第１の電極に対応する第２の電極が形成された第２
の基体を対向させ、前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上の温度で加熱す
ることにより、前記第１の基体と前記第２の基体とを接続するとともに、前記第１の電極
と前記第２の電極を電気的に接続する工程と
　を有することを特徴とする基体の加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一対の基体（半導体チップと回路基板、半導体チップと半導体チップの組み
合わせ等）が電極同士で接続されてなる接合基体（半導体装置）及び基体の加工方法（半
導体装置の製造方法）に関し、特にいわゆるＲＦＩＤやスマートカード等に適用して好適
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年の電子機器の小型化、薄膜化に伴い、電子部品の高密度実装の要求が高まっており
、半導体チップなどの電子部品を裸の状態でダイレクトに基板に搭載するフリップチップ
実装が用いられてきた。フリップチップ実装に使用する半導体チップの電極上には突起電
極が形成されており、突起電極と回路基板上の配線とを電気的に接合する。
【０００３】
　金属端子の形成技術には、代表的なものとして、電解メッキ法、無電解メッキ法、ハン
ダ浸漬法、ハンダ印刷転写法、印刷法などがある。
【０００４】
　電解メッキ法では、メッキ溶液中に試料を設置し、電極パッドに繋がるシード電極に電
流を供給しながら、フォト工程にてパターニングされた電極パッド上に、金属端子を一括
形成する。特徴として、高解像度のレジストを使用することにより、高アスペクト比を有
する数μｍ～数１０μｍピッチの金属端子を形成することができる。電解メッキ法による
金属端子の材料としては、金、半田等が用いられる。
【０００５】
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　無電解メッキ法では、任意の電極パッド上に、金属端子を一括形成できる。特徴として
、等方的にメッキ成長する他、フォト工程が不要となる。
【０００６】
　ハンダ浸漬法では、溶融したＳｎやＰｂなどを主成分とする低融点金属中に、電極パッ
ドを有する試料を浸漬して、引上げることにより、表面張力で電極パッド上にのみに濡れ
た低融点金属が冷却固化して、金属端子を形成する。
【０００７】
　ハンダ印刷転写法では、Ｓｎ、Ｐｂ等を主成分とする低融点金属をペースト状として、
メタルプレート上の電極パッド位置に形成された窪み部に印刷塗布し、リフローさせ、低
融点金属を球状電極とした後、試料上の電極パッドに一括転写する。
【０００８】
　印刷法では、固定マスクを用いて、金属ペーストを印刷するだけでなく、導電性銀ペー
ストのように有機材料と金属粉体とを混合させてなる材料も低コストな突起電極として用
いられる。
【０００９】
　更に近時では、フリップチップ実装における半導体チップと回路基板との金属端子同士
の接合法として、以下のような手法が案出されている。
【００１０】
　特許文献１には、半導体チップの表面を接着性を有する絶縁樹脂で覆い、研削により絶
縁樹脂と金属端子とを同一の平坦面に加工する技術が開示されている。
【００１１】
　特許文献２には、金属端子を有する半導体チップの表面を絶縁樹脂で覆い、この絶縁樹
脂の表層を研磨して金属端子を露出させ、しかる後に金属端子同士を対向させて熱圧着に
より接合する技術が開示されている。
【００１２】
　特許文献３には、半導体チップと回路基板とを熱硬化性樹脂を介在させて圧接し、熱硬
化性樹脂がゲル化しないようにその粘度を保持しながら超音波振動を印加して金属端子同
士の接合部に固層拡散層を形成して接合する技術が開示されている。
【００１３】
　特許文献４には、半導体チップと回路基板とを熱硬化性樹脂を介在させて圧接し、特許
文献２に比して熱硬化性樹脂の保持される粘度範囲を更に狭い範囲として、金属端子同士
の接合部に固層拡散層を形成して接合する技術が開示されている。
【００１４】
　特許文献５には、半導体チップと回路基板とを接着性を有する絶縁樹脂を介在させて接
合する際に、半導体チップの金属端子以外の部位に赤外線不透過性の位置決めマークを形
成しておき、この位置決めマークを赤外線カメラで検出することにより位置合わせを行う
技術が開示されている。
【００１５】
　特許文献６には、半導体チップと回路基板とを熱硬化性樹脂を介在させて接合する際に
、圧力を加えて回路基板の金属端子（導電パターン）を弾性変形させ、加圧された状態で
熱硬化性樹脂を硬化させて接合する技術が開示されている。
【特許文献１】特開平９－２３７８０６号公報
【特許文献２】特開平１１－２７４２４１号公報
【特許文献３】特開２００１－２９８１４６号公報
【特許文献４】特開２００３－２５８０３４号公報
【特許文献５】特開２００２－２５２２４５号公報
【特許文献６】特開２００１－１４４１４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
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　上述した従来技術をＬＳＩなどの電子部品の金属端子形成、及び実装工程に用いると、
次のような問題が発生する。
【００１７】
　例えば、上記特許文献１に開示された技術に関しては、半導体チップの表面上の金属端
子と絶縁樹脂を、研削により同一の平坦面に加工している。被研削物が、樹脂のように軟
らかい材料である場合、研削用ディスクの表面に、研削屑が付着して、研削が出来なくな
る等の問題(焼け)が生じる。また研削用ディスクのベース材料である樹脂や金属が被切削
物である樹脂の表面を汚染させる等の問題も生じる。
【００１８】
　また、上記特許文献２に開示された技術に関しては、半導体チップの表面上の金属端子
と絶縁樹脂を、研磨により同一の平坦面に加工している。このような研磨による平坦化の
場合、硬さの異なる２種類以上の材料を研磨すると、研磨面にディッシングと呼ばれる段
差が生じ、平坦面にならないという問題がある。また、研磨に使用する水やアルコール類
が樹脂を変質させる及び研磨に用いる砥粒が、被研磨物の表面に食い込み悪影響を与える
等の問題を生じる。
【００１９】
　また、特許文献３に開示された技術に関しては、バンプが形成された基板上に熱硬化性
樹脂を塗布した後、超音波にてバンプ表面に固相拡散層を形成して接合しているが、研磨
等の平坦化処理を行わないでそのまま接合させているため、確実な接合のためには、相当
量の荷重を加える必要があり、半導体チップに大きなダメージを与えてしまうという問題
が生じる。
【００２０】
　特許文献４及び６に開示された技術についても、引用文献３と同様、確実な接合のため
には、相当量の荷重を加える必要があり、半導体チップに大きなダメージを与えてしまう
という問題が生じる。
【００２１】
　特許文献５に開示された技術に関しては、半導体チップと回路基板との接合位置の正確
性を向上させることはできるものの、当該接合についての格別な工夫は示されていない。
【００２２】
　本発明は、上記問題点を解決し、低コストで高さが均一且つ平滑であり、低荷重で接続
される金属端子の形成が可能であり、低ダメージの実装を可能とし、また、基体を取り外
して不正に書き換えされることを防止できる高信頼性を有する接合基体及び基体の加工方
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】
【００２３】
　本発明の基体の加工方法は、第１の基体の表面に、第１の温度以上の温度にて接着性を
発現する導電材料を用いて、突起状を有する第１の電極を形成する工程と、前記第１の電
極上を含んで、前記第１の基体表面に、第２の温度以上にて接着性を発現する絶縁材料か
らなる絶縁膜を被覆する工程と、前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よりも
低い温度に保持しながら、バイトを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及び前
記絶縁膜の表面が連続して平坦となるように処理する工程と、前記第１の基体の、前記第
１の電極が形成された面上に、前記第１の電極に対応する第２の電極が形成された第２の
基体を対向配置する工程と、前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上の温度
に加熱し、前記絶縁膜によって前記第１の基体と第２の基体とを接続すると共に、前記第
１の電極と前記第２の電極を電気的に接続する工程とを含む。
【００２４】
　この加工方法の具体例を以下に示す。
（１）基体１へペースト状導電材料を供給し、突起電極を形成する（例えば、印刷法）。
（２）導電材料を半硬化させる(例えば、８０℃で３０分)。
（３）絶縁材料をコートする。
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（４）絶縁材料を半硬化させる(例えば、１１０℃で３０分)。
（５）切削加工を行う（例えば、５０℃）
（６）基体１と基体２とを接続する（例えば、１５０℃で５秒）。
【００２５】
　また、本発明の基体の加工方法の他の態様は、第１の基体上に、第２の温度以上で接着
性を発現する絶縁材料を堆積して絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜に、開口を形成す
る工程と、第１の温度以上で接着性を発現する導電材料を前記開口内に埋め込むように堆
積し、第１の電極を形成する工程と、前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よ
りも低い温度に保持しながら、バイトを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及
び前記絶縁膜の表面が連続して平坦となるように処理する工程と、前記第１の温度及び前
記第２の温度のうちの高値以上の温度に加熱し、表面に複数の第２の電極が形成されてな
る第２の基体に前記第１の基体を前記第１の電極と前記第２の電極とが接触するように対
向させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを前記絶縁膜により接続するとともに、前記
第１の電極と前記第２の電極との間に電気的接続を生ぜしめる工程とを含む。
【００２６】
　この加工方法の具体例を以下に示す。
（１）絶縁性接着材を堆積する（例えば、スピンコート法）。
（２）絶縁性接着材を半硬化させる(例えば、１１０℃で３０分)
（３）絶縁性接着材に開口を形成する(例えば、露光－現像)。
（４）開口へ導電材料を埋め込む（例えば、印刷法）。
（５）導電性材料を半硬化させる(例えば、８０℃で３０分)。
（６）切削加工を行う（例えば５０℃）
（７）基体１と基体２とを接続する（例えば、１９０℃で５秒）。
【００２７】
　また、本発明の基体の加工方法の更に他の態様は、第１の基体の表面に第１の温度以上
の温度にて接着性を発現する導電材料を用いて突起状を有する第１の電極を形成する工程
と、前記第１の基体表面に、第２の温度以上にて接着性を発現する第１の絶縁材料からな
る第１の絶縁膜を第１の電極の高さよりも低くなるように被覆する工程と、前記第１の電
極上を含む前記第１の絶縁膜上に、第３の温度以上にて接着性を発現する第２の絶縁材料
からなる第２の絶縁膜を被覆する工程と、前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第３
の温度のうちの最低値よりも低い温度に保持しながら、バイトを用いた切削加工により、
前記第１の電極の表面及び前記第２の絶縁膜の表面が連続して平坦となるように処理する
工程と、前記第１の基体の、前記第１の電極が形成された面上に、前記第１の電極に対応
する第２の電極が形成された第２の基体を対向配置する工程と、前記第１の温度、前記第
２の温度及び前記第３の温度のうちの最高値以上の温度に加熱し、前記第１の絶縁膜及び
前記第２の絶縁膜からなる絶縁膜によって前記第１の基体と第２の基体とを接続すると共
に、前記第１の電極と前記第２の電極を電気的に接続する工程とを含む。
【００２８】
　この加工方法の具体例を以下に示す。
（１）基体１へペースト状導電材料を供給して突起電極を形成する（例えば、印刷法）。
（２）導電材料を半硬化させる(例えば、８０℃で３０分)。
（３）第１の絶縁材料をコートする。
（４）第１の絶縁材料を半硬化させる(例えば、１１０℃で３０分)
（５）第２の絶縁材料をコートする。
（６）第２の絶縁材料を半硬化させる(例えば、１００℃で３０分)。
（７）切削加工を行う（例えば、５０℃）。
（８）基体１と基体２とを接続する（例えば、１５０℃５秒）。
【００２９】
　また、本発明の基体の加工方法の更に他の態様は、第１の基体上に、バンプ電極を形成
する工程と、前記バンプ電極が形成された領域の前記第１の基体上に、第１の温度以上の
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温度にて接着性を発現する導電材料を堆積し、前記バンプ電極が前記導電材料により覆わ
れてなる第１の電極を形成する工程と、前記第１の基体上に、第２の温度以上の温度にて
接着性を発現する絶縁材料からなる絶縁膜を形成する工程と、前記第１の温度及び前記第
２の温度のうちの低値よりも低い温度に保持しながら、前記第１の電極及び前記絶縁膜が
形成された前記第１の基体の表面を切削加工し、前記表面に前記第１の電極を露出させる
とともに、前記表面を平坦化する工程と、前記第１の基体の前記表面に、前記第１の電極
に対応する第２の電極が形成された第２の基体を対向させ、前記第１の温度及び前記第２
の温度のうちの高値以上の温度で加熱することにより、前記第１の基体と前記第２の基体
とを接続するとともに、前記第１の電極と前記第２の電極を電気的に接続する工程とを有
する。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、低コストで高さが均一且つ平滑であり、低荷重で接続される金属端子
の形成が可能であり、低ダメージの実装を可能とし、また、基体を取り外して不正に書き
換えされることを防止できる高信頼性を有する接合基体を実現することができる。また、
半導体チップ等の第１の基体における絶縁物が不透明であっても、切削により露出した電
極面を認識することができ、容易に回路基板等の第２の基体に位置合わせして搭載するこ
とができる。また、第１の基体と第２の基体との接続用の電極にバンプ電極を内包させる
ことにより、基体の接合の際に電極が過度に潰れることが防止され、隣接電極間の短絡等
の不具合を防止することができる。更に、第１の基体及び第２の基体に磁性体パターンを
それぞれ設けることにより、これら磁性体パターン間に働く磁力によって第１の基体と第
２の基体との位置合わせを自己整合的に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　［本発明の基本骨子］
　本発明では、ＣＭＰ法に替わり、基体上に形成された多数の電極の表面を安価に高速で
一斉に平坦化する手法として、ダイヤモンド等からなる硬質バイトを用いた切削加工を適
用する。この切削加工によれば、基体表面上で絶縁膜内に電極が埋め込み形成されている
ような場合でも、ＣＭＰ法のように金属と絶縁物の研磨速度等に依存することなく、基板
上で一斉に金属と絶縁膜とを連続して切削し、ディッシング等を発生せしめることなく全
体的に両者を均一に平坦化することができる。
【００３３】
　また、ダイヤモンドは熱伝導性に優れるため、切削時に発生する摩擦熱を外部に逃がし
、絶縁物が溶出することを防止できる効果がある。
【００３４】
　このことから、製造工程の増加や煩雑化を招くことなく、基体同士を確実に接続するこ
とを鋭意検討し、電極を埋め込む絶縁膜として接着性を有する絶縁材料（アンダーフィル
、絶縁シート又は絶縁フィルム等）を用い、例えば第１の基体の表面（電極及び絶縁膜の
表面）を切削加工により平坦化し、基体同士を接続することが試みられた。即ち、当該絶
縁膜を電極を埋め込み保護する封止材料として用いるとともに、基体同士の電極を接続す
る際の接続強化材料としても用いる。この場合、切削加工後に絶縁膜を除去することなく
、その接着性を利用して電極同士を対向させて接続させる。
【００３５】
　この試みにおいて、当該絶縁膜の絶縁材料としては、第２の温度以上で接着性を発現し
、これよりも高温の第４の温度以上で接着性を消失するもの、具体的には、常温では固体
で接着性を示さず、第２の温度に達すると軟化して接着性を発現し、更に第４の温度に達
すると固化して接着性を消失する性質を有する絶縁材料を用いる。また、電極の導電材料
としては、第１の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第３の温度以上で接着性
を消失するもの、具体的には、常温では固体で接着性を示さず、第１の温度に達すると軟
化して接着性を発現し、更に第３の温度に達すると固化して接着性を消失する性質を有す
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る導電材料を用いる。
【００３６】
　そして、第１の温度及び第２の温度のうちの低値よりも低温で切削加工による平坦化処
理を実行した後、第１の温度及び第２の温度のうちの高値以上で第１の基体（例えば固片
化された半導体チップ）の電極とそれに対応する第２の基体（例えば回路基板又は半導体
チップ）の電極とを対向させて接触させ、接着性を発現する絶縁材料により基体同士を接
続するとともに、第１の基体の接着性を発現する導電材料（からなる電極）と第２の基体
の電極とを接続する。
【００３７】
　続いて、第３の温度及び第４の温度のうちの高値以上で第１の基体と第２の基体電極間
を充填する当該絶縁材料を固化させるとともに、第２の基体の電極と接続された当該導電
材料を固化させる。これにより、基体間の強固な接続と電極間の良好な電気的接続が得ら
れることを確認した。しかしながら、バイトによる切削加工の際に、当該絶縁材料がバイ
トの摩擦熱で第１の温度以上となって軟化し、同様に軟化した電極の表面に皮膜が形成さ
れる等の現象が確認された。
【００３８】
　本発明者は、この現象に鑑み、バイトを用いた切削加工で発生する摩擦熱により上昇す
る絶縁膜及び電極の温度をその絶縁材料及び導電材料の軟化する温度、即ち第１の温度及
び第２の温度のうちの低値よりも低温に制御することにより、導電材料及び絶縁材料を連
続した平面に処理し、接続を行うことに想到した。
【００３９】
　例えば、半導体チップにおいて、１１０℃で軟化する（第１の温度が１１０℃である）
Ａｇペーストからなる電極及び８０℃で軟化する（第２の温度が８０℃である）エポキシ
樹脂からなる絶縁膜を、同時にバイトを用いて切削加工して平坦化する場合、熱伝導性に
優れたダイヤモンド等のバイトを使用し、バイトの切削速度や切り込み深さ等を制御し、
摩擦熱により上昇して達する絶縁膜の温度を８０℃以下にすることで、Ａｇペースト及び
エポキシ樹脂の軟化を抑えることが可能である。このＡｇペースト電極を回路基板側の例
えば金（Ａｕ）メッキ電極に対向させ、第２の温度以上例えば１５０℃で一つの電極当た
り１０ｇｆ程度の荷重で、所定の時間押し当て、Ａｇペースト電極を硬化させてＡｕメッ
キ電極と密着させると同時に周辺のエポキシ樹脂を硬化させることにより、エポキシ樹脂
の強固な接続と電極間の良好な電気的接続が得られる。
【００４０】
　このように本発明では、半導体チップ等の第１の基板において、上記のような性質の導
電材料からなる電極を上記のような性質の絶縁材料からなる絶縁膜で覆って切削平坦化す
ることにより、第１の基板を回路基板等の第２の基板へ接合するに際して、機械的接着は
当該絶縁材料で行い、電気的接続は当該導電材料で行うという分担が可能となったため、
従来用いられることができなかった低コストな材料及び方法で接合基体を形成することが
できる。
【００４１】
　また、本発明では、第１の基体の切削平面に見える電極と絶縁膜との色調及び反射率の
違いにより、基体表面におけるＬＳＩの位置認識が可能であるため、絶縁膜として可視光
に対して不透明な絶縁材料を用いることができる。接着強度に優れ、熱膨張率を制御でき
る絶縁材料は一般的に不透明なものである。
【００４２】
　また、本発明者は、半導体チップ等の第１の基体と回路基板等の第２の基体との間で更
なる強固な接合を得ること及びＲＯＭ等の内容の書き換え防止を考慮し、上記の性質を有
する２種類の絶縁材料を用いて２層の絶縁膜を形成することに想到した。なお、記載の便
宜上、以下の説明において例えば「第２の温度」等の文言を用いるが、上記した単層の絶
縁膜を形成する例における「第２の温度」等とは無関係である。
【００４３】
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　即ち、第１の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第６の温度以上で接着性を
消失するもの、具体的には、常温では固体で接着性を示さず、第１の温度に達すると軟化
して接着性を発現し、更に第６の温度に達すると固化して接着性を消失する性質を有する
導電材料と、第２の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第４の温度以上で接着
性を消失するもの、具体的には、常温では固体で接着性を示さず、第２の温度に達すると
軟化して接着性を発現し、更に第４の温度に達すると固化して接着性を消失する性質を有
する第１の絶縁材料と、第３の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第５の温度
以上で接着性を消失するもの、具体的には、常温では固体で接着性を示さず、第３の温度
に達すると軟化して接着性を発現し、更に第５の温度に達すると固化して接着性を消失す
る性質を有する第２の絶縁材料を用いる。そして、第１の基板において、第１の絶縁材料
を電極の高さよりも低くなるように電極間を埋め込んで第１の絶縁膜を形成し、電極を覆
うように第２の絶縁材料を第１の絶縁膜上に堆積し、第２の絶縁膜を形成する。ここで、
第１の絶縁材料は、第４の温度以上で第１の基体との強固な接着強度を発現する材料であ
り、第２の絶縁材料は、第５の温度以上で第１の絶縁材料及び第２の基体の双方との接着
強度を発現する材料である。
【００４４】
　この状態で、上記と同様に摩擦熱も考慮しつつ第１の温度、前記第２の温度及び前記第
３の温度のうちの最低値よりも低い温度に保持しながら、バイトを用いた切削加工により
平坦化処理する。このとき、切削面からは電極及び第２の絶縁膜の平坦面が露出した状態
となる。続いて、第１の温度、前記第２の温度及び前記第３の温度のうちの最高値以上で
第１の基体の電極とそれに対応する第２の基体の電極とを対向させて接触させ、接着性を
発現する第２の絶縁材料により基体同士を接続するとともに、第１の基体の接着性を発現
する導電材料（からなる電極）と第２の基体の電極とを接続する。第２の絶縁材料は第１
の絶縁材料及び第２の基体との接着性に優れているため、基体同士が更に強固に接合され
る。
【００４５】
　そして、第４の温度、前記第５の温度及び前記第６の温度のうちの最高値以上で第１の
基体と第２の基体電極間を充填する当該第１及び第２の絶縁材料を固化させるとともに、
第２の基体の電極と接続された当該導電材料を固化させる。これにより、基体間の強固な
接続と電極間の良好な電気的接続が得られる。またこの場合、第１の絶縁材料として第１
の基体との接着性が強固な材料を選択することが可能であり、材料選択の幅が広がる。
【００４６】
　［本発明を適用した具体的な諸実施形態］
　以下、本発明を適用した具体的な諸実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００４７】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法について図１及び図２を用いて説明
する。図１は、第１実施形態による半導体装置の製造方法を、工程順に示す概略断面図で
ある。
【００４８】
　ここでは、半導体ウェーハから個片化されその主面に電極端子が配設された半導体チッ
プを第１の基体とし、当該半導体チップがフリップチップ実装される回路基板を第２の基
体として、当該回路基板上に半導体チップを搭載する場合について示す。当該回路基板は
、ガラスエポキシなどを用いて形成された絶縁基板とその表面及び／或いは内部に形成さ
れた導電層を備え、その半導体チップ搭載面には、搭載される半導体チップの電極端子に
対応する電極端子が配設されている。
【００４９】
　本実施形態にあっては、半導体チップの表面、即ち被搭載面を切削により平坦化した後
、当該半導体チップの電極端子と回路基板の電極とを対向させて接続する。
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【００５０】
　図１（ａ）において、半導体チップ１ａは、その一方の主面に、ＭＯＳトランジスタな
どの機能素子、容量素子などの受動素子などを用いて構成される論理回路及び／或いは記
憶回路など（図示せず）が形成されたシリコン（Ｓｉ）からなる半導体基板１と、当該半
導体基板１の前記一方の主面を覆って配設された酸化シリコンなどからなる絶縁層２と、
当該絶縁層２に選択的に配設された開口２ａ、及び当該開口２ａ部に配設された電極層を
具備する。
【００５１】
　この電極層は、前記機能素子部及び／或いは受動素子部から導出されたアルミニウム（
Ａｌ）電極パッド（不図示）上に配設された、ニッケル（Ｎｉ）よりなる金属層３と、金
属層３上に配設された金（Ａｕ）よりなる金属層４との積層体からなる下地金属層を有し
てなる。 ニッケル（Ｎｉ）、金（Ａｕ）は、無電解メッキ法により順次堆積して形成さ
れる。金属層３の材料としては、アルミニウム（Ａｌ），銅（Ｃｕ），金（Ａｕ），銀（
Ａｇ），ニッケル（Ｎｉ）或いはタングステン（Ｗ）等の金属、又はこれらの合金が用い
られる。また、金属層４の材料としては、金（Ａｕ），錫（Ｓｎ），銅（Ｃｕ），銀（Ａ
ｇ），ニッケル（Ｎｉ）或いはタングステン（Ｗ）等の金属、又はこれらの合金が用いら
れる。
【００５２】
　続いて、図１（ｂ）に示すように、半導体チップ１ａ上に、メタルマスク１０を、その
開口１０ａが前記電極層に対応して、電極層の表面を露出するように位置合わせして形成
する。
【００５３】
　続いて、図１（ｃ）に示すように、導電材料としてＡｇペースト１１（例えば日立化成
製の商品名ＥＮ４０７２）を用い、印刷法によりスキージ１２を使用してＡｇペースト１
１をメタルマスク１０の開口１０ａ内を充填するように刷り込む。このＡｇペースト１１
は、半硬化後は、常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の第１の温度以上で
接着性を発現し、これよりも高温の第３の温度以上で硬化する性質を有するものである。
ここでは例えば、第１の温度は約８０℃であり、第３の温度が約１３０℃である。なお、
本実施形態における導電材料としては、Ａｇペースト以外にＡｕペースト，Ｐｄペースト
，Ｐｔペースト、或いはこれらの合金ペースト等を用いることができる。
【００５４】
　続いて、図１（ｄ）に示すように、メタルマスク１０を除去し、Ａｇペースト１１を８
０℃～１１０℃程度の温度下でＡｇペースト１１を半硬化（いわゆるＢステージキュアー
）させ、金属層４と電気的に接続されてなる第１の電極である電極５を形成する。
【００５５】
　続いて、図１（ｅ）に示すように、接着性を有する絶縁材料を用い、電極５を覆うよう
にコートして絶縁膜６を形成する。この絶縁材料は、常温では固体であり接着性を示さず
、これより高温の第２の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第４の温度以上で
硬化する性質を有するものである。ここでは例えば、第２の温度は約１１０℃であり、第
４の温度が約１３０℃である。本実施形態では、絶縁材料として、エポキシ樹脂系のフィ
ルム状接着剤、及び液状であるが仮硬化を行うことにより固化するいわゆるＢステージ接
着剤（例えば商品名エイブルスティック６２００）を用いた。
【００５６】
　フィルム状接着剤としては、その組成が、接着剤成分(エポキシ樹脂及びフェノール樹
脂、 硬化促進剤)２０重量％、無機フィラー(平均粒径１．５μｍ、最大粒径１０μｍの
シリカまたはアルミナフィラー)５０重量％、溶剤(エーテルまたはケトン) ２５重量％の
ものを用いた。このフィルム状接着剤としては、フィルム形成後の形状を保持するために
、可塑剤を添加してもよい。この可塑剤としては、ポリメチルメタクリレート、ポリエス
テルを用いると最良となる。また、添加する溶剤量としては、本実施形態に記載されてい
る添加量のみではなく、使用するエポキシ樹脂及びフェノール樹脂やアミンの種類または
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、形成する接着剤の厚さによりコントロールする。
【００５７】
　本実施形態に用いるエポキシ樹脂としては、エポキシ樹脂であれば制限はないが、接着
剤の耐熱性を向上させるためには、１分子中に少なくとも官能基が2つ以上のエポキシ樹
脂が好ましい。このようなエポキシ樹脂としては、ビスフェノールＡ型エポキシ、ビスフ
ェノールＦ型エポキシ、ビフェニル型エポキシ、ビスフェノールＳ型エポキシ、ジフェニ
ルエーテル型エポキシ、ジシクロペンタジエン型エポキシ、クレゾールノボラック型エポ
キシ、ＤＰＰノボラック型エポキシ、ナフタレン骨格エポキシ等が提供されている。
【００５８】
　フィルム状接着剤の硬化剤として用いられるフェノール樹脂は、フェノール樹脂であれ
ば制限なないが、 耐熱性及び環境性を考慮した場合には、官能基が２つ以上のノボラッ
ク型フェノールが好ましい。 このフェノール樹脂としては、フェノールノボラック、ク
レゾールノボラック、ナフトール型ノボラック、キシリレン型ノボラック、ジスクロペン
タジエン型ノボラック、スチレン化ノボラック、アリル形成ノボラックなどが提供されて
いる。
【００５９】
　Ｂステージ状接着剤としては、その組成が、接着剤成分(エポキシ樹脂及びフェノール
樹脂またはアミン及び硬化促進剤)３６重量％、無機フィラー(平均粒径１．５μｍ、最大
粒径１０μｍのシリカまたはアルミナフィラー)１０重量％、溶剤(エーテルまたはケトン
) １０重量％のものを用いた。
【００６０】
　Ｂステージ状接着剤の硬化剤として用いられるフェノール樹脂またはアミンは、Ｂステ
ージ化を図るために、硬化反応が二段階に発生するものが良い。このためには 分子中に
立体障害を持つものが好ましい。 フェノール硬化剤としては、デカリン変成フェノール
ノボラック、ｐ－ヒドロキシベンズアルデキド型フェノールノボラックが、アミンとして
は、芳香族アミンが好ましく ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン
、ｍ－フェニレンジアミンがあり、低毒性のものとして、それぞれの芳香族アミンにアル
キル基を導入したものもある。他のアミンとしては、ジシアンジアミドなどがある。
【００６１】
　本実施形態で用いた導電材料及び絶縁材料の例を表１にまとめて記載する。
【００６２】
【表１】

　続いて、図１（ｆ）に示すように、ダイヤモンド等からなる硬質のバイトを用いて、半
導体チップ１ａの電極５の表面及び絶縁膜６の表面が連続して平坦となるように切削加工
し、平坦化処理する。かかる表面平坦化処理に伴い、表面平坦化に伴い各電極５の高さが
均一となる。
【００６３】
　切削加工装置の一例を図２に示す。本実施形態では、図示のように、個々の半導体チッ
プ１ａに切り出す前の複数の半導体チップ１ａの形成された半導体ウェーハの状態におい
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て、基板表面を一斉に切削加工する場合を示す。なおこの場合、図１（ｅ）のように電極
５を覆う絶縁膜６が形成された状態で半導体ウェーハから個々の半導体チップ１ａを切り
出し、この切削加工装置により個片化された半導体チップ１ａの状態で切削加工すること
もできる。
【００６４】
　この切削加工装置は、いわゆる超精密旋盤であって、半導体ウェーハ２０（または個片
化された半導体チップ１ａ）を例えば真空吸着により載置固定し、半導体ウェーハ２０を
所定の回転速度（例えば、回転数８００ｒｐｍ～１６００ｒｐｍ程度）で例えば図中矢印
Ａ方向に回転駆動する基板支持台（回転テーブル）２１と、ダイヤモンド等からなる切削
工具である硬質のバイト１００を備える。また、当該切削加工装置はこのバイト１００を
半導体ウェーハ２０の周辺から回転中心へ向かう方向に駆動する切削部２２を備える。切
削加工時には、半導体ウェーハ２０の表面にバイト１００を当接させ、半導体ウェーハ２
０を矢印Ａ方向に回転させながら、バイト１００を半導体ウェーハ２０の周辺から回転中
心へ移動させて切削する。ここで、図２の右側に、円Ｃを拡大した図１（ｅ）の工程中に
おける切削加工の様子を示す。なお、図２の拡大図は、切削部２２を向かって左側から見
た図である。
【００６５】
　本切削加工は、超精密旋盤を用いた例であるが、フライス盤を用いて加工することもも
ちろん可能である。
【００６６】
　この切削加工工程において、本実施形態では、切削加工工程の全体を通して電極５及び
絶縁膜６を軟化させずに固体状態に保持しながら切削する。即ち、半導体チップ１ａの温
度を電極５及び絶縁膜６の軟化（半硬化）温度、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの
低値である８０℃よりも低温、例えば５０℃程度に設定し、バイト１００を用いた切削加
工で発生する摩擦熱により上昇して達する電極５及び絶縁膜６の温度を８０℃より低温に
制御しつつ、切削加工工程の全体を通して８０℃よりも低温という温度範囲を保持しなが
ら平坦化処理する。
【００６７】
　続いて、半導体ウェーハ２０から個々の半導体チップ１ａを切り出す。ここで上記のよ
うに、切削加工工程の前に個々の半導体チップ１ａを切り出した場合には、勿論この工程
は不要である。そして、図１（ｇ）に示すように、半導体チップ１ａと、表面に第２の電
極である電極７が形成された回路基板８とを、半導体チップ１ａの電極５と回路基板８の
電極７とが対向するように位置合わせする。そして、半導体チップ１ａ及び回路基板８の
温度を電極５及び絶縁膜６の軟化温度、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの高値であ
る１１０℃以上、且つ電極５及び絶縁膜６の固化（硬化）温度、即ち第３の温度及び第４
の温度のうちの低値である１３０℃よりも低い温度で、電極５と電極７とを対応させ、絶
縁膜６を軟化させて電極５及び電極７間を絶縁膜６の絶縁樹脂で充填させるとともに、電
極５と電極７とを接触させる。
【００６８】
　ここで、上記の切削加工により電極５の表面及び絶縁膜６の表面が平坦化処理されてい
るため、所定の反射率測定装置やカメラ装置を用いて、電極５と絶縁膜６とを各表面の反
射率及び色相から識別することができる。この反射率及び前記色相の差を利用して、電極
５と電極７とを位置合わせするようにしても良い。
【００６９】
　かかる状態において、半導体チップ１ａ及び回路基板８を第３の温度及び第４の温度の
うちの高値以上、例えば１３０℃～１５０℃でひとつの電極当たり数ｇｆ、例えば１０ｇ
ｆの荷重で、所定の時間（例えば５秒間）押し当て電極５の導電材料及び絶縁膜６の絶縁
材料を硬化させる。そして、更に３０分間程度１５０℃に保持することにより、導電材料
及び絶縁材料を完全に硬化せしめる。これにより、半導体チップ１ａと回路基板８とが絶
縁膜６で接続されるとともに、電極５，７同士が接合される。このとき、電極５，７が電
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気的に接続されて導通するとともに、絶縁膜６がその優れた接着性に起因して強固に接着
し、半導体チップ１ａと回路基板８との接合が確実となる。
【００７０】
　なおこの場合、半導体チップ１ａの温度を電極５及び絶縁膜６の各軟化温度のうちの低
値である８０℃より低い温度、回路基板８の温度を電極５及び絶縁膜６の各軟化温度のう
ちの高値である１１０℃より高い温度とし、この状態で電極５と電極７とを対応させて接
触させ、電極５及び絶縁膜６の温度を１１０℃以上にして、電極５及び絶縁膜６を軟化さ
せるようにしても良い。
【００７１】
　また、接続時の温度及び圧力によっては電極５が過度に変形し、最悪の場合には隣接す
る電極５間が短絡する虞がある。そこで、このような不具合を防止する対策として、電極
５を構成する導電性樹脂の粘度及び絶縁膜６を構成する絶縁性樹脂の粘度は、接続条件に
応じて適宜設定することが望ましい。例えば、温度１５０℃、圧力２ＭＰａの条件下で接
続を行う場合、電極５を構成する導電性樹脂の粘度が絶縁膜６を構成する絶縁性樹脂の粘
度に比べて十分に大きくなるように、導電性樹脂の粘度を例えば１Ｍｃｐｓ、絶縁性樹脂
の粘度を例えば０．１Ｍｃｐｓとする。これにより、電極５を過度に変形させることなく
接続が可能となる。
【００７２】
　しかる後、回路基板８の他方の主面に形成された接続端子に外部接続用の例えば半田ボ
ール（共に不図示）等を取り付け、半導体装置を完成させる。
【００７３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、低コストで高さが均一且つ平滑であり、低
荷重で接続される金属端子の形成が可能であり、低ダメージの実装を可能とし、高信頼性
を有する半導体装置を形成することができる。
【００７４】
　また、前述したように、バイトによる平坦化処理は、研削加工或いは研磨加工と比較す
ると種々のメリットが存在する。その点を以下に簡単に説明する。
【００７５】
　研削加工の場合、ダイヤモンド等の高硬度の材料を使用した（ミクロンレベルの）粒子
を、樹脂或いは金属に埋め込んだ研削用ディスクを使用する。そして、その研削用ディス
クを回転させ、ディスクの平面あるいはエッヂを用いて被研削物を研削する。
【００７６】
　このような研削による加工の際、被研削物の屑が、研削用ディスクのベース材料である
樹脂に付着して、研削用ディスクの表面が研削不能の状態になる、或いは、ベース材料が
金属イオンによって汚染される等の問題が生じる。被研削物の屑が被研削物表面に埋め込
まれてしまうという問題も生じる。
【００７７】
　また、研削では面を用いて研削するため、摩擦熱により温度が上昇し、被研削物である
樹脂が溶け出してしまうという問題も起こり得る。そのため、粘着性のある樹脂を有する
被研削物を研削した場合、研削用ディスクに溶け出した樹脂が研削用ディスクのダイヤモ
ンド粒子間に付着し、研削不能になるという現象が発生する。摩擦による発熱を被研削物
表面に水を掛ける等により、避けることは可能であるが、その冷却水が接着性を有する樹
脂を劣化させるという問題が生じ得る。
【００７８】
　研磨による加工の場合には、研磨用として、ミクロンレベルの砥粒を使用するため、そ
の砥粒が、被研磨物表面（樹脂表面やバンプ表面）に食い込んでしまうという現象が発生
する。特に接着性を有する樹脂は低硬度で柔らかいため、多くの砥粒が食込み易く、食い
込んだ粒子を除去することが困難となる。完全に除去するには、被研磨物表面を化学的方
法で薄く（砥粒とともに）溶解した後、樹脂に浸透した水分を加熱脱水させることが必要
となる。
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【００７９】
　特に、被研磨物が銀Ａｇを含んだ導電性接着剤で形成されている場合には、研磨用の水
より銀の酸化を引き起こす等、研磨時に使用される水やアルコール類が、樹脂（特に接着
性を有する樹脂）に悪影響を与える。
【００８０】
　また、金属端子と絶縁樹脂のように、硬さの異なる２種類以上の材料を研磨すると、研
磨面にディッシングと呼ばれる段差が生じ、平坦面にならないという問題も生じる。
【００８１】
　このように、研削や研磨による平坦化加工は現実的ではない。
【００８２】
　バイトによる切削処理を用いた場合には、面を用いて平坦化処理しないために、これら
の問題が発生しないというメリットがある。バイトによる切削処理後の被切削面は、切削
屑の付着もなく、清浄な状態となる。
【００８３】
　なお、本実施形態では、上記の切削加工を半導体チップ１ａの一方の主面のみに施す場
合を例示し、回路基板８の一方の主面には切削加工を施すことなく、複数の電極７が連続
してある程度平坦に形成されていることで足りるものとするが、半導体チップ１ａと同様
に当該一方の主面を切削加工して平坦化しても良い。この場合、当該一方の主面に複数の
電極７のみが形成された状態（電極７を覆う絶縁膜が存しない状態）で切削加工すること
が可能である。
【００８４】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態による半導体装置の製造方法について図３を用いて説明する。図
３は、第２実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
【００８５】
　なお、図１及び図２に示す第１実施形態による半導体装置の製造方法と同様の構成要素
には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡潔にする。また、記載の便宜上、以下の説明
において例えば「第２の温度」等の文言を用いるが、上記した第１実施形態における「第
２の温度」等とは無関係である。
【００８６】
　ここでは、半導体ウェーハから個片化されその主面に電極端子が配設された半導体チッ
プを第１の基体とし、当該半導体チップがフリップチップ実装される回路基板を第２の基
体として、当該回路基板上に半導体チップを搭載する場合について示す。当該回路基板は
、ガラスエポキシなどを用いて形成された絶縁基板とその表面及び／或いは内部に形成さ
れた導電層を備え、その半導体チップ搭載面には、搭載される半導体チップの電極端子に
対応する電極端子が配設されている。
【００８７】
　本実施形態にあっては、半導体チップの表面、即ち被搭載面を切削により平坦化した後
、当該半導体チップの電極端子と回路基板の電極とを対向させて接続する。
【００８８】
　図３（ａ）において、半導体チップ１ａは、その一方の主面に、ＭＯＳトランジスタな
どの機能素子、容量素子などの受動素子などを用いて構成される論理回路及び／或いは記
憶回路など（図示せず）が形成されたシリコン（Ｓｉ）からなる半導体基板１と、当該半
導体基板１の前記一方の主面を覆って配設された酸化シリコンなどからなる絶縁層２と、
当該絶縁層２に選択的に配設された開口２ａ、及び当該開口２ａ部に配設された電極層を
具備する。
【００８９】
　この電極層は、前記機能素子部及び／或いは受動素子部から導出されたアルミニウム（
Ａｌ）電極パッド（不図示）上に配設された、ニッケル（Ｎｉ）よりなる金属層３と、金
属層３上に配設された金（Ａｕ）よりなる金属層４との積層体からなる下地金属層を有し
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れる。金属層３の材料としては、アルミニウム（Ａｌ），銅（Ｃｕ），金（Ａｕ），銀（
Ａｇ），ニッケル（Ｎｉ）或いはタングステン（Ｗ）等の金属、又はこれらの合金が用い
られる。また、金属層４の材料としては、金（Ａｕ），錫（Ｓｎ），銅（Ｃｕ），銀（Ａ
ｇ），ニッケル（Ｎｉ）或いはタングステン（Ｗ）等の金属、又はこれらの合金が用いら
れる。
【００９０】
　続いて、図３（ｂ）に示すように、メタルマスク１０を開口１０ａが各金属層４の表面
を露出させるように位置合わせして形成する。
【００９１】
　続いて、図３（ｃ）に示すように、導電材料としてＡｇペースト１１（例えば日立化成
製の商品名ＥＮ４０７２）を用い、印刷法によりスキージ１２を使用してＡｇペースト１
１をメタルマスク１０の開口１０ａ内を充填するように刷り込む。このＡｇペースト１１
は、半硬化後は、常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の第１の温度以上で
接着性を発現し、これよりも高温の第６の温度以上で硬化する性質を有するものである。
ここでは例えば、第１の温度は約８０℃であり、第６の温度が約１３０℃である。なお、
本実施形態における導電材料としては、Ａｇペースト以外にＡｕペースト，Ｐｄペースト
，Ｐｔペースト、或いはこれらの合金ペースト等を用いることができる。
【００９２】
　続いて、図３（ｄ）に示すように、メタルマスク１０を除去し、Ａｇペースト１１を８
０℃～１１０℃程度の温度下で半硬化（いわゆるＢステージキュアー）させ、金属層４と
電気的に接続されてなる第１の電極である電極５を形成する。
【００９３】
　続いて、接着性を有する２種類の絶縁材料（第１及び第２の絶縁材料）を用い、電極５
を覆うように絶縁膜を形成する。
【００９４】
　具体的には、先ず図３（ｅ）に示すように、半導体チップ１ａにおいて、第１の絶縁材
料を電極５の高さよりも低くなるように電極５間を埋め込んで第１の絶縁膜２３を形成す
る。続いて図３（ｆ）に示すように、電極５を覆うように第２の絶縁材料を第１の絶縁膜
２３上に堆積し、第２の絶縁膜２４を形成する。
【００９５】
　ここで、第１の絶縁材料は、常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の第２
の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第４の温度以上で硬化する性質を有する
ものである。ここでは例えば、第２の温度は約１１０℃であり、第４の温度が約１３０℃
である。また、第２の絶縁材料は、常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の
第３の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第５の温度以上で硬化する性質を有
するものである。ここでは例えば、第３の温度は約１００℃であり、第５の温度が約１５
０℃である。更に、第１の絶縁材料は、第４の温度以上で半導体チップ１ａとの強固な接
着強度を発現する材料であり、第２の絶縁材料は、第５の温度以上で第１の絶縁材料及び
回路基板８の双方との強固な接着強度を発現する材料である。本実施形態では、第１の絶
縁材料として、第１実施形態で説明したエポキシ樹脂系のフィルム状接着剤及びＢステー
ジ接着剤を用い、第２の絶縁材料として日立化成製の商品名ＵＦ－５３６を用いた。
【００９６】
　本実施形態で用いた導電材料及び絶縁材料の例を表２にまとめて記載する。
【００９７】
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【表２】

　続いて、図３（ｇ）に示すように、図２に示した切削加工装置を用いて、ダイヤモンド
等からなる硬質のバイトにより、半導体チップ１ａの電極５の表面及び第２の絶縁膜２４
の表面が連続して平坦となるように切削加工し、平坦化処理する。かかる表面平坦化処理
に伴い、切削面からは電極５及び第２の絶縁膜２４の平坦面が露出した状態となる。但し
、第２の絶縁膜２４を形成した際に、電極５上に若干の第１の絶縁材料が被覆することが
あり、この場合には切削加工した切削面において、電極５の周囲を覆うように薄く第１の
絶縁材料が露出することになるが、この第１の絶縁材料は露出した第２の絶縁材料に比し
て極めて少なく、接着性に影響するものではない。また、表面平坦化に伴い各電極５の高
さが均一となる。
【００９８】
　この切削加工工程において、本実施形態では、切削加工工程の全体を通して電極５、第
１の絶縁膜２３及び第２の絶縁膜２４を軟化させずに固体状態に保持しながら切削する。
即ち、半導体チップ１ａの温度を電極５、第１の絶縁膜２３及び第２の絶縁膜２４の軟化
（半硬化）温度、即ち第１の温度、第２の温度及び第３の温度のうちの最低値である８０
℃よりも低温、例えば５０℃程度に設定し、バイト１００を用いた切削加工で発生する摩
擦熱により上昇して達する電極５、第１の絶縁膜２３及び第２の絶縁膜２４の温度を８０
℃より低温に制御しつつ、切削加工工程の全体を通して８０℃よりも低温という温度範囲
を保持しながら平坦化処理する。
【００９９】
　続いて、半導体ウェーハ２０から個々の半導体チップ１ａを切り出す。ここで上記のよ
うに、切削加工工程の前に個々の半導体チップ１ａを切り出した場合には、勿論この工程
は不要である。そして、図３（ｈ）に示すように、半導体チップ１ａと、表面に第２の電
極である電極７が形成された回路基板８とを、半導体チップ１ａの電極５と回路基板８の
電極７とが対向するように位置合わせし、半導体チップ１ａ及び回路基板８の温度を電極
５、第１の絶縁膜２３及び第２の絶縁膜２４の軟化温度、即ち第１の温度、第２の温度及
び第３の温度のうちの最高値である１１０℃以上、且つ電極５及び絶縁膜６の固化（硬化
）温度、即ち第４の温度、第５の温度及び第６の温度のうちの最低値である１３０℃より
も低い温度で、電極５と電極７とを対応させ、第１の絶縁膜２３及び第２の絶縁膜２４を
軟化させて、電極５及び電極７間を第２の絶縁膜２４の第２の絶縁樹脂で充填させるとと
もに、電極５と電極７とを接触させる。
【０１００】
　ここで、上記の切削加工により電極５の表面及び第２の絶縁膜２４の表面が平坦化処理
された際に、所定の反射率測定装置やカメラ装置を用いて、電極５と第２の絶縁膜２４と
を各表面の反射率及び色相から識別することができる。この反射率及び前記色相の差を利
用して、電極５と電極７とを位置合わせするようにしても良い。
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【０１０１】
　かかる状態において、半導体チップ１ａ及び回路基板８を第４の温度、第５の温度及び
第６の温度のうちの最高値である１５０℃以上、例えば１５０℃でひとつの電極当たり数
ｇｆ、例えば１０ｇｆの荷重で、所定の時間（例えば５秒間）押し当て電極５の導電材料
、第１の絶縁膜２３及び第２の絶縁膜２４の各絶縁材料を硬化させる。そして、更に３０
分間程度１５０℃に保持することにより、導電材料及び各絶縁材料を完全に硬化せしめる
。これにより、半導体チップ１ａと回路基板８とが第２の絶縁膜２４で接続されるととも
に、電極５，７同士が接合される。このとき、電極５，７が電気的に接続されて導通する
とともに、第２の絶縁膜２４がその優れた接着性に起因して強固に接着し、半導体チップ
１ａと回路基板８との接合が確実となる。ここで、第２の絶縁材料は第１の絶縁材料及び
回路基板８との接着性に優れているため、半導体チップ１ａと回路基板８とが更に強固に
接合される。
【０１０２】
　なおこの場合、半導体チップ１ａの温度を電極５、第１の絶縁膜２３及び第２の絶縁膜
２４の各軟化温度のうちの最低値である８０℃より低い温度、回路基板８の温度を電極５
、第１の絶縁膜２３及び第２の絶縁膜２４の各軟化温度のうちの最高値である１１０℃よ
り高い温度とし、この状態で電極５と電極７とを対応させて接触させ、電極５及び第２の
絶縁膜２４の温度を１１０℃以上にして、電極５、第１の絶縁膜２３及び第２の絶縁膜２
４を軟化させるようにしても良い。
【０１０３】
　また、接続時の温度及び圧力によっては電極５が過度に変形し、最悪の場合には隣接す
る電極５間が短絡する虞がある。そこで、このような不具合を防止する対策として、電極
５を構成する導電性樹脂の粘度及び絶縁膜２３，２４を構成する絶縁性樹脂の粘度は、接
続条件に応じて適宜設定することが望ましい。例えば、温度１５０℃、圧力２ＭＰａの条
件下で接続を行う場合、電極５を構成する導電性樹脂の粘度が絶縁膜２３，２４を構成す
る絶縁性樹脂の粘度に比べて十分に大きくなるように、導電性樹脂の粘度を例えば１Ｍｃ
ｐｓ、絶縁性樹脂の粘度を例えば０．１Ｍｃｐｓとする。これにより、電極５を過度に変
形させることなく接続が可能となる。
【０１０４】
　しかる後、回路基板８の他方の主面に形成された接続端子に外部接続用の例えば半田ボ
ール（共に不図示）等を取り付け、半導体装置を完成させる。
【０１０５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、低コストで高さが均一且つ平滑であり、低
荷重で接続される金属端子の形成が可能であり、低ダメージの実装を可能とし、高信頼性
を有する半導体装置を形成することができる。更に、２種類の絶縁材料（第１及び第２の
絶縁材料）を用いることにより、半導体チップ１ａと回路基板８とをより強固に接合する
ことができるとともに、第１の絶縁材料として半導体チップ１ａとの接着性が強固な材料
を選択することが可能であり、材料選択の幅が広がる。
【０１０６】
　なお、本実施形態では、上記の切削加工を半導体チップ１ａの一方の主面のみに施す場
合を例示し、回路基板８の一方の主面には切削加工を施すことなく、複数の電極７が連続
してある程度平坦に形成されていることで足りるものとするが、半導体チップ１ａと同様
に当該一方の主面を切削加工して平坦化しても良い。この場合、当該一方の主面に複数の
電極７のみが形成された状態（電極７を覆う絶縁膜が存しない状態）で切削加工すること
が可能である。
【０１０７】
　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態による半導体装置の製造方法について図４を用いて説明する。図
４は、第３実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
【０１０８】
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　なお、図１乃至図３に示す第１及び第２実施形態による半導体装置の製造方法と同様の
構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡潔にする。また、記載の便宜上、以
下の説明において例えば「第２の温度」等の文言を用いるが、上記した第１及び第２実施
形態における「第２の温度」等とは無関係である。
【０１０９】
　ここでは、半導体ウェーハから個片化されその主面に電極端子が配設された半導体チッ
プを第１の基体とし、当該半導体チップがフリップチップ実装される回路基板を第２の基
体として、当該回路基板上に半導体チップを搭載する場合について示す。当該回路基板は
、ガラスエポキシなどを用いて形成された絶縁基板とその表面及び／或いは内部に形成さ
れた導電層を備え、その半導体チップ搭載面には、搭載される半導体チップの電極端子に
対応する電極端子が配設されている。
【０１１０】
　本実施形態にあっては、半導体チップの表面、即ち被搭載面を切削により平坦化した後
、当該半導体チップの電極端子と回路基板の電極とを対向させて接続する。
【０１１１】
　図４（ａ）において、半導体チップ１ａは、その一方の主面に、ＭＯＳトランジスタな
どの機能素子、容量素子などの受動素子などを用いて構成される論理回路及び／或いは記
憶回路など（図示せず）が形成されたシリコン（Ｓｉ）からなる半導体基板１と、当該半
導体基板１の前記一方の主面を覆って配設された酸化シリコンなどからなる絶縁層２と、
当該絶縁層２に選択的に配設された開口２ａ、及び当該開口２ａ部に配設された電極層を
具備する。
【０１１２】
　この電極層は、前記機能素子部及び／或いは受動素子部から導出されたアルミニウム（
Ａｌ）電極パッド（不図示）上に配設された、ニッケル（Ｎｉ）よりなる金属層３と、金
属層３上に配設された金（Ａｕ）よりなる金属層４との積層体からなる下地金属層を有し
てなる。 ニッケル（Ｎｉ）、金（Ａｕ）は、無電解メッキ法により順次堆積して形成さ
れる。金属層３の材料としては、アルミニウム（Ａｌ），銅（Ｃｕ），金（Ａｕ），銀（
Ａｇ），ニッケル（Ｎｉ）或いはタングステン（Ｗ）等の金属、又はこれらの合金が用い
られる。また、金属層４の材料としては、金（Ａｕ），錫（Ｓｎ），銅（Ｃｕ），銀（Ａ
ｇ），ニッケル（Ｎｉ）或いはタングステン（Ｗ）等の金属、又はこれらの合金が用いら
れる。
【０１１３】
　続いて、図４（ｂ）に示すように、半導体チップ１ａの表面に感光性の絶縁性接着材で
ある絶縁材料（例えばＪＳＲ製の商品名ＷＰＲ－Ｃ２００）を用いて絶縁膜４１を形成し
、フォトマスク４２を用いたフォトリソグラフィーにより紫外線を露光して現像する。こ
のフォトリソグラフィーにより、絶縁膜４１に各金属層４の表面を露出させる開口４１ａ
を形成する。この絶縁材料は、常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の第２
の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第４の温度以上で硬化する性質を有する
ものであり、第４の温度以上で硬化した後は、常温でも硬化した状態を保つ。ここでは例
えば、第２の温度は約１１０℃であり、第４の温度が約１９０℃である。
【０１１４】
　続いて、図４（ｃ）に示すように、導電材料としてＡｇペースト１１（例えば日立化成
製の商品名ＥＮ４０７２）を用い、印刷法によりスキージ１２を使用してＡｇペースト１
１を絶縁膜４１の開口４１ａ内を充填するように刷り込む。このＡｇペースト１１は、半
硬化後は、常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の第１の温度以上で接着性
を発現し、これよりも高温の第３の温度以上で硬化する性質を有するものである。ここで
は例えば、第１の温度は約８０℃であり、第２の温度が約１３０℃である。なお、ここで
用いる導電材料としては、Ａｇペースト以外にＡｕペースト，Ｐｄペースト，Ｐｔペース
ト及びそれらの合金ペースト等が用いられる。
【０１１５】
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　本実施形態で用いた導電材料及び絶縁材料の例を表３にまとめて記載する。
【０１１６】
【表３】

　続いて、図４（ｄ）に示すように、Ａｇペースト１１を８０℃～１１０℃程度の温度下
でＡｇペースト１１を半硬化（いわゆるＢステージキュアー）させ、絶縁膜４１の開口４
１ａ内で金属層４と電気的に接続されてなる第１の電極である電極５を形成する。
【０１１７】
　続いて、図４（ｅ）に示すように、図２の切削加工装置を用いて、ダイヤモンド等から
なる硬質のバイトにより、半導体チップ１ａの電極５の表面及び絶縁膜４１の表面が連続
して平坦となるように切削加工し、平坦化処理する。このとき、表面平坦化に伴い各電極
５の高さが均一となる。
【０１１８】
　この切削加工工程において、本実施形態では、切削加工工程の全体を通して電極５及び
絶縁膜４１を軟化させずに固体状態に保持しながら切削する。即ち、半導体チップ１ａの
温度を電極５及び絶縁膜４１の軟化（半硬化）温度、即ち第１の温度及び第２の温度のう
ちの低値である約８０℃よりも低温、例えば５０℃程度に設定し、バイト１００を用いた
切削加工で発生する摩擦熱により上昇して達する電極５及び絶縁膜４１の温度を８０℃よ
り低温に制御しつつ、切削加工工程の全体を通して８０℃よりも低温という温度範囲を保
持しながら平坦化処理する。
【０１１９】
　続いて、半導体ウェーハ２０から個々の半導体チップ１ａを切り出す。ここで上記のよ
うに、切削加工工程の前に個々の半導体チップ１ａを切り出した場合には、勿論この工程
は不要である。そして、図４（ｆ）に示すように、半導体チップ１ａと、表面に第２の電
極である電極７が形成された回路基板８とを、半導体チップ１ａの電極５と回路基板８の
電極７とが対向するように位置合わせし、半導体チップ１ａ及び回路基板８の温度を電極
５及び絶縁膜４１の軟化温度、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの高値である１１０
℃以上、且つ電極５及び絶縁膜６の固化（硬化）温度、即ち第３の温度及び第４の温度の
うちの低値である１３０℃よりも低い温度で、電極５と電極７とを対応させ、絶縁膜４１
を軟化させて電極５及び電極７間を絶縁膜４１の絶縁樹脂で充填させるとともに、電極５
と電極７とを接触させる。
【０１２０】
　ここで、上記の切削加工により電極５の表面及び絶縁膜４１の表面が平坦化処理された
際に、所定の反射率測定装置やカメラ装置を用いて、電極５と絶縁膜４１とを各表面の反
射率及び色相から識別することができる。この反射率及び前記色相の差を利用して、電極
５と電極７とを位置合わせするようにしても良い。
【０１２１】
　かかる状態において、半導体チップ１ａ及び回路基板８を上記の状態で、第３の温度及
び第４の温度のうちの高値以上、例えば１９０℃でひとつの電極当たり数ｇｆ、例えば１
０ｇｆの荷重で、所定の時間（例えば５秒間）押し当て電極５の導電材料及び絶縁膜４１
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の絶縁材料を硬化させる。そして、更に３０分間程度１９０℃に保持することにより、導
電材料及び絶縁材料を完全に硬化せしめる。これにより、半導体チップ１ａと回路基板８
とが絶縁膜４１で接続されるとともに、電極５，７同士が接合される。このとき、電極５
，７が電気的に接続されて導通するとともに、絶縁膜４１がその優れた接着性に起因して
強固に接着し、半導体チップ１ａと回路基板８との接合が確実となる。
【０１２２】
　なおこの場合、半導体チップ１ａの温度を電極５及び絶縁膜４１の各軟化温度のうちの
低値である８０℃より低い温度、回路基板８の温度を電極５及び絶縁膜４１の各軟化温度
のうちの高値である１１０℃より高い温度とし、この状態で電極５と電極７とを対応させ
て接触させ、電極５及び絶縁膜４１の温度を１１０℃以上にして、電極５及び絶縁膜４１
を軟化させるようにしても良い。
【０１２３】
　また、半導体チップ１ａと回路基板８との接続時の温度及び圧力によっては電極５が過
度に変形し、最悪の場合には隣接する電極５間が短絡する虞がある。そこで、このような
不具合を防止する対策として、電極５を構成する導電性樹脂の粘度及び絶縁膜４１を構成
する絶縁性樹脂の粘度は、接続条件に応じて適宜設定することが望ましい。例えば、温度
１５０℃、圧力２ＭＰａの条件下で接続を行う場合、電極５を構成する導電性樹脂の粘度
が絶縁膜４１を構成する絶縁性樹脂の粘度に比べて十分に大きくなるように、導電性樹脂
の粘度を例えば１Ｍｃｐｓ、絶縁性樹脂の粘度を例えば０．１Ｍｃｐｓとする。これによ
り、電極５を過度に変形させることなく接続が可能となる。
【０１２４】
　しかる後、回路基板８の他方の主面に形成された接続端子に外部接続用の例えば半田ボ
ール（共に不図示）等を取り付け、半導体装置を完成させる。
【０１２５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、低コストで高さが均一且つ平滑であり、低
荷重で接続される金属端子の形成が可能であり、低ダメージの実装を可能とし、高信頼性
を有する半導体装置が実現する。更に、絶縁膜４１は、印刷法により電極５を形成するた
めのマスクとして機能するとともに、半導体チップ１ａと回路基板８とを接着固定する際
の絶縁接着材として機能する。従って、製造工程数が削減され、簡略に半導体装置を製造
することができる。
【０１２６】
　なお、本実施形態では、上記の切削加工を半導体チップ１ａの一方の主面のみに施す場
合を例示し、回路基板８の一方の主面には切削加工を施すことなく、複数の電極７が連続
してある程度平坦に形成されていることで足りるものとするが、半導体チップ１ａと同様
に当該一方の主面を切削加工して平坦化しても良い。この場合、当該一方の主面に複数の
電極７のみが形成された状態（電極７を覆う絶縁膜が存しない状態）で切削加工すること
が可能である。
【０１２７】
　（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態による半導体装置の製造方法について図５を用いて説明する。図
５は、第４実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
【０１２８】
　なお、図１乃至図４に示す第１乃至第３実施形態による半導体装置の製造方法と同様の
構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡潔にする。また、記載の便宜上、以
下の説明において例えば「第２の温度」等の文言を用いるが、上記した第２及び第３実施
形態における「第２の温度」等とは無関係である。
【０１２９】
　ここでは、半導体ウェーハから個片化されその主面に電極端子が配設された半導体チッ
プを第１の基体とし、当該半導体チップがフリップチップ実装される回路基板を第２の基
体として、当該回路基板上に半導体チップを搭載する場合について示す。当該回路基板は
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、ガラスエポキシなどを用いて形成された絶縁基板とその表面及び／或いは内部に形成さ
れた導電層を備え、その半導体チップ搭載面には、搭載される半導体チップの電極端子に
対応する電極端子が配設されている。
【０１３０】
　本実施形態にあっては、半導体チップの表面、即ち被搭載面を切削により平坦化した後
、当該半導体チップの電極端子と回路基板の電極とを対向させて接続する。
【０１３１】
　図５（ａ）において、半導体チップ１ａは、その一方の主面に、ＭＯＳトランジスタな
どの機能素子、容量素子などの受動素子などを用いて構成される論理回路及び／或いは記
憶回路など（図示せず）が形成されたシリコン（Ｓｉ）からなる半導体基板１と、当該半
導体基板１の前記一方の主面を覆って配設された酸化シリコンなどからなる絶縁層２と、
当該絶縁層２に選択的に配設された開口２ａと、当該開口２ａ部に配設された電極層３と
、電極層３上に配設されたＡｕなどからなるスタッドバンプ９とを具備する。
【０１３２】
　この電極層３は、前記機能素子部及び／或いは受動素子部から導出されたアルミニウム
（Ａｌ）電極パッドである。アルミニウム電極パッド上に、例えば第１乃至第３実施形態
の場合と同様に、例えばニッケル（Ｎｉ）よりなる金属層と例えば金（Ａｕ）よりなる金
属層との積層体からなる下地金属層を設けてもよい。
【０１３３】
　スタッドバンプ９は、ワイヤボンディング技術に用いられるボールボンディング方式を
用いてアルミニウム電極パッド上に形成されたバンプ電極である。すなわち、スタッドバ
ンプ９は、放電によって金ワイヤの先端にボールを形成後、ワイヤボンディング用のキャ
ピラリを用いてボールをアルミニウム電極パッド上に熱圧着し、ワイヤを固定したままの
状態でキャピラリを上部に引き上げ、ワイヤをボール上端部で切断することにより、形成
される。スタッドバンプ９は、１）半導体チップ１ａと回路基板８とを接着する際に変形
すること、２）表面に酸化皮膜が形成されないこと、が必要である。かかる観点から、ス
タッドバンプ９は、金或いは金を主体とする合金材料により構成することが望ましい。
【０１３４】
　第１乃至第３実施形態においてアルミニウム電極パッド上にＡｕ／Ｎｉの積層構造より
なる下地電極層を形成しているのは、アルミニウム電極パッド上に直にＡｇペースト１１
を形成すると、アルミ電極パッド表面に酸化被膜が徐々に形成されて導通が取れなくなる
虞があるからである。しかしながら、この下地電極層を形成するための無電界メッキでは
強アルカリ処理を行うため、ＬＳＩによっては処理が難しいものがあった。また、電極数
の少ないＲＦＩＤなどでは、下地電極層を形成するために製造コストが高くなってしまう
ことがあった。この点、スタッドバンプを用いる本実施形態ではこのような下地電極層が
不要であり、また、ＲＦＩＤのように電極数が比較的少ないものではスタッドバンプによ
る製造コストの増加を抑えることができ、第１乃至第３実施形態における上記課題を解決
することができる。
【０１３５】
　続いて、図５（ｂ）に示すように、半導体チップ１ａ上に、開口１０ａを有するメタル
マスク１０を、開口１０ａがスタッドバンプ９の形成領域に対応するように設置する。
【０１３６】
　続いて、図５（ｃ）に示すように、導電材料としてＡｇペースト１１（例えば日立化成
製の商品名ＥＮ４０７２）を用い、印刷法によりスキージ１２を使用してＡｇペースト１
１をメタルマスク１０の開口１０ａ内を充填するように刷り込む。このＡｇペースト１１
は、半硬化後は、常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の第１の温度以上で
接着性を発現し、これよりも高温の第３の温度以上で硬化する性質を有するものである。
ここでは例えば、第１の温度は約８０℃であり、第３の温度が約１３０℃である。なお、
本実施形態における導電材料としては、Ａｇペースト以外にＡｕペースト，Ｐｄペースト
，Ｐｔペースト、或いはこれらの合金ペースト等を用いることができる。
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【０１３７】
　続いて、図５（ｄ）に示すように、メタルマスク１０を除去し、Ａｇペースト１１を８
０℃～１１０℃程度の温度下でＡｇペースト１１を半硬化（いわゆるＢステージキュアー
）させる。これにより、電極層３に電気的に接続され、スタッドバンプ９及びスタッドバ
ンプ９を内包するように形成されたＡｇペースト１１よりなる第１の電極としての電極５
を形成する。
【０１３８】
　続いて、図５（ｅ）に示すように、接着性を有する絶縁材料を用い、電極５を覆うよう
に絶縁膜６を形成する。この絶縁材料は、常温では固体であり接着性を示さず、これより
高温の第２の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第４の温度以上で硬化する性
質を有するものである。ここでは例えば、第２の温度は約１１０℃であり、第４の温度が
約１３０℃である。本実施形態では、絶縁材料として、エポキシ樹脂系のフィルム状接着
剤、及び液状であるが仮硬化を行うことにより固化するいわゆるＢステージ接着剤（例え
ば商品名エイブルスティック６２００）を用いた。接着性を有する絶縁材料は、第１実施
形態に記載のものを用いることができる。
【０１３９】
　続いて、図５（ｆ）に示すように、ダイヤモンド等からなる硬質のバイトを用いて、半
導体チップ１ａの電極５の表面及び絶縁膜６の表面が連続して平坦となるように、また、
スタッドバンプ９の少なくとも先端部が露出するように切削加工し、平坦化処理する。か
かる表面平坦化処理に伴い、各電極５の高さが均一となる。
【０１４０】
　この切削加工工程において、本実施形態では、切削加工工程の全体を通して電極５及び
絶縁膜６を軟化させずに固体状態に保持しながら切削する。即ち、半導体チップ１ａの温
度を電極５及び絶縁膜６の軟化（半硬化）温度、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの
低値である８０℃よりも低温、例えば５０℃程度に設定し、バイト１００を用いた切削加
工で発生する摩擦熱により上昇して達する電極５及び絶縁膜６の温度を８０℃より低温に
制御しつつ、切削加工工程の全体を通して８０℃よりも低温という温度範囲を保持しなが
ら平坦化処理する。
【０１４１】
　続いて、半導体ウェーハ２０から個々の半導体チップ１ａを切り出す。ここで上記のよ
うに、切削加工工程の前に個々の半導体チップ１ａを切り出した場合には、勿論この工程
は不要である。そして、図５（ｇ）に示すように、半導体チップ１ａと、表面に第２の電
極である電極７が形成された回路基板８とを、半導体チップ１ａの電極５と回路基板８の
電極７とが対向するように位置合わせする。そして、半導体チップ１ａ及び回路基板８の
温度を電極５及び絶縁膜６の軟化温度、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの高値であ
る１１０℃以上、且つ電極５及び絶縁膜６の固化（硬化）温度、即ち第３の温度及び第４
の温度のうちの低値である１３０℃よりも低い温度で、電極５と電極７とを対応させ、絶
縁膜６を軟化させて電極５及び電極７間を絶縁膜６の絶縁樹脂で充填させるとともに、電
極５と電極７とを接触させる。
【０１４２】
　ここで、上記の切削加工により電極５の表面及び絶縁膜６の表面が平坦化処理されてい
るため、所定の反射率測定装置やカメラ装置を用いて、電極５と絶縁膜６とを各表面の反
射率及び色相から識別することができる。この反射率及び前記色相の差を利用して、電極
５と電極７とを位置合わせするようにしても良い。
【０１４３】
　かかる状態において、半導体チップ１ａ及び回路基板８を第３の温度及び第４の温度の
うちの高値以上、例えば１３０℃～１５０℃でひとつの電極当たり数ｇｆ、例えば１０ｇ
ｆの荷重で、所定の時間（例えば５秒間）押し当て電極５の導電材料及び絶縁膜６の絶縁
材料を硬化させる。そして、更に３０分間程度１５０℃に保持することにより、導電材料
及び絶縁材料を完全に硬化せしめる。これにより、半導体チップ１ａと回路基板８とが絶
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縁膜６で接続されるとともに、電極５，７同士が接合される。このとき、電極５，７が電
気的に接続されて導通するとともに、絶縁膜６がその優れた接着性に起因して強固に接着
し、半導体チップ１ａと回路基板８との接合が確実となる。
【０１４４】
　なおこの場合、半導体チップ１ａの温度を電極５及び絶縁膜６の各軟化温度のうちの低
値である８０℃より低い温度、回路基板８の温度を電極５及び絶縁膜６の各軟化温度のう
ちの高値である１１０℃より高い温度とし、この状態で電極５と電極７とを対応させて接
触させ、電極５及び絶縁膜６の温度を１１０℃以上にして、電極５及び絶縁膜６を軟化さ
せるようにしても良い。
【０１４５】
　この際、本実施形態の電極５はスタッドバンプ９を内包しているため、このスタッドバ
ンプ９が電極５の芯となり、接続時の温度及び圧力によって電極５が過度に変形すること
を防止できる。したがって、半導体チップ１ａと回路基板８との接続条件を広くすること
ができ、材料の選択の幅やプロセスマージンを広げることができる。また、スタッドバン
プ９は低抵抗且つ抵抗値の安定した固体金属材料により構成されており、電極５と電極７
との間の接続抵抗を低減及び安定させることができる。
【０１４６】
　しかる後、回路基板８の他方の主面に形成された接続端子に外部接続用の例えば半田ボ
ール（共に不図示）等を取り付け、半導体装置を完成させる。
【０１４７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、低コストで高さが均一且つ平滑であり、低
荷重で接続される金属端子の形成が可能であり、低ダメージの実装を可能とし、高信頼性
を有する半導体装置を形成することができる。
【０１４８】
　また、電極中にスタッドバンプを内包させることにより、そのスタッドバンプが電極の
芯となり、半導体チップと回路基板とを接続する際に電極が過度に変形することを防止す
ることができる。これにより、電極間の短絡等の不具合を防止することができる。また、
スタッドバンプは低抵抗且つ抵抗値の安定した固体金属材料により構成されており、半導
体チップと回路基板との間の接続抵抗を低減及び安定させることができる。また、強アル
カリ処理に弱いＬＳＩチップ上に、簡単且つ廉価なプロセスにて容易に導電性樹脂バンプ
を形成することができる。
【０１４９】
　なお、上記実施形態では、第１実施形態による半導体装置の製造方法において、電極５
中にスタッドバンプ９を形成したが、第２又は第３実施形態による半導体装置の製造方法
において、電極５中にスタッドバンプを形成するようにしても良い。第３の実施形態の場
合、絶縁膜４１の形成後、電極５の形成前に、スタッドバンプ９を形成することができる
。
【０１５０】
　また、上記実施形態では、上記の切削加工を半導体チップ１ａの一方の主面のみに施す
場合を例示し、回路基板８の一方の主面には切削加工を施すことなく、複数の電極７が連
続してある程度平坦に形成されていることで足りるものとするが、半導体チップ１ａと同
様に当該一方の主面を切削加工して平坦化しても良い。この場合、当該一方の主面に複数
の電極７のみが形成された状態（電極７を覆う絶縁膜が存しない状態）で切削加工するこ
とが可能である。
【０１５１】
　（第５実施形態）
　本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法について図６及び図７を用いて説明
する。図６及び図７は、第５実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断
面図である。
【０１５２】
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　なお、図１乃至図５に示す第１乃至第４実施形態による半導体装置の製造方法と同様の
構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡潔にする。また、記載の便宜上、以
下の説明において例えば「第２の温度」等の文言を用いるが、上記した第２及び第３実施
形態における「第２の温度」等とは無関係である。
【０１５３】
　ここでは、半導体ウェーハから個片化されその主面に電極端子が配設された半導体チッ
プを第１の基体とし、当該半導体チップがフリップチップ実装される回路基板を第２の基
体として、当該回路基板上に半導体チップを搭載する場合について示す。当該回路基板は
、ガラスエポキシなどを用いて形成された絶縁基板とその表面及び／或いは内部に形成さ
れた導電層を備え、その半導体チップ搭載面には、搭載される半導体チップの電極端子に
対応する電極端子が配設されている。
【０１５４】
　本実施形態にあっては、半導体チップの表面、即ち被搭載面を切削により平坦化した後
、当該半導体チップの電極端子と回路基板の電極とを対向させて接続する。
【０１５５】
　図６（ａ）において、半導体チップ１ａは、その一方の主面に、ＭＯＳトランジスタな
どの機能素子、容量素子などの受動素子などを用いて構成される論理回路及び／或いは記
憶回路など（図示せず）が形成されたシリコン（Ｓｉ）からなる半導体基板１と、当該半
導体基板１の前記一方の主面を覆って配設された酸化シリコンなどからなる絶縁層２と、
当該絶縁層２に選択的に配設された開口２ａと、当該開口２ａ部に配設された電極層３と
を具備する。電極層３は、前記機能素子部及び／或いは受動素子部から導出されたアルミ
ニウム（Ａｌ）電極パッドである。
【０１５６】
　この半導体チップ１ａ上に、例えばメッキ法により、バリアメタル１３を形成する。バ
リアメタル１３は、例えば、チタン（Ｔｉ）とタングステン（Ｗ）との積層膜、チタン（
Ｔｉ）とプラチナ（Ｐｔ）との積層膜、クロム（Ｃｒ）と銀（Ａｇ）との積層膜、クロム
（Ｃｒ）と銅（Ｃｕ）との積層膜、クロム（Ｃｒ）とニッケルの積層膜等により構成する
ことができる。
【０１５７】
　続いて、図６（ｂ）に示すように、バリアメタル１３上に、例えばスピンコート法によ
りフォトレジスト膜１４を形成する。
【０１５８】
　続いて、図６（ｃ）に示すように、フォトリソグラフィーによりフォトレジスト膜１４
をパターニングし、電極層３が形成された領域のフォトレジスト膜１４に開口１５を形成
する。
【０１５９】
　続いて、図６（ｄ）に示すように、例えば電界メッキ法により、開口１５内のバリアメ
タル１３上に金（Ａｕ）膜を選択的に成長する。こうして、開口１５内のバリアメタル１
３上に、金よりなるバンプ電極１６を形成する。
【０１６０】
　バンプ電極１６は、１）半導体チップ１ａと回路基板８とを接着する際に変形すること
、２）表面に酸化皮膜が形成されないこと、が必要である。かかる観点から、バンプ電極
１６は、金或いは金を主体とする合金材料により構成することが望ましい。
【０１６１】
　続いて、図６（ｅ）に示すように、例えばアッシング法により、フォトレジスト膜１４
を除去する。
【０１６２】
　続いて、図６（ｆ）及び図７（ａ）に示すように、例えばドライエッチングにより、バ
ンプ電極１６をマスクとしてバリアメタル１３をパターニングし、バンプ電極１６間を切
り離す。
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【０１６３】
　第１乃至第３実施形態においてアルミニウム電極パッド上にＡｕ／Ｎｉの積層構造より
なる下地電極層を形成しているのは、アルミニウム電極パッド上に直にＡｇペースト１１
を形成すると、アルミ電極パッド表面に酸化被膜が徐々に形成されて導通が取れなくなる
虞があるからである。しかしながら、この下地電極層を形成するための無電界メッキでは
強アルカリ処理を行うため、ＬＳＩによっては処理が難しいものがあった。また、電極数
の多いＬＳＩでは、スタッドバンプを用いると製造コストが高くなってしまうことがあっ
た。このような場合には、本実施形態のような電解メッキ法により形成したバンプ電極を
用いることにより、低コスト化を実現できる。
【０１６４】
　続いて、図７（ｂ）に示すように、半導体チップ１ａ上に、メタルマスク１０を、その
開口１０ａがバンプ電極１６に対応して、バンプ電極１６を露出するように位置合わせし
て形成する。
【０１６５】
　続いて、導電材料としてＡｇペースト１１（例えば日立化成製の商品名ＥＮ４０７２）
を用い、印刷法によりスキージ１２を使用してＡｇペースト１１をメタルマスク１０の開
口１０ａ内を充填するように刷り込む。このＡｇペースト１１は、半硬化後は、常温では
固体であり接着性を示さず、これより高温の第１の温度以上で接着性を発現し、これより
も高温の第３の温度以上で硬化する性質を有するものである。ここでは例えば、第１の温
度は約８０℃であり、第３の温度が約１３０℃である。なお、本実施形態における導電材
料としては、Ａｇペースト以外にＡｕペースト，Ｐｄペースト，Ｐｔペースト、或いはこ
れらの合金ペースト等を用いることができる。
【０１６６】
　続いて、図７（ｃ）に示すように、メタルマスク１０を除去し、Ａｇペースト１１を８
０℃～１１０℃程度の温度下でＡｇペースト１１を半硬化（いわゆるＢステージキュアー
）させる。これにより、電極層３に電気的に接続され、バンプ電極１６及びバンプ電極１
６を内包するように形成されたＡｇペースト１１よりなる第１の電極としての電極５を形
成する。
【０１６７】
　続いて、図７（ｄ）に示すように、接着性を有する絶縁材料を用い、電極５を覆うよう
にコートして絶縁膜６を形成する。この絶縁材料は、常温では固体であり接着性を示さず
、これより高温の第２の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第４の温度以上で
硬化する性質を有するものである。ここでは例えば、第２の温度は約１１０℃であり、第
４の温度が約１３０℃である。本実施形態では、絶縁材料として、エポキシ樹脂系のフィ
ルム状接着剤、及び液状であるが仮硬化を行うことにより固化するいわゆるＢステージ接
着剤（例えば商品名エイブルスティック６２００）を用いた。接着性を有する絶縁材料は
、第１実施形態に記載のものを用いることができる。
【０１６８】
　続いて、図７（ｅ）に示すように、ダイヤモンド等からなる硬質のバイトを用いて、半
導体チップ１ａの電極５の表面及び絶縁膜６の表面が連続して平坦となるように、また、
バンプ電極１６が露出するように切削加工し、平坦化処理する。かかる表面平坦化処理に
伴い、表面平坦化に伴い各電極５の高さが均一となる。
【０１６９】
　この切削加工工程において、本実施形態では、切削加工工程の全体を通して電極５及び
絶縁膜６を軟化させずに固体状態に保持しながら切削する。即ち、半導体チップ１ａの温
度を電極５及び絶縁膜６の軟化（半硬化）温度、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの
低値である８０℃よりも低温、例えば５０℃程度に設定し、バイト１００を用いた切削加
工で発生する摩擦熱により上昇して達する電極５及び絶縁膜６の温度を８０℃より低温に
制御しつつ、切削加工工程の全体を通して８０℃よりも低温という温度範囲を保持しなが
ら平坦化処理する。
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【０１７０】
　続いて、半導体ウェーハ２０から個々の半導体チップ１ａを切り出す。ここで上記のよ
うに、切削加工工程の前に個々の半導体チップ１ａを切り出した場合には、勿論この工程
は不要である。そして、図７（ｆ）に示すように、半導体チップ１ａと、表面に第２の電
極である電極７が形成された回路基板８とを、半導体チップ１ａの電極５と回路基板８の
電極７とが対向するように位置合わせする。そして、半導体チップ１ａ及び回路基板８の
温度を電極５及び絶縁膜６の軟化温度、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの高値であ
る１１０℃以上、且つ電極５及び絶縁膜６の固化（硬化）温度、即ち第３の温度及び第４
の温度のうちの低値である１３０℃よりも低い温度で、電極５と電極７とを対応させ、絶
縁膜６を軟化させて電極５及び電極７間を絶縁膜６の絶縁樹脂で充填させるとともに、電
極５と電極７とを接触させる。
 
【０１７１】
　ここで、上記の切削加工により電極５の表面及び絶縁膜６の表面が平坦化処理されてい
るため、所定の反射率測定装置やカメラ装置を用いて、電極５と絶縁膜６とを各表面の反
射率及び色相から識別することができる。この反射率及び前記色相の差を利用して、電極
５と電極７とを位置合わせするようにしても良い。
【０１７２】
　かかる状態において、半導体チップ１ａ及び回路基板８を第３の温度及び第４の温度の
うちの高値以上、例えば１３０℃～１５０℃でひとつの電極当たり数ｇｆ、例えば１０ｇ
ｆの荷重で、所定の時間（例えば５秒間）押し当て電極５の導電材料及び絶縁膜６の絶縁
材料を硬化させる。そして、更に３０分間程度１５０℃に保持することにより、導電材料
及び絶縁材料を完全に硬化せしめる。これにより、半導体チップ１ａと回路基板８とが絶
縁膜６で接続されるとともに、電極５，７同士が接合される。このとき、電極５，７が電
気的に接続されて導通するとともに、絶縁膜６がその優れた接着性に起因して強固に接着
し、半導体チップ１ａと回路基板８との接合が確実となる。
【０１７３】
　なおこの場合、半導体チップ１ａの温度を電極５及び絶縁膜６の各軟化温度のうちの低
値である８０℃より低い温度、回路基板８の温度を電極５及び絶縁膜６の各軟化温度のう
ちの高値である１１０℃より高い温度とし、この状態で電極５と電極７とを対応させて接
触させ、電極５及び絶縁膜６の温度を１１０℃以上にして、電極５及び絶縁膜６を軟化さ
せるようにしても良い。
【０１７４】
　この際、本実施形態の電極５はバンプ電極１６を内包しているため、このバンプ電極１
６が電極５の芯となり、接続時の温度及び圧力によって電極５が過度に変形することを防
止できる。したがって、半導体チップ１ａと回路基板８との接続条件を広くすることがで
き、材料の選択の幅やプロセスマージンを広げることができる。また、バンプ電極１６は
低抵抗且つ抵抗値の安定した固体金属材料により構成されており、電極５と電極７との間
の接続抵抗を低減及び安定させることができる。
【０１７５】
　しかる後、回路基板８の他方の主面に形成された接続端子に外部接続用の例えば半田ボ
ール（共に不図示）等を取り付け、半導体装置を完成させる。
【０１７６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、低コストで高さが均一且つ平滑であり、低
荷重で接続される金属端子の形成が可能であり、低ダメージの実装を可能とし、高信頼性
を有する半導体装置を形成することができる。
【０１７７】
　また、電極中に、電界メッキにより形成したバンプ電極を内包させることにより、その
バンプ電極が芯となり、半導体チップと回路基板とを接続する際に電極が過度に変形する
ことを防止することができる。これにより、電極間の短絡等の不具合を防止することがで
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きる。また、このバンプ電極は低抵抗且つ抵抗値の安定した固体金属材料により構成され
ており、半導体チップと回路基板との間の接続抵抗を低減及び安定させることができる。
また、強アルカリ処理に弱いＬＳＩチップ上に、簡単且つ廉価なプロセスにて容易に導電
性樹脂バンプを形成することができる。
【０１７８】
　なお、上記実施形態では、第１実施形態による半導体装置の製造方法において、電極５
中にバンプ電極１６を形成したが、第２又は第３実施形態による半導体装置の製造方法に
おいて、電極５中にバンプ電極を形成するようにしても良い。第３の実施形態の場合、絶
縁膜４１の形成後、電極５の形成前に、スタッドバンプ９を形成することができる。
【０１７９】
　また、上記実施形態では、上記の切削加工を半導体チップ１ａの一方の主面のみに施す
場合を例示し、回路基板８の一方の主面には切削加工を施すことなく、複数の電極７が連
続してある程度平坦に形成されていることで足りるものとするが、半導体チップ１ａと同
様に当該一方の主面を切削加工して平坦化しても良い。この場合、当該一方の主面に複数
の電極７のみが形成された状態（電極７を覆う絶縁膜が存しない状態）で切削加工するこ
とが可能である。
【０１８０】
　（第６実施形態）
　本発明の第６実施形態による半導体装置の製造方法について図８乃至図１８を用いて説
明する。
【０１８１】
　本実施形態では、本発明をＲＦＩＤの形成に適用した場合を例示する。ＲＦＩＤとは、
Radio Frequency Identificationの略であり、数ｍｍ～数ｃｍ程度の大きさの無線チップ
（ＲＦＩＤタグ）にデータを記録し、そのデータ内容を電波等を介して機械で読み書きす
ることにより、人やモノを識別・管理することを実現する技術である。本発明をスマート
カード等の被接触ＩＣの形成に適用することも可能である。
【０１８２】
　なお、図１乃至図７に示す第１乃至第５実施形態による半導体装置の製造方法と同様の
構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡潔にする。記載の便宜上、以下の説
明において例えば「第２の温度」等の文言を用いるが、上記した第１乃至第５実施形態に
おける「第２の温度」等とは無関係である。
【０１８３】
　図８～図１８は、第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を工程順に示す模式図である
。
【０１８４】
　ここでは、半導体ウェーハから個片化され、その主面に電極端子が配設された半導体チ
ップを第１の基体とし、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ樹脂）等の材料からな
る基材上にアンテナが形成されたＲＦＩＤアンテナ部を第２基体とした場合を挙げる。本
実施例では、半導体チップの表面、即ち被搭載面を切削により平坦化した後、当該半導体
チップの電極端子とＲＦＩＤアンテナ部の電極とを対向させて接続する。
【０１８５】
　図８において、半導体チップ１ａは、その一方の主面に、ＭＯＳトランジスタなどの機
能素子、容量素子などの受動素子などを用いて構成される論理回路及び／或いは記憶回路
など（不図示）が形成されたシリコン（Ｓｉ）からなる半導体基板1と、当該半導体基1の
前記一方の主面を覆って配設された酸化シリコンなどからなる絶縁層２と、当該絶縁層２
に選択的に配設された開口２ａ、及び当該開口２ａ部に配設された金属層３を具備する。
金属層３の材料としては、アルミニウム（Ａｌ），銅（Ｃｕ），金（Ａｕ），銀（Ａｇ）
，ニッケル（Ｎｉ）或いはタングステン（Ｗ）等の金属、又はこれらの合金が用いられる
。
【０１８６】
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　続いて、図９に示すように、金属層３を覆うように半導体チップ１ａの全面にポリイミ
ド等の感光性樹脂５１を塗布し、複数の金属層３のうち、所定の金属層３上に相当する部
位のみに開口５２ａの形成されたフォトマスク５２を用いて、感光性樹脂５１の当該所定
の金属層３上に相当する部位を露光する。かかる感光性樹脂５１を現像することにより、
図１０に示すように、感光性樹脂５１に所定の金属層３上のみを露出する開口５１ａを形
成する。図示の例では、半導体チップ１ａの表面の２箇所にそれぞれ、隣接する２つの金
属層３上を開口するように開口５１ａを形成する。
【０１８７】
　続いて、感光性樹脂５１をキュアーした後、図１１に示すように、例えば無電解メッキ
法を用い、Ｎｉ、Ａｕを順次堆積し、開口５１ａから露出する金属層３上に、金属層４を
形成する。
【０１８８】
　続いて、図１２に示すように、メタルマスク５３を感光性樹脂５１上に設置する。この
メタルマスク５３には、感光性樹脂５１の開口５１ａに相当する部位に当該開口５１ａよ
りも大きい開口５３ａが形成されており、当該開口５３ａ内に前記金属層４が表出される
ように、当該メタルマスク５３を開口５１ａと位置合わせする。
【０１８９】
　続いて、図１３に示すように、導電材料としてＡｇペースト１１（例えば日立化成製の
商品名ＥＮ４０７２）を用い、印刷法によりスキージ１２を使用してＡｇペースト１１を
メタルマスク５３の開口５３ａ内を充填するように刷り込む。このＡｇペースト１１は、
半硬化後は常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の第１の温度以上で接着性
を発現し、これよりも高温の第３の温度以上で硬化する性質を有するものである。ここで
は、第１の温度は約８０℃であり、第３の温度が約１３０℃である。なお、本実施形態に
おける導電材料としては、Ａｇペースト以外にＡｕペースト，Ｐｄペースト、或いはＰｔ
ペースト等を用いることができる。
【０１９０】
　続いて、図１４に示すように、メタルマスク５３を除去し、Ａｇペースト１１を８０℃
～１１０℃程度の温度下で半硬化（いわゆるＢステージキュアー）させ、感光性樹脂５１
の開口５１ａ内の金属層４と電気的に接続されてなる第１の電極である電極５を形成する
。
【０１９１】
　続いて、図１５に示すように、接着性を有する絶縁材料を用い、電極５を覆うように絶
縁６を形成する。この絶縁材料は、常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の
第２の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温の第４の温度以上で硬化する性質を有
するものであり、第４の温度以上で硬化した後は、常温でも硬化した状態を保つ。ここで
は、第２の温度は約１１０℃であり、第４の温度が約１３０℃である。本実施形態では、
当該絶縁材料として、第１実施形態と同様、エポキシ樹脂系のフィルム状接着剤及びＢス
テージ接着剤を用いた。更に、絶縁膜６の絶縁材料は可視光に対して不透明なものである
。
【０１９２】
　続いて、図１６に示すように、図２と同様に構成されてなる切削加工装置を用い、ダイ
ヤモンド等からなる硬質のバイト１００により、半導体チップ１ａの電極５の表面及び絶
縁膜６の表面が連続して平坦となるように切削加工し、平坦化処理する。かかる表面平坦
化処理に伴い、各電極５の高さが均一となる。
【０１９３】
　この切削加工工程において、本実施形態では、切削加工工程の全体を通して電極５及び
絶縁膜６を軟化させずに固体状態に保持しながら切削する。即ち、半導体チップ１ａの温
度を電極５及び絶縁膜６の軟化（半硬化）温度、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの
低値である約８０℃よりも低温(例えば、５０℃)に設定し、バイト１００を用いた切削加
工で発生する摩擦熱により上昇して達する電極５及び絶縁膜６の温度を８０℃より低温に
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制御しつつ、切削加工工程の全体を通して８０℃よりも低温という温度範囲を保持しなが
ら平坦化処理する。
【０１９４】
　かかる平坦化処理により、半導体チップ１ａの表面からは絶縁膜６に囲まれた電極５の
被切削面が露出する。このとき、所定の反射率測定装置やカメラ装置を用いて、電極５と
絶縁膜６とを各表面の反射率及び色相の相違から相対的に識別することができる。従って
、上述したように絶縁膜６の絶縁材料として不透明なものを用いることができる。絶縁膜
６が不透明であるため、平坦化された半導体チップ１ａの表面から絶縁膜６の内部を覗う
ことができず、ＲＯＭ内容の書き換え等の記憶情報の不正な改ざん等を防止することがで
きる。
【０１９５】
　続いて、図１７に示すように、半導体ウェーハ２０から個々の半導体チップ１ａを切り
出す。ここで上記のように、切削加工工程の前に個々の半導体チップ１ａを切り出した場
合には、勿論この工程は不要である。そして、図１７及び図１８に示すように、半導体チ
ップ１ａとＲＦＩＤアンテナ部５４とを接合する。ここで、図１７の環Ｃを拡大したもの
が図１８（ａ）に相当し、更に図１８（ａ）のＩ－Ｉ′に沿った断面が図１８（ｂ）に相
当する。このＲＦＩＤアンテナ部５４には、その基材５７の一方の表面にアンテナ５５が
捲回形成されており、アンテナ５５には半導体チップ１ａと接続されるアンテナ端子５５
ａが形成されている。
【０１９６】
　アンテナの材料としては、銅箔、金箔、アルミ箔、銅線、銀線、金線、銀インク、金イ
ンク、パラジウムインク等が用いられる。
【０１９７】
　半導体チップ１ａとＲＦＩＤアンテナ部５４とを接合する際には、半導体チップ１ａの
電極５とＲＦＩＤアンテナ部５４のアンテナ端子５５ａとが対向するように位置合わせし
、半導体チップ１ａ及びＲＦＩＤアンテナ部５４の温度を電極５及び絶縁膜６の軟化温度
、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの高値である１１０℃以上で、且つ電極５及び絶
縁膜６の固化（硬化）温度、即ち第３の温度及び第４の温度のうちの低値である１３０℃
よりも低い温度で、電極５とアンテナ端子５５ａとを対応させ、絶縁膜６を軟化させて電
極５及びアンテナ端子５５ａ間を絶縁膜６の絶縁樹脂で充填させるとともに、電極５とア
ンテナ端子５５ａとを接触させる。
【０１９８】
　ここで、電極５と絶縁膜６とを各表面の反射率及び色相から識別することができるため
、この反射率及び前記色相の差を利用して、反射率測定装置やカメラ装置を用い、電極５
とアンテナ端子５５ａとを位置合わせするようにしても良い。
【０１９９】
　かかる状態において、半導体チップ１ａ及びＲＦＩＤアンテナ部５４を、第３の温度及
び第４の温度のうちの高値以上、例えば１３０℃～１５０℃でひとつの電極当たり数ｇｆ
、例えば１０ｇｆの荷重で、所定の時間押し当て電極５の導電材料及び絶縁膜６の絶縁材
料を硬化させる。そして、更に３０分間程度１５０℃に保持することにより、導電材料及
び絶縁材料を完全に硬化せしめる。これにより、半導体チップ１ａとＲＦＩＤアンテナ部
５４とが絶縁膜６で接続されるとともに、電極５とアンテナ端子５５ａとが接合される。
このとき、電極５とアンテナ端子５５ａとが電気的に接続されて導通するとともに、絶縁
膜６がその優れた接着性に起因して強固に接着し、半導体チップ１ａとＲＦＩＤアンテナ
部５４との接合が確実となる。
【０２００】
　なおこの場合、半導体チップ１ａの温度を電極５及び絶縁膜６の各軟化温度のうちの低
値である８０℃より低い温度、ＲＦＩＤアンテナ部５４の温度を電極５及び絶縁膜６の各
軟化温度のうちの高値である１１０℃より高い温度とし、この状態で電極５とアンテナ端
子５５ａとを対応させて接触させ、電極５及び絶縁膜６の温度を１１０℃以上にして、電
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極５及び絶縁膜６を軟化させるようにしても良い。
【０２０１】
　しかる後、保護膜（不図示）の形成等を経て、ＲＦＩＤ或いは被接触ＩＣカードを完成
させる。
【０２０２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、低コストで高さが均一且つ平滑であり、低
荷重で接続される金属端子の形成が可能であり、低ダメージの実装を可能とし、高信頼性
を有するＲＦＩＤ或いは被接触ＩＣカードを形成することができる。また、電極５を形成
するに際して、感光性樹脂５１に任意の部位の金属層３を露出させる任意のサイズの開口
を形成することにより、任意の金属層３上のみに金属層４を形成し、続く電極５を形成す
ることができるため、必要な金属層３のみを選択して電極５を形成し、不要な電極形成を
省略して効率良く半導体チップを作製することができる。
【０２０３】
　なお、本実施形態では、上記の切削加工を半導体チップ１ａの一方の主面のみに施す場
合を例示し、ＲＦＩＤアンテナ部５４の一方の主面には切削加工を施すことなく、アンテ
ナ端子５５ａがある程度平坦に形成されていることで足りるものとするが、半導体チップ
１ａと同様に当該一方の主面を切削加工して平坦化しても良い。
【０２０４】
　また、例えば半導体チップ１ａに金属層３を形成した段階において、個々の半導体チッ
プ１ａを試験端子（不図示）を用いて試験し、試験結果が不良と判定された半導体チップ
１ａについては、表面に導電樹脂の接着を阻害する離型性樹脂を塗布し、電極５の材料で
あるＡｇペースト１１を塗布する際に当該半導体チップ１ａのみ導電樹脂が接着しない構
成とし、良好な半導体チップ１ａと識別するようにしても良い。
【０２０５】
　また同様に、例えば半導体チップ１ａに金属層３を形成した段階において、個々の半導
体チップ１ａを試験端子を用いて試験し、試験結果が不良と判定された半導体チップ１ａ
については、当該半導体チップ１ａの表面の例えば中心部位に絶縁膜６と色調の異なる樹
脂を滴下しておき、良好な半導体チップ１ａと識別するようにしても良い。
【０２０６】
　また、絶縁膜６を形成する際に、半導体チップ１ａの半導体ウェーハ２０における表示
領域、例えば製造番号領域を第１の温度で硬化しない接着材料からなるテープ（不図示）
をマスキングしておき、この状態で絶縁膜６を形成する。そして、第２の温度を加える前
にテープを除去し、製造番号領域が絶縁膜６の絶縁樹脂で覆われないようにして、表示領
域として機能させることも好適である。
【０２０７】
　また、本実施形態では、単層の絶縁膜６を形成する場合を例示したが、例えば第２実施
形態のようにこの絶縁膜を２層にしてもよい。この場合、第１の絶縁膜及び／或いは第２
の絶縁膜を不透明のものとする。また、第４又は第５実施形態の場合のように、例えばス
タッドバンプやバンプ電極等の芯を内包した電極５を形成しても良い。
【０２０８】
　（第７実施形態）
　本発明の第７実施形態による半導体装置の製造方法について図１９乃至図２６を用いて
説明する。なお、図１乃至図１８に示す第１乃至第６実施形態による半導体装置の製造方
法と同様の構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡潔にする。
【０２０９】
　第６実施形態の場合のように半導体チップ１ａとＲＦＩＤアンテナ部とを接続する際に
は、チップ上の電極の位置及び基板上の電極の位置をそれぞれ認識し、認識した位置情報
に基づいて位置合わせが行われる。この一連の動作には、低コストで製造するためには０
．２～０．３秒／個以上のスピードが要求されるが、高速の装置を用いても０．５秒／個
で行うことは非常に難しい。例えば１０個の半導体チップを一括してピックアップし、そ
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れぞれのＲＦＩＤアンテナ部の電極に移動して２秒で接続できれば、０．２秒／個の速度
が実現できるが、個々のチップの位置を認識し、ＲＦＩＤアンテナ部の電極に位置合わせ
て位置を修正することが、装置的に困難である。
【０２１０】
　ＲＦＩＤは、製造工程・運搬工程・卸売り工程などの管理に用いられるだけでなく、商
品に付されマーケットやデパート等で使用されることも予想されている。このため、一個
数円程度のＲＦＩＤの実現が求められており、製造コストを削減することは極めて重要と
なっている。
【０２１１】
　本実施形態では、半導体チップとＲＦＩＤアンテナ部とを接続する際の位置合わせを容
易にして製造コストを低減しうるＲＦＩＤの製造方法について説明する。なお、記載の便
宜上、以下の説明において例えば「第２の温度」等の文言を用いるが、上記した第１乃至
第５実施形態における「第２の温度」等とは無関係である。
【０２１２】
　図１９乃至図２６は、第７実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を工程順に示す模式図で
ある。
【０２１３】
　ここでは、半導体ウェーハから個片化され、その主面に電極端子が配設された半導体チ
ップを第１の基体とし、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ樹脂）等の材料からな
る基材上にアンテナが形成されたＲＦＩＤアンテナ部を第２基体とした場合を挙げる。本
実施例では、半導体チップの表面、即ち被搭載面を切削により平坦化した後、当該半導体
チップの電極端子とＲＦＩＤアンテナ部の電極とを対向させて接続する。
【０２１４】
　まず、例えば図８乃至図１０に示す第６実施形態の場合と同様にして、半導体チップ１
ａ上に、開口５１ａの形成された感光性樹脂５１を形成する。
【０２１５】
　半導体チップ１ａは、その一方の主面に、ＭＯＳトランジスタなどの機能素子、容量素
子などの受動素子などを用いて構成される論理回路及び／或いは記憶回路など（不図示）
が形成されたシリコン（Ｓｉ）からなる半導体基板1と、当該半導体基1の前記一方の主面
を覆って配設された酸化シリコンなどからなる絶縁層２と、当該絶縁層２に選択的に配設
された開口２ａ、及び当該開口２ａ部に配設された金属層３を具備する。金属層３の材料
としては、アルミニウム（Ａｌ），銅（Ｃｕ），金（Ａｕ），銀（Ａｇ），ニッケル（Ｎ
ｉ）或いはタングステン（Ｗ）等の金属、又はこれらの合金が用いられる。
【０２１６】
　開口５１ａは、複数の金属層３のうち、所定の金属層３上に相当する部位のみに形成さ
れている。図示の例では、半導体チップ１ａの表面の２箇所にそれぞれ、隣接する２つの
金属層３上を開口するように開口５１ａを形成する。
【０２１７】
　続いて、感光性樹脂５１をキュアーした後、例えば図１１に示す第６実施形態の場合と
同様にして、例えば無電解メッキ法を用い、Ｎｉ、Ａｕを順次堆積し、開口５１ａから露
出する金属層３上に、金属層４を形成する。
【０２１８】
　続いて、図１９に示すように、メタルマスク５８を感光性樹脂５１上に設置する。この
メタルマスク５８には、感光性樹脂５１の開口５１ａが形成されていない部位に開口５８
ａ，５８ｂが形成されている。開口５８ａ，５８ｂは、例えば図１９に示すように、半導
体チップ１ａ上における対角の位置にそれぞれ配置されており、互いに異なる形状を有し
ている。
【０２１９】
　続いて、図２０に示すように、磁性体ペースト５９を用い、印刷法によりスキージ１２
を使用して磁性体ペースト５９をメタルマスク５８の開口５８ａ，５８ｂ内を充填するよ
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うに刷り込む。磁性体ペーストとは、磁石に引き寄せられる微粒子を、接着性を有する樹
脂に練入してペースト状にしたものである。磁性体ペースト５９に用いる微粒子としては
、磁化を消失するキュリー点（Ｔｃ）が樹脂を半硬化させるためのキュアー温度以下、例
えば１００℃である磁性体を用いる。１００℃にキュリー点を持つ磁性体としては、例え
ばＦＤＫ株式会社製のＮｉ－Ｚｎ系のソフトフェライト（商品名：ＸＳ１）がある。
【０２２０】
　続いて、図２１に示すように、メタルマスク５８を除去し、磁性体ペースト５９を８０
℃～１１０℃程度の温度下で半硬化（いわゆるＢステージキュアー）させ、感光性樹脂５
１上に磁性体パターン６０ａ，６０ｂを形成する。ここでは、磁性体パターン６０ａが開
口５８ａ内に充填された磁性体ペースト５９から形成されたものであり、磁性体パターン
６０ｂが開口５８ｂ内に充填された磁性体ペースト５９から形成されたものであるものと
する。なお、磁性体パターン６０ａ，６０ｂは、半硬化のためのこの熱処理により、磁化
を消失する。
【０２２１】
　続いて、図２２に示すように、メタルマスク５３を感光性樹脂５１上に設置する。この
メタルマスク５３には、感光性樹脂５１の開口５１ａに相当する部位に当該開口５１ａよ
りも大きい開口５３ａが形成され、磁性パターン６０ａ，６０ｂの形成領域に当該磁性体
パターン６０ａ，６０ｂよりも大きい開口５３ｂ，５３ｃが形成されており、当該開口５
３ａ内に前記金属層４が表出されるように、当該開口５３ｂ，５３ｃに前記磁性パターン
６０ａ，６０ｂがそれぞれ表出されるように、当該メタルマスク５３を位置合わせする。
【０２２２】
　続いて、導電材料としてＡｇペースト１１（例えば日立化成製の商品名ＥＮ４０７２）
を用い、印刷法によりスキージ１２を使用してＡｇペースト１１をメタルマスク５３の開
口５３ａ，５３ｂ，５３ｃ内を充填するように刷り込む。このＡｇペースト１１は、半硬
化後は常温では固体であり接着性を示さず、これより高温の第１の温度以上で接着性を発
現し、これよりも高温の第３の温度以上で硬化する性質を有するものである。ここでは、
第１の温度は約８０℃であり、第３の温度が約１３０℃である。なお、本実施形態におけ
る導電材料としては、Ａｇペースト以外にＡｕペースト，Ｐｄペースト、或いはＰｔペー
スト等を用いることができる。
【０２２３】
　続いて、メタルマスク５３を除去し、Ａｇペースト１１を８０℃～１１０℃程度の温度
下で半硬化（いわゆるＢステージキュアー）させ、感光性樹脂５１の開口５１ａ内の金属
層４と電気的に接続されてなる第１の電極である電極５を形成する。なお、磁性体ペース
ト５９が半硬化する温度とＡｇペースト１１が半硬化する温度とが近い場合には、Ａｇペ
ースト１１の半硬化と磁性体ペースト５９の半硬化とを同時に行ってもよい。
【０２２４】
　続いて、図２３に示すように、接着性を有する絶縁材料を用い、電極５及び磁性体パタ
ーン６０ａ，６０ｂを覆うように絶縁膜６を形成する。この絶縁材料は、常温では固体で
あり接着性を示さず、これより高温の第２の温度以上で接着性を発現し、これよりも高温
の第４の温度以上で硬化する性質を有するものであり、第４の温度以上で硬化した後は、
常温でも硬化した状態を保つ。ここでは、第２の温度は約１１０℃であり、第４の温度が
約１３０℃である。本実施形態では、当該絶縁材料として、第１実施形態と同様、エポキ
シ樹脂系のフィルム状接着剤及びＢステージ接着剤を用いた。
【０２２５】
　続いて、図２４に示すように、図２と同様に構成されてなる切削加工装置を用い、ダイ
ヤモンド等からなる硬質のバイト１００により、半導体チップ１ａの電極５の表面、磁性
体パターン６０ａ，６０ｂの表面及び絶縁膜６の表面が連続して平坦となるように切削加
工し、平坦化処理する。かかる表面平坦化処理に伴い、電極５，磁性体パターン６０ａ，
６０ｂの高さが均一となる。
【０２２６】
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　この切削加工工程において、本実施形態では、切削加工工程の全体を通して電極５及び
絶縁膜６を軟化させずに固体状態に保持しながら切削する。即ち、半導体チップ１ａの温
度を電極５、磁性体パターン６０ａ，６０ｂ及び絶縁膜６の軟化（半硬化）温度、即ち第
１の温度及び第２の温度のうちの低値である約８０℃よりも低温(例えば、５０℃)に設定
し、バイト１００を用いた切削加工で発生する摩擦熱により上昇して達する電極５及び絶
縁膜６の温度を８０℃より低温に制御しつつ、切削加工工程の全体を通して８０℃よりも
低温という温度範囲を保持しながら平坦化処理する。
【０２２７】
　かかる平坦化処理により、半導体チップ１ａの表面からは絶縁膜６に囲まれた電極５及
び磁性体パターン６０ａ，６０ｂの被切削面が露出する。このとき、所定の反射率測定装
置やカメラ装置を用いて、電極５、磁性体パターン６０ａ，６０ｂ及び絶縁膜６を各表面
の反射率及び色相の相違から相対的に識別することができる。従って、上述したように絶
縁膜６の絶縁材料として不透明なものを用いることができる。絶縁膜６が不透明であるた
め、平坦化された半導体チップ１ａの表面から絶縁膜６の内部を覗うことができず、ＲＯ
Ｍ内容の書き換え等の記憶情報の不正な改ざん等を防止することができる。
【０２２８】
　続いて、半導体ウェーハ２０から個々の半導体チップ１ａを切り出す。このとき、半導
体チップ１ａに形成された磁性体パターン６０ａ，６０ｂは磁化を有していないため、半
導体チップ１ａ同士がくっつき合う等の不具合が生じることはない。
【０２２９】
　また、上記半導体チップ１ａの製造とは別に、ＲＦＩＤアンテナ部５４を製造する。こ
のＲＦＩＤアンテナ部５４は、図２５に示すように、基材５７の一方の表面にアンテナ５
５が捲回形成され、このアンテナ５５に半導体チップ１ａと接続されるアンテナ端子５５
ａが形成されたものである。アンテナの材料としては、銅箔、金箔、アルミ箔、銅線、銀
線、金線、銀インク、金インク、パラジウムインク等が用いられる。ＲＦＩＤアンテナ部
５４は、製造上の観点から、連或いはテープ状の基板であることが望ましい。
【０２３０】
　本実施形態では、このようなＲＦＩＤアンテナ部５４に、半導体チップ１ａ上に形成さ
れた磁性体パターン６０ａ，６０ｂに対して鏡像をなす磁性体パターン６１ａ，６１ｂが
更に形成されている。磁性体パターン６１ａ，６１ｂは、磁性体パターン６０ａ，６０ｂ
と同様の磁性ペーストや磁性インクを用いた印刷法により形成されたものである。磁性体
パターン６１ａ，６１ｂは、半導体チップ１ａ上の磁性体パターン６０ａ，６０ｂとＲＦ
ＩＤアンテナ部５４上の磁性体パターン６１ａ，６１ｂとが向き合ったときに、半導体チ
ップ１ａ上の電極５とＲＦＩＤアンテナ部５４上のアンテナ端子５５ａとが接続されるよ
うに、配置されている。
【０２３１】
　磁性体パターン６１ａ，６１ｂには、後の工程において電極５の樹脂及び絶縁膜６の樹
脂を硬化するための熱処理の温度以下、例えば１５０℃のキュリー点（Ｔｃ）を有する磁
性体を用いる。１５０℃にキュリー点を持つ磁性体としては、例えばＦＤＫ株式会社製の
Ｂａ系のハードフェライト（商品名：ＸＨ１）がある。なお、半導体チップ１ａを接合す
る前のＲＦＩＤアンテナ部５４においては、磁性体パターン６１ａ，６１ｂは磁化を有し
ている。
【０２３２】
　続いて、図２５及び図２６に示すように、半導体チップ１ａとＲＦＩＤアンテナ部５４
とを接合する。
【０２３３】
　例えばまず、ＲＦＩＤアンテナ部５４を振動させながら、半導体チップ１ａの近傍を通
過させる。ＲＦＩＤアンテナ部５４に設けられた磁性体パターン６１ａ，６１ｂは磁化を
有しているため、半導体チップ１ａの磁性体パターン６０ａ，６０ｂを引きつける。この
とき、磁性体パターン６０ａは磁性体パターン６１ａに対応する形状を有しており、磁性
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体パターン６０ｂは磁性体パターン６１ｂに対応する形状を有していることから、磁性体
パターン６０ａと磁性体パターン６１ａとが互いにくっつき合い、磁性体パターン６０ｂ
と磁性体パターン６１ｂとが互いにくっつき合う。これにより、半導体チップ１ａ上に形
成された電極５とＲＦＩＤアンテナ部５４上に形成されたアンテナ端子５５ａとが自己整
合的に位置合わせされる（図２６（ａ）参照）。
【０２３４】
　続いて、半導体チップ１ａ及びＲＦＩＤアンテナ部５４の温度を電極５及び絶縁膜６の
軟化温度、即ち第１の温度及び第２の温度のうちの高値である１１０℃以上で、且つ電極
５及び絶縁膜６の固化（硬化）温度、即ち第３の温度及び第４の温度のうちの低値である
１３０℃よりも低い温度で、電極５とアンテナ端子５５ａとを対応させ、絶縁膜６を軟化
させて電極５及びアンテナ端子５５ａ間を絶縁膜６の絶縁樹脂で充填させるとともに、電
極５とアンテナ端子５５ａとを接触させる。
【０２３５】
　なおこの場合、半導体チップ１ａの温度を電極５及び絶縁膜６の各軟化温度のうちの低
値である８０℃より低い温度、ＲＦＩＤアンテナ部５４の温度を電極５及び絶縁膜６の各
軟化温度のうちの高値である１１０℃より高い温度とし、この状態で電極５とアンテナ端
子５５ａとを対応させて接触させ、電極５及び絶縁膜６の温度を１１０℃以上にして、電
極５及び絶縁膜６を軟化させるようにしても良い。
【０２３６】
　かかる状態において、半導体チップ１ａ及びＲＦＩＤアンテナ部５４を、第３の温度及
び第４の温度のうちの高値以上、且つ磁性体パターン６１ａ，６１ｂに含有される磁性体
材料のキュリー点以上、例えば１５０℃で、ひとつの電極当たり数ｇｆ、例えば１０ｇｆ
の荷重で、所定の時間押し当て電極５の導電材料、磁性体パターン６０ａ，６０ｂ，６１
ａ，６１ｂの磁性材料及び絶縁膜６の絶縁材料を硬化させる。そして、更に３０分間程度
１５０℃に保持することにより、導電材料及び絶縁材料を完全に硬化せしめる。これによ
り、半導体チップ１ａとＲＦＩＤアンテナ部５４とが絶縁膜６で接続されるとともに、電
極５とアンテナ端子５５ａとが接合される（図２６参照）。このとき、電極５とアンテナ
端子５５ａとが電気的に接続されて導通するとともに、絶縁膜６がその優れた接着性に起
因して強固に接着し、半導体チップ１ａとＲＦＩＤアンテナ部５４との接合が確実となる
。また、磁性体パターン６１ａ、６１ｂはキュリー点以上の温度に曝されるため、磁化を
失う。
【０２３７】
　しかる後、保護膜（不図示）の形成等を行い、ＲＦＩＤアンテナ部５４が連或いはテー
プ状である場合にはそれぞれを個片に切り離す。このとき、磁性体パターン６０ａ，６０
ｂ，６１ａ，６１ｂは磁化を有していないため、切り離した個片同士がくっつき合う等の
不具合が生じることはない。
【０２３８】
　こうして、ＲＦＩＤ或いは被接触ＩＣカードを完成させる。
【０２３９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、低コストで高さが均一且つ平滑であり、低
荷重で接続される金属端子の形成が可能であり、低ダメージの実装を可能とし、高信頼性
を有するＲＦＩＤ或いは被接触ＩＣカードを形成することができる。また、電極５を形成
するに際して、感光性樹脂５１に任意の部位の金属層３を露出させる任意のサイズの開口
を形成することにより、任意の金属層３上のみに金属層４を形成し、続く電極５を形成す
ることができるため、必要な金属層３のみを選択して電極５を形成し、不要な電極形成を
省略して効率良く半導体チップを作製することができる。
【０２４０】
　また、磁性体パターンを利用することにより、ＲＦＩＤアンテナ部に対する半導体チッ
プの位置合わせを自己整合的に行うことができるので、ＲＦＩＤアンテナ部への半導体チ
ップの接続を容易且つ迅速に行うことができる。これにより、製造コストを大幅に削減す
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ることができる。
【０２４１】
　なお、本実施形態では、上記の切削加工を半導体チップ１ａの一方の主面のみに施す場
合を例示し、ＲＦＩＤアンテナ部５４の一方の主面には切削加工を施すことなく、アンテ
ナ端子５５ａがある程度平坦に形成されていることで足りるものとするが、半導体チップ
１ａと同様に当該一方の主面を切削加工して平坦化しても良い。
【０２４２】
　また、例えば半導体チップ１ａに金属層３を形成した段階において、個々の半導体チッ
プ１ａを試験端子（不図示）を用いて試験し、試験結果が不良と判定された半導体チップ
１ａについては、表面に導電樹脂の接着を阻害する離型性樹脂を塗布し、電極５の材料で
あるＡｇペースト１１を塗布する際に当該半導体チップ１ａのみ導電樹脂が接着しない構
成とし、良好な半導体チップ１ａと識別するようにしても良い。
【０２４３】
　また同様に、例えば半導体チップ１ａに金属層３を形成した段階において、個々の半導
体チップ１ａを試験端子を用いて試験し、試験結果が不良と判定された半導体チップ１ａ
については、当該半導体チップ１ａの表面の例えば中心部位に絶縁膜６と色調の異なる樹
脂を滴下しておき、良好な半導体チップ１ａと識別するようにしても良い。
【０２４４】
　また、絶縁膜６を形成する際に、半導体チップ１ａの半導体ウェーハ２０における表示
領域、例えば製造番号領域を第１の温度で硬化しない接着材料からなるテープ（不図示）
をマスキングしておき、この状態で絶縁膜６を形成する。そして、第２の温度を加える前
にテープを除去し、製造番号領域が絶縁膜６の絶縁樹脂で覆われないようにして、表示領
域として機能させることも好適である。
【０２４５】
　また、本実施形態では、単層の絶縁膜６を形成する場合を例示したが、例えば第２実施
形態のようにこの絶縁膜を２層にしてもよい。また、第４又は第５実施形態の場合のよう
に、例えばスタッドバンプやバンプ電極等の芯を内包した電極５を形成しても良い。
【０２４６】
　以下、本発明の諸態様を付記としてまとめて記載する。
【０２４７】
　（付記１）第１の基体上に、第２の温度以上で接着性を発現する絶縁材料を堆積して絶
縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜に、開口を形成する工程と、
　第１の温度以上で接着性を発現する導電材料を前記開口内に埋め込むように堆積し、第
１の電極を形成する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低温よりも低い温度に保持しながら、バイ
トを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及び前記絶縁膜の表面が連続して平坦
となるように処理する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高温以上の温度に加熱し、表面に複数の第
２の電極が形成されてなる第２の基体に前記第１の基体を前記第１の電極と前記第２の電
極とが接触するように対向させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを前記絶縁膜により
接続するとともに、前記第２の電極と前記第２の電極との間に電気的接続を生ぜしめる工
程と
　を含むことを特徴とする基体の加工方法。
【０２４８】
　（付記２）前記切削加工の工程において、当該切削加工で発生する摩擦熱により上昇す
る前記第１の電極及び前記絶縁膜の温度を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低
温よりも低い温度に保持しながら行うことを特徴とする付記１に記載の基体の加工方法。
【０２４９】
　（付記３）前記導電材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第１の温度に達する
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と軟化して接着性を発現するものであり、
　前記絶縁材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第２の温度に達すると軟化して
接着性を発現するものであることを特徴とする付記１又は２に記載の基体の加工方法。
【０２５０】
　（付記４）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程は、
　前記第１の基体の温度を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よりも低い温
度に設定し、前記第２の基体の温度を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値よ
りも高い温度に設定する工程と、
　前記設定された温度において、前記第１の電極と前記第２の電極とを対向接触させ、前
記絶縁膜及び前記第１の電極を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上にし
て前記第１の基体と前記第２の基体とを接続する工程と
　を含むことを特徴とする付記１乃至３のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２５１】
　（付記５）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上で、前記絶縁膜による前記第１の
基体と前記第２の基体との接続及び前記第１の電極と前記第２の電極との接続を同時に行
うことを特徴とする付記１乃至３のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２５２】
　（付記６）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上で、前記第１の電極と前記第２の
電極とを所定の圧力で対向接触させ、前記第１の電極を軟化させて前記第２の電極に接続
させるとともに、前記絶縁膜を軟化させて前記第１の基体と前記第2の基体との間を充填
させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを接続することを特徴とする付記１乃至５のい
ずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２５３】
　（付記７）前記導電材料は、それぞれ前記第１の温度よりも高い第３の温度以上で固化
し、接着性を消失するものであり、
　前記絶縁材料は、前記第２の温度よりも高い第４の温度以上で固化し、接着性を消失す
る熱硬化性材料であることを特徴とする付記１乃至６のいずれか１項に記載の基体の加工
方法。
【０２５４】
　（付記８）前記切削加工により前記第１の電極の表面及び前記絶縁膜の表面が平坦化処
理された際に、前記第１の電極と前記絶縁膜とを各表面の反射率及び色相から識別するこ
とを特徴とする付記１乃至７のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２５５】
　（付記９）前記反射率及び前記色相の差を利用して、前記第１の電極と前記第２の電極
とを位置合わせして前記第１の基体と前記第２の基体とを接続することを特徴とする付記
８に記載の基体の加工方法。
【０２５６】
　（付記１０）前記絶縁膜は不透明であり、前記切削加工により前記第１の電極の表面及
び前記第２の絶縁膜の表面が平坦化処理された際に、前記絶縁膜により前記第１の基体の
表面が不可視であることを特徴とする付記１乃至９のいずれか１項に記載の基体の加工方
法。
【０２５７】
　（付記１１）第１の基体上に、第２の温度以上で接着性を発現する絶縁材料を堆積して
絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜に、開口を形成する工程と、
　第１の温度以上で接着性を発現する導電材料を前記開口内に埋め込むように堆積し、第
１の電極を形成する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よりも低い温度に保持しながら、バイ
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トを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及び前記絶縁膜の表面が連続して平坦
となるように処理する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上の温度に加熱し、表面に複数の第
２の電極が形成されてなる第２の基体に前記第１の基体を前記第１の電極と前記第２の電
極とが接触するように対向させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを前記絶縁膜により
接続するとともに、前記第２の電極と前記第２の電極との間に電気的接続を生ぜしめる工
程と
　を含むことを特徴とする基体の加工方法。
【０２５８】
　（付記１２）前記絶縁材料は感光性を有しており、前記絶縁膜を選択的に露光すること
により前記開口を形成することを特徴とする付記１１に記載の基体の加工方法。
【０２５９】
　（付記１３）前記切削加工の工程において、当該切削加工で発生する摩擦熱により上昇
する前記第１の電極及び前記絶縁膜の温度を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの
低温よりも低い温度に保持しながら行うことを特徴とする付記１１又は１２に記載の基体
の加工方法。
【０２６０】
　（付記１４）前記導電材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第１の温度に達す
ると軟化して接着性を発現するものであり、
　前記絶縁材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第２の温度に達すると軟化して
接着性を発現するものであることを特徴とする付記１１乃至１３のいずれか１項に記載の
基体の加工方法。
【０２６１】
　（付記１５）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程は、
　前記第１の基体の温度を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よりも低い温
度に設定し、前記第２の基体の温度を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値よ
りも高い温度に設定する工程と、
　前記設定された温度において、前記第１の電極と前記第２の電極とを対向接触させ、前
記絶縁膜及び前記第１の電極を前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上にし
て前記第１の基体と前記第２の基体とを接続する工程と
　を含むことを特徴とする付記１１乃至１４のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２６２】
　（付記１６）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上で、前記絶縁膜による前記第１の
基体と前記第２の基体との接続及び前記第１の電極と前記第２の電極との接続を同時に行
うことを特徴とする付記１１乃至１４のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２６３】
　（付記１７）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高値以上で、前記第１の電極と前記第２の
電極とを所定の圧力で対向接触させ、前記第１の電極を軟化させて前記第２の電極に接続
させるとともに、前記絶縁膜を軟化させて前記第１の基体と前記第2の基体との間を充填
させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを接続することを特徴とする付記１１乃至１６
のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２６４】
　（付記１８）
　前記導電材料及び前記絶縁材料は、それぞれ前記第１の温度よりも高い第２の温度以上
で固化し、接着性を消失するものであることを特徴とする付記１１乃至１７のいずれか１
項に記載の基体の加工方法。
【０２６５】
　（付記１９）前記切削加工により前記第１の電極の表面及び前記絶縁膜の表面が平坦化
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処理された際に、前記第１の電極と前記絶縁膜とを各表面の反射率及び色相から識別する
ことを特徴とする付記１１乃至１８のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２６６】
　（付記２０）前記反射率及び前記色相の差を利用して、前記第１の電極と前記第２の電
極とを位置合わせして前記第１の基体と前記第２の基体とを接続することを特徴とする付
記１９に記載の基体の加工方法。
【０２６７】
　（付記２１）前記絶縁膜は不透明であり、前記切削加工により前記第１の電極の表面及
び前記第２の絶縁膜の表面が平坦化処理された際に、前記絶縁膜により前記第１の基体の
表面が不可視であることを特徴とする付記１１乃至２０のいずれか１項に記載の基体の加
工
方法。
【０２６８】
　（付記２２）第１の基体の表面に第１の温度以上の温度にて接着性を発現する導電材料
を用いて突起状を有する第１の電極を形成する工程と、
　前記第１の基体表面に、第２の温度以上にて接着性を発現する第１の絶縁材料からなる
第１の絶縁膜を第１の電極の高さよりも低くなるように被覆する工程と、
　前記第１の電極上を含む前記第１の絶縁膜上に、第３の温度以上にて接着性を発現する
第２の絶縁材料からなる第２の絶縁膜を被覆する工程と、
　前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第３の温度のうちの最低値よりも低い温度に
保持しながら、バイトを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及び前記第２の絶
縁膜の表面が連続して平坦となるように処理する工程と、
　前記第１の基体の、前記第１の電極が形成された面上に、前記第１の電極に対応する第
２の電極が形成された第２の基体を対向配置する工程と、
　前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第３の温度のうちの最高値以上の温度に加熱
し、前記第１の絶縁膜及び前記第２の絶縁膜からなる絶縁膜によって前記第１の基体と第
２の基体とを接続すると共に、前記第１の電極と第２の電極を電気的に接続する工程を含
むことを特徴とする基体の加工方法。
【０２６９】
　（付記２３）前記第１の絶縁材料は、第４の温度以上で前記第１の基体との固着強度を
発現する材料であり、
　前記第２の絶縁材料は、第５の温度以上で前記第１の絶縁材料及び前記第２の基体の双
方との固着強度を発現する材料であることを特徴とする付記２２に記載の基体の加工方法
。
【０２７０】
　（付記２４）前記切削加工の工程において、当該切削加工で発生する摩擦熱により上昇
する前記第１の電極及び前記絶縁膜の温度を前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第
３の温度のうちの最低値よりも低い温度に保持しながら行うことを特徴とする付記２２又
は２３に記載の基体の加工方法。
【０２７１】
　（付記２５）前記導電材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第１の温度に達す
ると軟化して接着性を発現するものであり、
　前記第１の絶縁材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第２の温度に達すると軟
化して接着性を発現するものであり、
　前記第２の絶縁材料は、常温では固体で接着性を示さず、前記第３の温度に達すると軟
化して接着性を発現するものであることを特徴とする付記２２乃至２４のいずれか１項に
記載の基体の加工方法。
【０２７２】
　（付記２６）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程は、
　前記第１の基体の温度を前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第３の温度のうちの
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最低値よりも低い温度に設定し、前記第２の基体の温度を前記第１の温度、前記第２の温
度及び前記第３の温度のうちの最高値よりも高い温度に設定する工程と、
　前記設定された温度において、前記第１の電極と前記第２の電極とを対向接触させ、前
記絶縁膜及び前記第１の電極を前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第３の温度のう
ちの最高値以上にして前記第１の基体と前記第２の基体とを接続する工程と
　を含むことを特徴とする付記２２乃至２５のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２７３】
　（付記２７）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第３の温度のうちの最高値以上で、前記絶縁
膜による前記第１の基体と前記第２の基体との接続及び前記第１の電極と前記第２の電極
との接続を同時に行うことを特徴とする付記２２乃至２５のいずれか１項に記載の基体の
加工方法。
【０２７４】
　（付記２８）前記第１の基体と前記第２の基体とを対向させて接続する工程において、
　前記第１の温度、前記第２の温度及び前記第３の温度のうちの最高値以上で、前記第１
の電極と前記第２の電極とを所定の圧力で対向接触させ、前記第１の電極を軟化させて前
記第２の電極に接続させるとともに、前記第２の絶縁膜を軟化させて前記第１の基体と第
2の基体との間を充填させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを接続することを特徴と
する付記２２乃至２７のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２７５】
　（付記２９）前記導電材料は、前記第１の温度よりも高い第６の温度以上で固化し、接
着性を消失するものであり、
　前記第１の絶縁材料は、前記第１の温度よりも高い第４の温度以上で固化し、接着性を
消失するものであり、
　前記第２の絶縁材料は、前記第１の温度よりも高い第５の温度以上で固化し、接着性を
消失するものであることを特徴とする付記２２乃至２８のいずれか１項に記載の基体の加
工方法。
【０２７６】
　（付記３０）前記導電材料の前記第１の温度以上で前記第６の温度未満における粘度は
、前記第１の絶縁材料の前記第２の温度以上で前記第４の温度以下における粘度、及び前
記第２の絶縁材料の前記第３の温度以上で前記第５の温度以下における粘度よりも高いこ
とを特徴とする付記２９に記載の基体の加工方法。
【０２７７】
　（付記３１）前記導電材料は、前記第１の温度以上で前記第６の温度未満の温度に複数
回晒された後でも、硬化することなく接着性を保つ材料であり、
　前記第１の絶縁材料は、前記第２の温度以上で前記第４の温度未満の温度に複数回晒さ
れた後でも、硬化することなく接着性を保つ材料であり、
　前記第２の絶縁材料は、前記第３の温度以上で前記第５の温度未満の温度に複数回晒さ
れた後でも、硬化することなく接着性を保つ材料であることを特徴とする付記２２乃至３
０のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２７８】
　（付記３２）前記第２の基体に形成されてなる前記第２の電極は、前記第２の電極間の
絶縁部と略同一平面内に形成されてなることを特徴とする付記２２乃至３１のいずれか１
項に記載の基体の加工方法。
【０２７９】
　（付記３３）前記切削加工により前記第１の電極の表面及び前記第２の絶縁膜の表面が
平坦化処理された際に、前記第１の電極と前記第２の絶縁膜とが各表面の反射率及び色相
から識別可能であることを特徴とする付記２２乃至３２のいずれか１項に記載の基体の加
工方法。
【０２８０】
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　（付記３４）前記反射率及び前記色相の差を利用して、前記第１の電極と前記第２の電
極とを位置合わせして前記第１の基体と前記第２の基体とを接続することを特徴とする付
記３３に記載の基体の加工方法。
【０２８１】
　（付記３５）前記第１の絶縁膜及び／又は前記第２の絶縁膜は不透明であり、前記切削
加工により前記第１の電極の表面及び前記第２の絶縁膜の表面が平坦化処理された際に、
前記第１の絶縁膜及び／又は前記第２の絶縁膜により前記第１の基体の表面が不可視であ
ることを特徴とする付記２２乃至３４のいずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２８２】
　（付記３６）前記下地電極は、金、錫、銅、銀、アルミニウム及びニッケルのうちの少
なくとも一種又はこれらの合金を材料としてなることを特徴とする付記２２乃至３５のい
ずれか１項に記載の基体の加工方法。
【０２８３】
　（付記３７）表面に複数の下地電極が形成されるとともに、任意の前記下地電極上に突
起状に第１の電極が形成されてなる第１の基体について、第１の温度以上で接着性を発現
する第１の絶縁材料及び第２の温度以上で接着性を発現する第２の絶縁材料を用い、前記
第１の絶縁材料を前記第１の電極の高さよりも低くなるように絶縁膜第１の電極間を埋め
込み、第１の絶縁膜を形成した後、前記第１の電極を覆うように前記第２の絶縁材料を前
記第１の絶縁膜上に堆積し、第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの低値よりも低い温度に保持しながら、バイ
トを用いた切削加工により、前記第１の電極の表面及び前記第２の絶縁膜の表面が連続し
て平坦となるように平坦化処理する工程と、
　前記第１の温度及び前記第２の温度のうちの高温以上の温度に加熱し、表面に複数の第
２の電極が形成されてなる第２の基体に前記第１の基体を前記第１の電極と前記第２の電
極とが接触するように対向させ、前記第１の基体と前記第２の基体とを前記第２の絶縁膜
により接続するとともに、前記第１の電極と前記第２の電極との間に電気的接続を生ぜし
める工程と
　を含むことを特徴とする基体の加工方法。
【０２８４】
　（付記３８）前記第１の絶縁材料は、前記第３の温度以上で前記第１の基体との接着性
を発現する材料であり、
　前記第２の絶縁材料は、前記第４の温度以上で前記第１の絶縁材料及び前記第２の基体
の双方との接着性を発現する材料であることを特徴とする付記３７に記載の基体の加工方
法。
【０２８５】
　（付記３９）表面に複数の下地電極が形成されるとともに、任意の前記下地電極上に第
１の電極が形成されており、前記第１の電極の高さよりも低くなるように前記第１の電極
間を埋め込む第１の絶縁膜と、前記第１の電極間を埋め込むように前記第１の絶縁膜上に
形成された第２の絶縁膜とを有し、前記第１の電極の表面及び前記第２の絶縁膜の表面が
切削加工により連続的に平坦化されてなる第１の基体と、
　表面に複数の第２の電極が形成されてなる第２の基体と
　を含み、
　前記第１の絶縁膜は、前記第１の温度以上で前記第１の基体との接着性を発現する絶縁
材料からなるとともに、前記第２の絶縁膜は、前記第２の温度以上で前記第１の絶縁材料
及び前記第２の基体の双方との接着性を発現する絶縁材料からなり、
　前記第１の基体と前記第１の基体とは、前記第２の絶縁膜により接合されて一体化され
るとともに、前記第１の電極と前記第２の電極とが電気的に接続されてなることを特徴と
する接合基体。
【０２８６】
　（付記４０）第１の基体上に、バンプ電極を形成する工程と、
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　前記バンプ電極が形成された領域の前記第１の基体上に、接着性を有する導電材料を堆
積し、前記バンプ電極が前記導電材料により覆われてなる第１の電極を形成する工程と、
　前記第１の基体上に、接着性を有する絶縁材料からなる絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の電極及び前記絶縁膜が形成された前記第１の基体の表面を切削加工し、前記
表面に前記第１の電極を露出させるとともに、前記表面を平坦化する工程と、
　前記第１の基体の前記表面に、前記第１の電極に対応する第２の電極が形成された第２
の基体を対向させ、前記導電材料及び前記絶縁材料が接着性を発現する温度で加熱するこ
とにより、前記第１の基体と前記第２の基体とを接続するとともに、前記第１の電極と前
記第２の電極を電気的に接続する工程と
　を有することを特徴とする基体の加工方法。
【０２８７】
　（付記４１）付記４０記載の基体の加工方法において、
　前記バンプ電極を形成する工程では、ボールボンディングにより前記バンプ電極を形成
する
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２８８】
　（付記４２）付記４０記載の基体の加工方法において、
　前記バンプ電極を形成する工程では、電界メッキにより前記バンプ電極を形成する
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２８９】
　（付記４３）付記４０乃至４２のいずれか１項に記載の基体の加工方法において、
　前記バンプ電極を形成する工程では、金又は金を主体とする合金により前記バンプ電極
を形成する
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２９０】
　（付記４４）付記４０乃至４３のいずれか１項に記載の基体の加工方法において、
　前記絶縁膜を形成する工程では、前記第１の電極上を覆うように、前記絶縁膜を形成す
る
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２９１】
　（付記４５）付記４０乃至４３のいずれか１項に記載の基体の加工方法において、
　前記絶縁膜を形成する工程では、前記第１の電極を形成する領域を除く前記第１の基体
上に、前記絶縁膜を形成する
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２９２】
　（付記４６）第１の基体上に、磁化されていない第１の磁性材料が含有された第１の磁
性体パターンを形成する工程と、
　第２の基体上に、磁化されている第２の磁性材料が含有された第２の磁性体パターンを
形成する工程と、
　前記第１の磁性体パターン形成された前記第１の基体の面と前記第２の磁性体パターン
が形成された前記第２の基体の面とを対向させ、前記第１の磁性体パターンと前記第２の
磁性体パターンとの間に働く磁力により前記第１の基体と前記第２の基体とを位置合わせ
し、前記第１の基体と前記第２の基体とを接続する工程と、
　前記第２の磁性材料のキュリー点よりも高い温度で熱処理を行い、前記第２の磁性材料
の磁化を消失させる工程と
　を有することを特徴とする基体の加工方法。
【０２９３】
　（付記４７）付記４６記載の基体の加工方法において、
　前記第１の磁性体パターンを形成する工程は、
　接着性を有する樹脂中に前記第１の磁性材料の微粒子を含有してなる磁性体ペーストを
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前記第１の基体上に堆積する工程と、
　前記第１の磁性材料のキュリー点よりも高い温度で熱処理を行い、前記第１の磁性材料
の磁化を消失させるとともに、前記磁性体ペーストを半硬化して前記第１の磁性体パター
ンを形成する工程とを有する
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２９４】
　（付記４８）付記４６又は４７記載の基体の加工方法において、
　前記第２の磁性体パターンを形成する工程は、
　接着性を有する樹脂中に前記第２の磁性材料の微粒子を含有してなる磁性体ペーストを
前記第２の基体上に堆積する工程と、
　前記第２の磁性材料のキュリー点よりも低い温度で熱処理を行い、前記磁性体ペースト
を半硬化して前記第２の磁性体パターンを形成する工程とを有する
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２９５】
　（付記４９）付記４６乃至４８のいずれか１項に記載の基体の加工方法において、
　前記第１の基体上に第１の電極を形成する工程と、
　前記第１の電極及び前記第１の磁性体パターンが形成された前記第１の基体上に絶縁膜
を形成する工程と、
　前記第１の電極、前記第１の磁性体パターン及び前記絶縁膜が形成された前記第１の基
体の表面を切削加工し、前記表面に前記第１の電極及び前記第１の磁性体パターンを露出
させるとともに、前記表面を平坦化する工程と
　を更に有することを特徴とする基体の加工方法。
【０２９６】
　（付記５０）付記４９記載の基体の加工方法において、
　前記第１の電極を形成する工程は、接着性を有する樹脂中に導電材料の微粒子を練入し
た導電性ペーストを前記第１の基体上に堆積する工程と、熱処理により前記導電性ペース
トを半硬化して前記第１の電極を形成する工程とを有し、
　前記第絶縁膜を形成する工程は、接着性を有する絶縁材料を前記第１の基体上に形成す
る工程と、熱処理により前記絶縁材料を半硬化して前記絶縁膜を形成する工程とを有し、
　前記第１の基体と前記第２の基体とを接続する工程は、半硬化した前記第１の電極及び
前記絶縁膜が軟化して接着性を発現する温度にて行い、
　前記第２の磁性材料の磁化を消失させる工程は、前記第１の電極及び前記絶縁膜が硬化
する温度にて行う
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２９７】
　（付記５１）付記４６乃至５０のいずれか１項に記載の基体の加工方法において、
　前記第１の基体と前記第２の基体とを接続する工程において、前記第１の磁性体パター
ンと前記第２の磁性体パターンとの間に働く磁力により前記第１の基体と前記第２の基体
とを位置合わせすることにより、前記第１の基体上に形成された第１の電極と前記第２の
基体上に形成された第２の電極とが接続されるように、前記第１の磁性体パターンと前記
第２の磁性体パターンとを配置する
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２９８】
　（付記５２）付記４６乃至５１のいずれか１項に記載の基体の加工方法において、
　前記第１の磁性体パターンと前記第２の磁性体パターンは、互いに鏡像をなすパターン
を有する
　ことを特徴とする基体の加工方法。
【０２９９】
　（付記５３）半導体基板上に形成され、磁性材料が含有された半硬化の状態の樹脂材料
からなり、上部が切削加工により平坦化された磁性体パターンを有する
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　ことを特徴とする半導体装置。
【０３００】
　（付記５４）付記５３記載の半導体装置において、
　前記半導体基板上に形成され、導電材料が含有された樹脂材料からなる電極を更に有し
、
　前記磁性材料のキュリー点は、前記電極が半硬化する温度よりも低い
　ことを特徴とする半導体装置。
【図面の簡単な説明】
【０３０１】
【図１】第１実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
【図２】切削加工装置の一例を示す模式図である。
【図３】第２実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
【図４】第３実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
【図５】第４実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
【図６】第５実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図（その１）
である。
【図７】第５実施形態による半導体装置の製造方法を工程順に示す概略断面図（その２）
である。
【図８】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その１）である。
【図９】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その２）である。
【図１０】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その３）である。
【図１１】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その４）である。
【図１２】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その５）である。
【図１３】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その６）である。
【図１４】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その７）である。
【図１５】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その８）である。
【図１６】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その９）である。
【図１７】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その１０）である。
【図１８】第６実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その１１）である。
【図１９】第７実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その１）である。
【図２０】第７実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その２）である。
【図２１】第７実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その３）である。
【図２２】第７実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その４）である。
【図２３】第７実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その５）である。
【図２４】第７実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その６）である。
【図２５】第７実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その７）である。
【図２６】第７実施形態によるＲＦＩＤの製造方法を示す模式図（その８）である。
【符号の説明】
【０３０２】
１…半導体基板
１ａ…半導体チップ
２，６…絶縁膜
２ａ，１０ａ，１５，３１ａ，４１ａ，５１ａ，５２ａ，５３ａ，５８ａ，５８ｂ…開口
３…電極パッド(金属層３)
４…金属バンプ(金属層４）
５，７，３３…電極
８…回路基板
９…スタッドバンプ
１０，５３，５８…メタルマスク
１１…Ａｇペースト
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１２…スキージ
１３…バリアメタル
１４…フォトレジスト膜
１６…バンプ電極
２０…半導体ウェーハ
２１…基板支持台（回転テーブル）
２２…切削部
２３…第１の絶縁膜
２４…第２の絶縁膜
３１…レジストマスク
３２…Ａｕペースト
４２，５２…フォトマスク
５１…感光性樹脂
５４…ＲＦＩＤアンテナ部
５５…アンテナ
５５ａ…アンテナ端子
５７…基材
５９…磁性体ペースト
６０ａ，６０ｂ，６１ａ，６１ｂ…磁性体パターン
１００…バイト
 

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】



(49) JP 4130668 B2 2008.8.6

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２５】 【図２６】
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