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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路モジュールであって、
　表面に複数の電極パッドが設けられた回路基板と、
　前記回路基板上に配置された半導体チップであって、表面及び裏面を有し、当該裏面に
設けられた複数のハンダバンプの各々が前記複数の電極パッドの対応する１つにハンダ接
合する、半導体チップと、
　前記回路基板の表面と前記半導体チップの裏面との間に設けられたアンダーフィルとを
備え、
　前記半導体チップは、前記表面の外周に所定の厚さの庇部を備え、
  前記アンダーフィルは、前記庇部の底面から前記半導体チップの側壁に沿って前記回路
基板の表面に至るフィレットを形成し、低濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂からなる領域
と、当該領域上の高濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂からなる領域とを含む、回路モジュ
ール。
【請求項２】
　前記半導体チップの前記庇部は、前記半導体チップの前記表面と前記裏面のサイズ差の
略半分の長さを有する、請求項１に記載の回路モジュール。
【請求項３】
　前記ハンダバンプは金属ピラー上のハンダを含む、請求項１に記載の回路モジュール。
【請求項４】
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　前記回路基板は、有機基板上の銅配線を含む、請求項１に記載の回路モジュール。
【請求項５】
　前記低濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂は、５０～７０重量％のフィラー密度を有し、
前記高濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂は、８０～９５重量％のフィラー密度を有する、
請求項１に記載の回路モジュール。
【請求項６】
　回路モジュールの製造方法であって、
（ａ）複数のチップ領域を含む半導体基板を準備するステップであって、前記複数のチッ
プ領域の各々は表面に複数のハンダバンプを含むステップと、
（ｂ）前記複数のチップ領域の隣接するチップ領域の間の前記半導体基板に開口を設ける
ステップであって、前記開口は前記半導体基板を貫通しないステップと、
（ｃ）前記開口を充填し、かつ前記半導体基板の表面の複数のハンダバンプを覆う樹脂層
を形成するステップと、
（ｄ）前記樹脂層を形成した後の前記半導体基板を前記開口の略中心の位置において切断
するステップであって、当該切断により各々が前記チップ領域を含む複数の半導体チップ
を得るステップと、
（ｅ）前記半導体チップを回路基板に接合するステップであって、当該回路基板は表面に
複数の電極パッドが設けられ、前記半導体チップの前記複数のハンダバンプの各々を前記
複数の電極パッドの対応する１つに接合するステップと、を含む回路モジュールの製造方
法。
【請求項７】
　前記樹脂層を形成するステップ（ｃ）は、前記樹脂層の表面を平坦化するステップを含
む、請求項６の製造方法。
【請求項８】
　前記半導体チップを前記回路基板に接合するステップ（ｅ）は、前記半導体チップと前
記回路基板の接合部を加熱して、前記複数の電極パッドの各々にハンダ接合を形成するス
テップを含む、請求項６に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記切断するステップ（ｄ）において、前記開口の略中心の位置における切断により前
記半導体チップの裏面の外周に所定の厚さの庇部が形成され、
　前記加熱するステップにおいて、前記半導体チップの前記庇部の底面から前記半導体チ
ップの側壁に沿って前記回路基板の表面に至る前記樹脂からなるフィレットが形成される
、請求項８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記開口を含む前記半導体基板の表面に樹脂層を形成するステップ（ｃ）は、
　前記開口を含む前記半導体基板の表面に低濃度フィラーを含む樹脂層を形成するステッ
プと、
　前記低濃度フィラーを含む樹脂層の上に高濃度フィラーを含む樹脂層を形成するステッ
プを含む、請求項６に記載の製造方法。
【請求項１１】
　前記半導体チップの前記庇部は、前記半導体チップの前記表面と前記裏面のサイズ差の
略半分の長さを有する、請求項９に記載の製造方法。
【請求項１２】
　前記ハンダバンプは金属ピラー上のハンダを含む、請求項６に記載の製造方法。
【請求項１３】
　前記回路基板は、有機基板上の銅配線を含む、請求項６に記載の製造方法。
【請求項１４】
　前記低濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂は、５０～７０重量％のフィラー密度を有し、
前記高濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂は、８０～９５重量％のフィラー密度を有する、
請求項１０に記載の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路モジュール及びその製造方法に関し、より具体的には、基板と半導体チ
ップのハンダ接合部にアンダーフィルを有する回路モジュール及びその製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　半導体パッケージング技術において、バンプの微細化、および誘電体層のLow-K化によ
る配線層の脆弱化により、半導体チップと有機基板との間の信頼性の高い接続が困難とな
っている。その原因としては、Si（熱膨張係数（CTE）：～4ppm）と有機基板材料（銅配
線に合わせて調整しCTE＝17ppm程度としている）のCTE差による異なった温度変形により
大きな内部ストレスが発生することが挙げられる。このストレスにより、微細なBEOLやバ
ンプ接合が破壊されてしまうことがある。
【０００３】
　このために基板と半導体チップのバンプ接合部にアンダーフィルを注入・硬化して、構
造を強化することが行われている。その場合、予め接合面に樹脂を塗布した状態でバンプ
接続を実現する先塗布方式（「ノーフローアンダーフィル」方式とも呼ばれる）がある（
特許文献１など）。この方式は、プロセスの簡素化、狭ギャップ接合におけるプロセス時
間の短縮化、さらにはプロセス中の温度変動を低減することの出来る方式として注目を浴
びている。
【０００４】
　しかし、この従来の先塗布方式を用いた場合、半導体チップの角部に十分なアンダーフ
ィル樹脂量が供給されないためフィレットが形成出来ず、これを起因として接合部の破壊
に至ることが知られている。図１に従来の先塗布方式でアンダーフィルを形成した例を示
す。（ａ）は上面図であり、（ｂ）は側面図である。基板９０上に予め樹脂を塗布した半
導体チップ９１を接合した場合、半導体チップ９１の角部９３に樹脂量が十分に供給させ
ず、特に角部９３付近で適正なフィレット（アンダーフィル）９２が形成されない。これ
を防止するために、先塗布方式での接合後にさらに樹脂を角部に塗布するなどの方法も行
われているが、プロセス数の増加及びプロセスの複雑化は避けられない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－５３１０９号公報
【特許文献２】国際公開ＷＯ２０１１／１２９２７２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、ウェハーレベルでの新しい先塗布法を提案することによ
り、この従来の問題の解決を図ることである。すなわち、本発明の目的は、新しい先塗布
法により半導体チップの角部にも十分なアンダーフィル樹脂量が供給可能な回路モジュー
ル（半導体装置）を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様では、回路モジュールが提供される。その回路モジュールは、（ａ）表
面に複数の電極パッドが設けられた回路基板と、（ｂ）回路基板上に配置された半導体チ
ップであって、表面及び裏面を有し、当該裏面に設けられた複数のハンダバンプの各々が
複数の電極パッドの対応する１つにハンダ接合する、半導体チップと、（ｃ）回路基板の
表面と半導体チップの裏面との間に設けられたアンダーフィルとを備える。さらに、半導
体チップは、その表面の外周に所定の厚さの庇部を備え、アンダーフィルは、その庇部の
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底面から半導体チップの側壁に沿って回路基板の表面に至るフィレットを形成している。
【０００８】
　本発明の一態様によれば、半導体チップが、その表面の外周に所定の厚さの庇部を備え
ることにより、アンダーフィルが、その庇部の底面から半導体チップの側壁に沿って回路
基板の表面に至るフィレットを形成することができる。その結果、半導体チップの角部に
も十分なアンダーフィル樹脂量が供給された回路モジュールを提供することができる。
【０００９】
　本発明の一態様では、アンダーフィルは、低濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂からなる
領域と、当該領域上の高濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂からなる領域とを含む。
【００１０】
　本発明の一態様によれば、アンダーフィルとして低濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂と
高濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂を積層することにより、半導体チップの角部における
ストレスの低減効果をより高めることができる。
【００１１】
　本発明の一態様では、回路モジュールの製造方法が提供される。その製造方法は、
（ａ）複数のチップ領域を含む半導体基板を準備するステップであって、複数のチップ領
域の各々は表面に複数のハンダバンプを含むステップと、
（ｂ）複数のチップ領域の隣接するチップ領域の間の半導体基板に開口を設けるステップ
であって、その開口は半導体基板を貫通しないステップと、
（ｃ）開口を含む半導体基板の表面に樹脂層を形成するステップと、
（ｄ）樹脂層を形成した後の半導体基板を開口の略中心の位置において切断するステップ
であって、当該切断により各々がチップ領域を含む複数の半導体チップを得るステップと
、
（ｅ）半導体チップを回路基板に接合するステップであって、当該回路基板は表面に複数
の電極パッドが設けられ、半導体チップの複数のハンダバンプの各々を複数の電極パッド
の対応する１つに接合するステップと、を含む。
【００１２】
　本発明の一態様によれば、切断するステップ（ｄ）での開口の略中心の位置における切
断により、半導体チップの裏面の外周に所定の厚さの庇部が形成される。その後の加熱す
るステップ（ｅ）において、半導体チップの庇部の底面から半導体チップの側壁に沿って
回路基板の表面に至る樹脂からなるフィレットが形成される。その結果、半導体チップの
角部にも十分なアンダーフィル樹脂量が供給された回路モジュールを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】従来の先塗布方式でのフィレット形状を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態の回路モジュールを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態の方法のフローを示す図である。
【図４】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【図５】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【図６】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【図７】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【図８】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【図９】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【図１０】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【図１１】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【図１２】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【図１３】本発明の方法の一実施形態の工程の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。図２は、本発明の一実施形態の回
路モジュールを示す図である。（ａ）は回路モジュール１００の断面図であり、（ｂ）は
その上面図の一部である。図２では、回路基板１０に１つの半導体チップ１１が搭載され
ている例である。なお、回路基板１０上に２以上の同一またはサイズ等が異なる半導体チ
ップが搭載される場合においても本発明の回路モジュール１００の構成が同様に適用可能
であることは言うまでもない。また、本発明の回路モジュール１００は、少なくとも１つ
の半導体チップを含む半導体装置と同様な意味で用いる。
【００１５】
　回路基板１０は、有機材料からなる有機基板、Ｓｉ等の半導体基板、あるいはセラミッ
クス等の絶縁基板等の任意の基板を用いることができる。回路基板１０の少なくとも表層
部には、電気回路、配線等が分離用の誘電体材料（層）と共に形成されている。回路基板
１０の表面に配線を介して電気回路に接続する複数の電極パッド１２が設けられている。
電極パッド１２の数は、接合される半導体チップの電極数（バンプ数）に等しくなるよう
に設定される。電極パッド１２は、例えば、Ｃｕ、Ｎｉ等の金属材料を少なくとも１つ以
上含む任意の導電性材料からなる。
【００１６】
　半導体チップ１１は、例えばＳｉ等の半導体材料からなる。半導体チップ１１の下面に
は、複数の電極部１３が形成されている。複数の電極部１３は、平面上では格子（アレイ
）状に配置されている。複数の電極部１３は、例えば半導体チップ１１の下面側の表層部
において多層化された配線層に接続する。その配線層は誘電体層により相互に分離されて
いる。誘電体層は、例えば低誘電率（Low-k）を有する誘電材料を含むことができる。ま
た、配線層はＣｕ等の金属材料あるいは他の導電材料を含むことができる。
【００１７】
　各電極部１３は、例えばＣｕ、Ｎｉ等の金属を含む金属ピラー（ポスト）からなる。金
属ポスト１３はハンダ１４を介して対応する電極パッド１２に電気的接合（ハンダ接合）
されている。半導体チップ１１は、その上面の外周に符号２４で指示される庇部（突起部
）を備えている。庇部２４は、所定の長さｄ１と厚さｔ１を有する。本発明の回路モジュ
ール１００では、半導体チップ１１がこの庇部２４を備えることが構造上の１つの特徴で
ある。
【００１８】
　回路基板１０と半導体チップ１１の接合部にはアンダーフィル１５が充填されている。
アンダーフィル１５は、図２（ａ）に示すように、回路基板１０の表面と半導体チップ１
１の下面の間に充填され、また、庇部２４の底面から半導体チップ１１の側壁に沿って回
路基板１０の表面に至るフィレット１５Ａを形成している。半導体チップ１１が庇部２４
を備えることにより、図２（ｂ）に示す半導体チップ１１の周辺部、特に４つの角部Ａに
おいてもアンダーフィル１５の樹脂量が十分に確保され、フィレット１５Ａが確実に形成
されている。
【００１９】
　アンダーフィル１５は、均一なフィラー濃度を有する任意の熱硬化性の樹脂材料、ある
いは異なるフィラー濃度を有する２以上の熱硬化性の樹脂材料を用いることができる。例
えば、アンダーフィル１５を２層（領域）構造とした場合、回路基板１０の表面に近い層
（領域）に低濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂層を形成し、その上に高低濃度フィラーを
含む熱硬化性樹脂層を設けることができる。ここで、低濃度フィラーとは、例えば５０～
７０重量％のフィラー密度を有すること意味し、高低濃度フィラーとは例えば８０～９５
重量％のフィラー密度を有することを意味する。フィラーは、例えば酸化シリコン、酸化
アルミニウム等の材料を含み、その粒径は例えば数μｍから数十μｍ程度である。
【００２０】
　このように、アンダーフィルのフィレット１５Ａを異なるフィラー濃度を有する層構造
とすることにより、半導体チップ１１の周辺部、特に角部Ａにおけるストレス（応力）を
低減させることができる。下記の表１にこのストレス低減効果を示す。表中の状態１～４
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は、下記に示す半導体チップ１１の側面でのアンダーフィル１５Ｂ及びフィレット１５Ａ
の状態を意味する。また、表中の弾性ひずみエネルギー密度の最高値（pJ）が小さい程ス
トレスが低いことを意味する。
 
　　状態１：アンダーフィル１５Ｂ及びフィレット１５Ａ無し
　　状態２：アンダーフィル１５Ｂ有り、フィレット１５Ａ無し
　　状態３：アンダーフィル１５Ｂ及びフィレット１５Ａ有り
　　状態４：２濃度（２層）のアンダーフィル１５Ｂ及びフィレット１５Ａ有り
 
【００２１】
【数１】

【００２２】
　表１の状態２～４に示されるように、本発明の図２の実施形態により、半導体チップ１
１の角部Ａを含む側面にアンダーフィル１５Ｂ及びフィレット１５Ａを形成することがで
きれば、回路モジュールのハンダ接合でのストレスを低減できることが分かる。特に、状
態４のように、２濃度（２層）のアンダーフィル１５Ｂ及びフィレット１５Ａが形成され
ると、その低減効果はさらに大きくなることが分かる。
【００２３】
　　次に、図３～図１３を参照しながら本発明の回路モジュールの製造方法の一実施形態
について説明する。図３は、本発明の一実施形態の方法のフローを示す図である。図４～
図１３は、本発明の方法の一実施形態の各工程の断面図である。最初に、図３のステップ
Ｓ１１において、半導体基板を準備する。図４に示すように、半導体基板１６は、複数の
チップ領域ＣＡを含む。ここで言うチップ領域ＣＡは、後のダイシング工程により分離さ
れた後に、１つの集積回路（ＩＣ）として機能する領域を意味する。
【００２４】
　図４では、２つのチップ領域ＣＡのみを示しているが、半導体基板１６において複数の
チップ領域ＣＡが格子状に設けられている。半導体基板１６は、例えばＳｉ等の半導体材
料からなるウェハが該当する。図４に示すように、半導体基板１６の複数のチップ領域Ｃ
Ａの各々は表面に複数のハンダバンプ１３、１４を含む。ハンダバンプは、金属ピラー（
ポスト）１３とその上のハンダ層１４からなる。金属ピラー（ポスト）１３は、例えばＣ
ｕからなる。ハンダ層１４は、例えば、Ｓｎ単体、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｂｉ、Ｉｎ
、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｇｅ、Ｆｅ、及びＴｉを含むグループの中から選択された少なくとも１つ
の金属を含有するＳｎ、またはＩｎを主成分とするＰｂフリーハンダ金属からなる。
【００２５】
　図３のステップＳ１１において、準備された半導体基板１６は、図５に示すように、支
持基板１７に接着層１８を用いて接合される。支持基板１７は、例えば石英ガラスからな
る。接着層１８は、例えば紫外線で脱着可能な材料（樹脂）からなるテープを用いる。な
お、支持基板１７と接着層１８は、これらに限定されず、後からの光や熱を用いて半導体
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基板１６を脱着可能なであれば任意の材料、その組み合わせを選択することができる。
【００２６】
　図３のステップＳ１２において、半導体基板に開口を形成する。図６に示すように、支
持基板１７上に固定された半導体基板１６の２つのチップ領域ＣＡの間の開口１９を形成
する。開口１９は、例えば比較的幅広の刃を用いてダイシング装置により形成する。その
刃のサイズは例えば約１００μｍ程度である。開口１９は半導体基板１６を貫通せず、そ
の底部に所定の厚さｔ１の部分が残される。この所定の厚さｔ１が上述した図２の半導体
チップ１１の庇部２４の厚さｔ１となる。
【００２７】
　図３のステップＳ１２において、半導体基板上にアンダーフィルとなる樹脂層を形成す
る。すなわち、いわゆるアンダーフィル樹脂の先塗布を行う。図７に示すように、開口１
９内を含む半導体基板１６上に樹脂層２０を形成する。その形成は、例えば従来からある
塗布技術（スピンコーティング等）と印刷技術を用いて、樹脂を塗布後にその表面をスク
イージ（squeegee）で平坦化することにより行われる。樹脂層２０は、例えばエポキシ樹
脂等の熱硬化性の樹脂材料からなる。
【００２８】
　ステップＳ１２において、さらに図８に示すように、樹脂層２０の上に第２の樹脂層２
１を形成することもできる。この第２の樹脂層２１の形成は選択的に追加工程として行わ
れる。この第２の樹脂層２１の形成は、上述した図２のアンダーフィル１５を２層（領域
）構造とする場合に行われる。その場合、第２の樹脂層２１は低濃度フィラーを含む熱硬
化性樹脂材料からなり、樹脂層２０は高低濃度フィラーを含む熱硬化性樹脂材料からなる
。なお、フィラー濃度及びその材料については、既に図２の説明において記載した通りで
ある。
【００２９】
　図３のステップＳ１４において、半導体基板１６を切断する。なお、このステップＳ１
４（図９）以降については、図７の１つの樹脂層２０のみを形成した場合を例にとり説明
する。図８の２層の樹脂層２０、２１を形成した場合も同様な工程で行うことができる。
半導体基板１６の切断の前準備として、最初に半導体基板１６を支持基板１７及び接着層
１８から分離する。支持基板１７及び接着層１８として、石英ガラス及び紫外線で脱着可
能な材料（樹脂）を用いた場合は、図９に示すように、石英ガラス１７側から紫外線（Ｕ
Ｖ）を照射して接着層１８を半導体基板１６から脱着させることにより、半導体基板１６
を分離する。
【００３０】
　次に、図１０に示すように、分離した半導体基板１６を樹脂層２０の側からダイシング
用テープ２２に張り付ける。ダイシング用テープ２２は、Ｓｉウェハ等のダイシングに用
いられる従来からあるテープを用いることができる。図９及び図１０の事前準備を行った
後に、図１１に示すように、半導体基板１６を切断する。その切断は、樹脂２０が充填さ
れている部分（開口１９）の略中心の位置に開口２３を形成するようにして行う。
【００３１】
　開口２３は、例えば比較的幅狭の刃を用いてダイシング装置により形成する。その刃の
サイズは例えば約５０μｍ程度である。この切断により、個々にチップ領域ＣＡを含む複
数の半導体チップ１１を得ることができる。図１１では、２つの半導体チップ１１の各々
の半分の断面しか示されていないが、図２の半導体チップ１１と同様に四隅のある４角形
の半導体チップを得ることができる。また、得られる半導体チップ１１には、同時に庇部
２４が形成される。その庇部２４の長さｄ１（図２）は、図６の開口１９の幅ｄａと図１
１の開口２３の幅ｄｂにより規定される。すなわち、庇部２４の長さｄ１は、次式の
 
　　　ｄ１＝（ｄａ－ｄｂ）／２
 
により得ることができる。
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　図３のステップＳ１５において、回路基板を準備する。図１２を参照して、回路基板１
０は、表面に複数の電極パッド１２を有する。複数の電極パッド１２の各々は、半導体チ
ップ１１の複数のハンダバンプ１３、１４の各々と位置合わせできるように形成される。
回路基板１２は、例えば、印刷回路基板や多層配線基板等の任意の回路基板を用いること
ができる。
【００３３】
　次に、図３のステップＳ１６において、回路基板１０と半導体チップ１１がハンダ接合
される。その接合は、図１２及び図１３に示すように、半導体チップ１１の複数のハンダ
バンプ１３、１４の各々が、回路基板１２の表面上の複数の電極パッド１２の各々と位置
合わせされて接合される。そのハンダ接合は、ハンダ１４が溶融する温度で加熱されて行
われる。同時に、アンダーフィル１５の樹脂がその加熱温度で溶融流動化した後、重合固
化されて、図１３に示すように、アンダーフィル１５が回路基板１０の表面と半導体チッ
プ１１の下面の間に充填され、また、庇部２４の底面から半導体チップ１１の側壁に沿っ
て回路基板１０の表面に至るフィレット１５Ａが形成される。その結果、上述した図２の
回路モジュール１００を得ることができる。
【００３４】
　以上のように、本発明の一実施形態の製法により得られる回路モジュールにおいては、
従来のウェハーレベルでの先塗布法を用いた製法では困難であった、半導体チップ外周部
での均一なフィラー作製が可能となる。そして、本発明の回路モジュールでは、上述した
表１で示されるように、ストレス緩和効果を向上させることが可能となる。特に、ストレ
スが集中する半導体チップの角部におけるストレス低減を図ることができる。
【００３５】
　本発明の実施形態について、図を参照しながら説明をした。しかし、本発明はこれらの
実施形態に限られるものではない。本発明はその趣旨を逸脱しない範囲で当業者の知識に
基づき種々なる改良、修正、変形を加えた態様で実施できるものである。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　回路基板
　１１　半導体チップ
　１２　電極パッド
　１３　金属ピラー（ポスト）
　１４　ハンダ層
　１５、１５Ｂ　アンダーフィル
　１５Ａ　フィレット
　１６　半導体基板
　１７　支持基板（石英ガラス）
　１８　接着層（紫外線で脱着可能な樹脂テープ）
　１９、２３　開口
　２０、２１　アンダーフィル用樹脂
　２２　ダイシング用テープ
　２４　庇部（突起部）
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】
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