
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　

　

　ことを特徴とする電子デバイス。
【請求項２】
　

　

【請求項３】
　 基板は半導体基板であることを特徴とする請求項 記載の電子デバイス。
【請求項４】
　前記外部端子 には、

が形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電子デバ
イス。
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基板の一面に形成された外部端子と、
前記基板の一面に形成され、前記外部端子の一部が露出するように前記外部端子を覆う

封止絶縁膜とを有し、
前記封止絶縁膜は熱可塑性であって、前記封止絶縁膜のガラス転移温度が前記外部端子

の融点温度よりも低い

前記基板と前記外部端子との間には、前記外部端子と接続される配線パターンが形成さ
れ、

前記配線パターンの表面のうち、前記配線パターンと前記外部端子との接続面を除いた
面が、絶縁性の非熱可塑性樹脂により覆われることを特徴とする請求項１に記載の電子デ
バイス。

前記 １又は２に

の先端表面 前記外部端子の融点温度と同じ融点温度を有する導電性
皮膜



【請求項５】
　前記外部端子と前記 との間には、下地金属膜が形成されていることを特徴と
する に記載の電子デバイス。
【請求項６】
　

【請求項７】
　

、第２の外部端子を有する

　

　前記第１及び第２のデバイスを加熱して

　 前記第
１の外部端子と前記第２の外部端子とを接合するとともに、前記封止絶縁膜の流動によっ
て前記封止絶縁膜により前記第１の外部端子と前記第２の外部端子を覆う工程と、
　前記第１及び第２の より低い温度まで冷却
する工程と
　を有することを特徴とする 接続方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子デバイス、電子デバイス封止方法及び電子デバイス接続方法に関し、より
詳しくは、外部端子を有する半導体装置、配線基板等の電子デバイス、電子デバイス封止
方法及び電子デバイス接続方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置の小型化、高機能化、高集積化に伴って、その入出力端子の数も増える傾向に
ある。しかも、半導体装置においては、半導体デバイスチップを覆うパッケージの小型化
の要求もある。そのような状況の下で、半導体装置の高密度実装に適した半導体パッケー
ジの技術開発がなされている。
【０００３】
半導体装置では外部端子の配置の余裕や実装負担の軽減を考慮して、外部端子を一面に実
装する構造が開発され、ＢＧＡ (Ball Grid Array) 、ＬＧＡ (Land Grid Array) 、ＰＧＡ
(Pin Grid Array)など、種々のタイプがある。
【０００４】
そのような半導体装置の外部端子は、はんだ（半田）を介して基板上の配線又は端子に接
続される。
【０００５】
例えば、図１ (a) に示すように、外部端子として半田１０１が接合された最上の配線パタ
ーン１０２を有する半導体装置１０３と、最上面に端子１０４を有するマザーボード１０
５とを用意し、半導体装置１０３上の半田１０１上とマザーボード１０５上の端子１０４
を重ねた後に、図１ (b) に示すように半田１０１を加熱溶融して端子１０４と配線パター
ン１０２を接合する。これにより、半導体装置１０３とマザーボード１０５は電気的に且
つ機械的に接続される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図１ (b) に示したように、半田１０１を介して半導体装置１０３とマザーボー
ド１０５を接続した場合には、半田１０１が外部に露出した状態になるので、半田の材料
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導電性皮膜
請求項４

前記外部端子の表面のうち、前記外部端子の前記配線パターンとの接続面を除く全面が
、前記下地金属膜により覆われることを特徴とする請求項５に記載の電子デバイス。

第１の外部端子と、前記第１の外部端子の一部が露出するように前記第１の外部端子を
覆う封止絶縁膜とが基板上に形成された第１のデバイスと 第２
のデバイスとを接続するデバイス接続方法において、

前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを、前記第１の外部端子と前記第２の外部
端子とが対向するように重ねる工程と、

、熱可塑性を有する前記封止絶縁膜のガラス転
移温度まで上昇させる工程と、

前記ガラス転移温度よりも高い前記第１の外部端子の融点温度以上に加熱して、

デバイスを前記封止絶縁膜のガラス転移温度

デバイス



や外部端子の材料の如何によっては外気中のガスと反応して劣化するおそれがある。
【０００７】
また、半導体回路装置がチップサイズまでに小型化された場合には、熱ストレスを緩和す
る能力が従来に比べて低くなり、応力が外部端子の実装部分に集中する傾向がある。従っ
て、応力が集中する外部端子の接合部分では凝集破壊が発生するおそれがある。また、外
部端子がピンの場合には、応力集中によって外部端子が変形したり折れるおそれがある。
【０００８】
本発明の目的は、接合された端子同士、又は、接合された配線・端子の劣化を防止するこ
とができる電子デバイス、電子デバイス封止方法及び電子デバイス接続方法を提供するこ
とにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記した課題は、

ことを特徴とする電子デバイスによって解決される。
【００１０】
本発明によれば、ピン状、ボール状、平面状の外部端子の周囲に第１加熱温度により溶融
して流動性を有する封止絶縁膜を形成し、第１加熱温度よりも高い第２加熱温度によって
外部端子を他の電子デバイスに接続するようにしている。
【００１１】
従って、外部端子を他の電子デバイスに接続する際に、封止絶縁膜（樹脂膜）は流動性を
有することになり、その自重によって流れて外部端子を覆うようになる。そして、外部端
子の接続を終えて電子デバイスが冷却された後には、封止樹脂は硬化し、外部端子の機械
的強度が封止樹脂によって補強されるので、外部端子に外部からかかる応力は緩和されて
変形し難くなり、さらに、外部ガスとの反応が封止絶縁膜により遮られ、外部端子の劣化
が防止される。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
（第１の実施の形態）
図２ (a) ～ (c) は、本発明の第１実施形態に係るＰＧＡ型半導体装置の外部端子被覆工程
を示す断面図、図３ (a),(b) 及び図４ (a),(b) は、その外部端子とマザーボード上の端子
との接合工程を示す断面図である。また、図５は、半導体装置の再配置配線を示す平面図
である。
【００１３】
まず、図２ (a) に示すように、シリコン等の半導体基板に形成された半導体回路装置（基
板）１を用意する。その半導体回路装置１の一面には、 SiO2からなる無機絶縁膜２と、ポ
リイミド、ベンゾシクロブテンなどの有機材料よりなる下地カバー膜３が順に形成されて
いる。
【００１４】
無機絶縁膜２と下地カバー膜３の上には、図５に示すように、半導体回路装置１の一面側
に形成された導電性パッド（端子）４を露出するための開口５が形成され形成されている
。また、下地カバー膜３の上には、金、銅等の金属よりなる再配置配線パターン６が導電
性パッド５から中央領域に引き出されて形成され、その再配置配線パターン６上には、金
、銅又はパラジウム等よりなる高さ２００～２５０μｍ、直径約５０μｍのピン状外部端
子７が接続されている。
【００１５】
ピン状外部端子７の形成方法としては、金属ワイヤを再配置配線パターン６の表面にボン
ディングした後に金ワイヤを垂直に立てた状態で切断する方法や、金属針を再配置配線パ
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基板の一面に形成された外部端子と、前記基板の一面に形成され、前
記外部端子の一部が露出するように前記外部端子を覆う封止絶縁膜とを有し、前記封止絶
縁膜は熱可塑性であって、前記封止絶縁膜のガラス転移温度が前記外部端子の融点温度よ
りも低い



ターン６上に半田接続する方法などがある。
【００１６】
次に、図２ (b) に示すように、外部端子７の上端部を除いて、外部端子７上と下地カバー
膜３上と再配置配線パターン６上に封止樹脂膜（絶縁膜）９を形成する。封止樹脂膜９は
、下地カバー膜３の上に回転塗布した後に、熱により固化される。その回転塗布は、例え
ば塗布用回転数を４段階以上で変化させることによって外部端子７の先端を露出した状態
になるように調整される。
【００１７】
封止樹脂膜９は、第１に、熱可塑性であってガラス転移温度以上の温度で流動性をもって
自重により流動する性質を有すること、第２に、ガラス転移温度が外部端子接続に使用さ
れる導電性接着剤（例えば半田）の融点よりも低いこと、第３は、ガラス転移温度以下に
冷却した後に固化して十分な機械強度をもつ、という３つの条件を持つ樹脂材料から選択
される。
【００１８】
封止樹脂膜９は、例えばガラス転移温度以上で粘度が４０００ｍＰａ・ｓより小さくなり
、又は、ガラス転移以上の温度で粘度が２０００Ｐａ・ｓ以下になることが好ましい。そ
の封止樹脂膜９を構成する材料は、例えばガラス転移温度よりも低い温度において１Ｍｐ
ａ以下の弾性率を有する。
【００１９】
そのような樹脂材料として、例えば、ガラス転移温度が１５０℃程度のテクノアルファ製
の商品名ＤＭ４０３０ＬＤ、住友ベークライト製の商品名ＣＲＰ－Ｘ４３２３がある。
【００２０】
その後に、図２ (c) に示すように、封止樹脂膜９から露出したピン状外部端子７の先端の
表面に、半田又は導電ペーストなどの導電性皮膜１０を形成する。その導電性皮膜１０は
、ピン状外部端子７の一部である。
【００２１】
これにより、封止樹脂膜９によるピン状外部端子７及び再配置配線パターン６の被覆工程
と、導電性皮膜１０によるピン状外部端子７先端の被覆工程が終了する。
【００２２】
次に、その半導体回路装置１のピン状外部端子７を、以下に述べる工程に従って他の電子
デバイス、例えばマザーボード１１上の端子１２に接続する。
【００２３】
まず、図３ (a) に示すように、接着性樹脂膜１３が接着された端子１２を有するマザーボ
ード１１を用意する。その接着性樹脂膜１３は、ガラス転移温度よりも高くて導電性被膜
１０の融点と同じかそれ以下の融点を持つ材料、例えば半田ペースト、導電性ペースト又
は導電性樹脂などの導電材料から構成される。
【００２４】
そして、図３ (b) に示すように、ピン状外部端子７先端を端子１２上に乗せるようにして
半導体回路装置１とマザーボード１１を重ねる。その状態で、半導体回路装置１とマザー
ボード１１を加熱装置（不図示）内に置く。
【００２５】
続いて、導電性皮膜１０と接着性樹脂１３の加熱を開始し、その加熱温度を室温からガラ
ス転移温度を通過点として徐々に上昇させる。封止樹脂膜９はガラス転移温度に達すると
流動性を持つようになり、図４ (a) に示すように導電性皮膜１０の側面に流れ出す。
【００２６】
さらに、加熱温度を上昇させて導電性皮膜１０がその融点より高くなると、図４ (b) に示
すように、導電性皮膜１０と接着性樹脂層１３はともに溶融して互いに接合するとともに
、封止樹脂膜９はさらに自重で流下してマザーボード１１の表面にまで到達する。これに
より、半導体回路装置１のピン状外部端子７とマザーボード１の端子１２は電気的及び機
械的に接続される。
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【００２７】
その後に、加熱温度を室温まで徐々に下げてゆくと、その温度低下の過程において、導電
性皮膜１０と接着性樹脂層１３はその融点より下がった時点で硬化し、さらにさらにガラ
ス転移温度より低い温度で封止樹脂膜９が硬化する。
【００２８】
これにより、半導体回路装置１のマザーボード１１への取り付け工程が終了する。
【００２９】
本実施形態によれば、冷却後の封止樹脂膜９は十分な機械強度を有している。従って、半
導体回路１がマザーボード１１に取り付けられた状態において、外気の温度変化などによ
って生じる半導体回路装置１とマザーボード１１の応力がピン状外部端子７に集中しても
、封止樹脂膜９で覆われたピン状外部端子７は変形し難くなる。しかも、ピン状外部端子
７は、封止樹脂膜９によって外気から隔離されているので、外気に存在するガスとの反応
が防止される。
【００３０】
これに対して、上記したような封止樹脂膜によりピン状外部端子７が覆わていない従来の
構造によれば、半導体回路装置１とマザーボード１１の応力がピン状外部端子７に集中し
たときにはピン状外部端子７が変形する可能性が大きい。
【００３１】
ところで、再配置配線パターン６を被覆する絶縁層構造として、図６、図７又は図８に示
すような構造を採用してもよい。
【００３２】
図６ (a) に示す半導体回路装置１は、封止樹脂膜９から突出したピン状外部端子７の先端
を下地金属層８で覆い、その上に半田又は導電性ペーストのような導電性皮膜１０を形成
した構造を有している。その下地金属層８は、導電性被膜１０とピン状外部端子７との密
着性を向上するために形成される。例えば図６ (b) に示すように、ニッケル燐 (NiP）層８
ａ、燐リッチ NiP 層８ｂ、 NiSn層８ｃ、錫リッチ Sn合金層８ｄの多層構造を有している。
【００３３】
下地金属層８は、例えば、ニッケル隣 (NiP）層、パラジウム（ Pd）層、金（ Au）層からな
る多層金属層（不図示）を無電解メッキ法によりピン状外部端子７先端に形成し、その後
の錫鉛 (SnPb)半田接合のための加熱により多層金属層内の元素の移動させることによって
形成される。
【００３４】
図７と図８に示す半導体回路装置１は、封止樹脂膜９と下地カバー膜３の間に配線保護膜
１４，１５を形成した構造を有している。
【００３５】
図７に示す配線保護膜１４は、ピン状外部端子７を再配置配線パターン６に接続した後に
形成される構造であり、非熱可塑性絶縁材料、例えばポリイミド、ベンゾシクロブテンな
どの有機材料から構成された膜であり、ピン状外部端子７と再配置配線パターン６の接合
部分を除いて再配置配線パターン６と下地カバー膜３を覆うように形成されている。
【００３６】
一方、図８に示す配線保護膜１５は、非熱可塑性材料、例えばポリイミド、ベンゾシクロ
ブテンなどの有機材料から構成された膜であり、再配置配線パターン６と下地カバー膜３
の上に形成された後にピン状外部端子７と再配置配線パターン６の接続部に開口１５ａが
形成された構造を有している。そして、ピン状外部端子７は、開口部１５ａを通して再配
置配線パターン７に接続される。
【００３７】
それらのような配線保護膜１４，１５は、導電性被膜１０の融点で流れにくい絶縁膜であ
るので、図４ (b) に示したように、加熱により封止樹脂膜９が流れて再配置配線パターン
６上で薄くなっても、再配置配線パターン６を十分に被覆することができる。
【００３８】
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なお、図６～図８のいずれの半導体回路装置１の外部端子７は図３、図４の工程に従って
封止樹脂膜９により保護されながら別の電子デバイスに接続される。
【００３９】
ところで、ピン状外部端子７をより簡易的に他の電子デバイスの端子に接合する方法とし
て、例えば、導電性皮膜１０をピン状外部端子７の先端に形成せずに、実装直前にワニス
状のレジンをピン状外部端子７の先端に塗布し、その後、加熱により実装・接合すれば、
封止樹脂膜９は流動して接合部分を被覆することが可能になる。この場合、封止樹脂膜９
として例えばデクスター製のフラックスフィル（ｃｎｂ－８３７－４４）などのように、
フラックス作用のある樹脂材であれば広く使用できる。
（第２の実施の形態）
第１実施形態の図６ (a) では、半導体回路装置１のピン状外部端子７の先端にのみ下地金
属層８を形成したが、再配置配線パターン６上のピン状外部端子７全体を金属層で覆って
もよい。
【００４０】
まず、図２ (a) に示したように再配置配線パターン６上にピン状外部端子７を接合した後
に、図９ (a) に示すように、無電解メッキ法によりピン状外部端子７の露出面と再配置配
線パターン６の露出面に下地金属層８を形成する。その下地金属層８Ｘは、例えばニッケ
ル隣 (NiP）層、パラジウム（ Pd）層、金（ Au）層を無電解メッキ法により順に形成した多
層構造を有している。
【００４１】
次に、図９ (b) に示すように、下地カバー膜３上に封止樹脂層９を形成する。その封止樹
脂層９は、ピン状外部端子７の先端部以外を埋め込み、また、第１実施形態で示したと同
じ材料から構成され、ガラス転移温度以上で流動する材料から構成される。
【００４２】
続いて、図９ (c) に示すように、封止樹脂膜９から露出した下地金属膜８Ｘに半田を加熱
して接合すると、その熱によってピン状外部端子７先端では層構造が変化して別の下地金
属膜８となる。その下地金属層８の層構造は、図６ (b) に示したと同様なピン状外部端子
７の表面から順に NiP 層８ａ、燐リッチ  NiP層、 NiSn層、錫リッチ Sn合金層の多層構造に
変化する。
【００４３】
この後に、図３、図４の工程に従って、半導体回路装置１のピン状外部端子７を導電性皮
膜１０及び下地絶縁膜９を介して他の電子デバイス、例えばマザーボード１１の端子１２
に接続する。
【００４４】
以上のような構造の半導体回路装置１においては、導電性皮膜１０とピン状外部端子７の
接合劣化を防止するため形成される下地金属層８の前代構造の下地金属層８Ｘを、ピン状
外部端子７の先端から下端の再配置配線パターン６までを覆うように形成した。これによ
りピン状外部端子７と再配置配線パターン６の接合部分では、封止樹脂膜９で覆われる前
の状態で外部からの汚染による劣化が防止される。
【００４５】
また、ピン状外部端子７は接合部分を除いて下地金属膜８，８ｘと封止樹脂膜９の双方に
より覆われているので、外部応力によるピン状外部端子７の変形が第１実施形態よりもさ
らに生じにくくなる。しかも、層構造が変化してない下地金属膜８Ｘは封止樹脂膜９によ
り外気より遮断されているので周辺のガスに対する反応が防止される。
（第３実施形態）
第１及び第２実施形態に示したピン状外部端子７の先端は封止樹脂膜９の塗布の調整によ
って露出するようにしたが、これに限定されるものではなく、以下に、他のピン状外部端
子７の露出方法の例を説明する。
【００４６】
この実施形態では、再配置配線パターン６を介してピン状外部端子７と導電性パッド４を
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電気的に接続する構造ではなく、図１０ (a) に示すように、ピン状外部端子７を導電性パ
ッド４に直に接続した構造を採用した半導体回路装置を用意する。さらに、ピン状外部端
子７を完全に覆うように封止樹脂膜９を下地カバー膜３の上に塗布し、その後に封止樹脂
膜９を半硬化させる。
【００４７】
続いて、図１０ (b) に示すように、ピン状外部端子７の先端上の封止樹脂膜９を容器１７
内の有機溶剤液１６に漬けて除去し、これにより図１１ (a) に示すようにピン状外部端子
７の先端を露出させる。その有機溶剤液１６は、封止樹脂膜９を構成する樹脂材の主溶剤
である。
【００４８】
その後に、残った封止樹脂膜９を硬化し、さらに封止樹脂膜９とピン状外部端子７の先端
を洗浄する。
【００４９】
その後に、図１１ (b) に示すように、ピン状外部端子７の先端に半田又は導電性ペースト
などの導電性皮膜１０を形成する。
【００５０】
以上により、封止樹脂膜９からピン状外部端子７の先端だけを露出させてその先端面に導
電性皮膜１０を形成する工程が終了し、その後に、図３、図４に示した工程に従ってピン
状外部端子７の先端を他の電子デバイスに接続する。
【００５１】
ところで、ピン状外部端子７の先端を封止樹脂膜９から露出する方法としては次のような
工程を採用してもよい。
【００５２】
まず、図１０ (a) に示すような構造にした後に、図１２ (a) に示すように、ピン状接続端
子７の先端上の封止樹脂膜９を O2又は CF4  、又は酸素含有ガス等のプラズマ１８に曝して
除去する。この場合、ピン状接続端子７の先端にプラズマ１８を供給するための開口１９
ａを有する絶縁性又は金属性のプレート１９を半導体回路装置１とプラズマ１８の間に介
在させて、ピン状接続端子７先端以外の封止樹脂膜９をプラズマから遮る。
【００５３】
これにより、図１２ (b) に示すように、ピン状接続端子７のうち先端表面の封止樹脂膜９
だけが除去されてその先端を選択的に露出させる。その後に、図１１ (b) と同様にピン状
接続端子７の先端に導電性皮膜１０を形成する。
【００５４】
さらに、図３、図４に示した工程に従ってピン状外部端子７を導電性皮膜１０を介して他
の電子デバイスに接続する。
（第４の実施の形態）
本実施形態では、ＢＧＡ型外部端子構造の半導体回路装置とその他の電子デバイスの接合
について説明する。
【００５５】
まず、図１３ (a) に示した半導体回路装置１は、図５に示したような再配置配線パターン
６の上に、ボール状外部端子２０として半田ボールを接合している。また、再配置配線パ
ターン６は、ボール状外部端子２０との接続部分を除いて、下地カバー膜３上に形成され
る封止樹脂膜９によって覆われている。その封止樹脂膜９の材料は第１実施形態に記載し
たと同じ材料を採用する。
【００５６】
それから、図１３ (b) に示すように、その半導体回路装置１のボール状外部端子９を、第
１実施形態で説明した電子デバイスであるマザーボード１１の端子１２の上に接着性導電
樹脂１３ａを介して乗せる。そして、半導体回路装置１とマザーボード１１を加熱雰囲気
に置き、図１５に示した温度プロファイルに従って加熱する。
【００５７】
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まず、マザーボード１１と半導体回路装置１の加熱温度を室温から徐々に上げていって、
ガラス転移温度Ｔ g を通過点としてボール状外部端子２０の融点となるまで上昇させる。
これにより、図１４ (a) に示すように、封止樹脂膜９は流動性を持つようになり、徐々に
ボール状外部端子２０の表面に流れ出す。
【００５８】
さらに、加熱温度をボール状外部端子２０の融点より高く上昇させると、図１４ (b) に示
すように、ボール状外部端子２０と導電性樹脂層１３ａはともに溶融して互いに接合する
とともに、封止樹脂膜９はさらに自重で流れてマザーボード１１の表面にまで到達する。
これにより、半導体回路装置１のボール状外部端子７とマザーボード１１の端子１２が接
続される。
【００５９】
その後に、加熱温度を室温まで徐々に下げてゆくと、その温度低下の過程において、ボー
ル状外部端子２０はその融点より下がった時点で硬化し、さらにガラス転移温度より低い
温度で封止樹脂膜９が硬化する。
【００６０】
これにより半導体回路装置１のマザーボード１１への取り付けが終了する。
【００６１】
そのようなＢＧＡ型パッケージの半導体回路装置１においても、ボール状外部端子２０で
ある半田ボールをマザーボード１１の端子１２の上に接続する加熱工程において、外部端
子２０の周囲で下地カバー膜３と再配置配線パターン６を覆う封止樹脂膜９が自重で流れ
てボール状外部端子２０と端子１２を覆う。
【００６２】
従って、ボール状外部端子２０と端子１２との接合後に、その接合部分とボール状外部端
子２０と端子１２が封止樹脂膜９により覆われるので、接合部分とボール状外部端子２０
と端子１２は外気に含まれるガスとの反応が抑制される。しかも、ボール状外部端子２０
などを封止樹脂膜９により被覆する処理は、独立しているのではなくてボール状外部端子
２０と他の端子１２との接合の際に同時に行われるので、スループットの低下が防止され
る。
【００６３】
さらに、半導体回路装置１とマザーボード１１との接合部分は封止樹脂膜９により実質的
に太くなり、外部からの応力集中に耐えることが可能になって凝集破壊の発生が防止され
る。
【００６４】
そのような接合部分を封止樹脂膜９によって覆った構造と、従来のように接合部分を露出
させた構造とを、それぞれ加熱サイクル実験によって不良発生具合を調査したところ図１
６に示すような結果が得られた。即ち、図１６において、半導体装置の上に形成される封
止樹脂が外部端子の他の電子デバイスとの接合部分を覆わない構造となっているので、接
合部分に歪みが生じてある寿命を越えたときに破壊が生じやすくなる。これに対して、本
実施形態によれば従来の構造に比べて不良発生率が改善されていることが分かる。
（第５の実施の形態）
本実施形態では、ＬＧＡ型外部端子構造の半導体回路装置とその他の電子デバイスの接合
について説明する。
【００６５】
図１７ (a) に示すような半導体回路装置１を用意する。その半導体回路装置１は、図５に
示したような再配置配線パターン６を有している。再配置配線パターン６は、外部端子６
ａとなる他の電子デバイスとの接続部分を除いて下地カバー膜３上の封止樹脂膜９によっ
て覆われている。その封止樹脂膜９の材料は第１実施形態に記載したと同じ材料を採用す
る。なお、外部端子６ａの露出は、例えば図１２に示したように部分的にプラズマを供給
したり、或いはレーザを照射することによって行われる。
【００６６】

10

20

30

40

50

(8) JP 3875077 B2 2007.1.31



そして、図１７ (b) に示すように、半導体回路装置１の外部端子６ａを、第１実施形態で
説明した電子デバイスであるマザーボード１１の端子１２の上に接着性導電樹脂層２１を
挟んで合わせる。そして、半導体回路装置１とマザーボード１１を加熱雰囲気に置いて図
１５に示した温度プロファイルに従って加熱する。
【００６７】
まず、マザーボード１１と半導体回路装置１の加熱温度を室温から徐々に上げていって、
ガラス転移温度Ｔ g を通過点として接着性導電樹脂層１３の融点となるまで上昇させる。
これにより、図１８ (a) に示すように、封止樹脂膜９は流動性を持つようになり、徐々に
接着性導電樹脂層２１の表面に流れ出す。
【００６８】
さらに、加熱温度を接着性導電樹脂層２１の融点より高く上昇させると、図１８ (b) に示
すように、接着性導電樹脂層２１はともに溶融して互いに接合するとともに、封止樹脂膜
９はさらに自重で流れてマザーボード１１の表面にまで到達する。これにより、半導体回
路装置１の外部端子６ａとマザーボード１１の端子１２が接着性導電樹脂層２１を介して
接続される。
【００６９】
その後に、加熱温度を室温まで徐々に下げてゆくと、その温度低下の過程において、接着
性導電樹脂層２１はその融点より下がった時点で硬化し、さらにガラス転移温度より低い
温度で封止樹脂膜９が硬化する。
【００７０】
これにより半導体回路装置１のマザーボード１１への取り付けが終了する。
【００７１】
上記したようにＬＧＡ型パッケージの半導体回路装置１においても、接着性導電性樹脂層
２１をマザーボード１１の端子１２と半導体回路装置１の外部端子６ａに接続する加熱工
程において、その接続部分の周囲の封止樹脂膜９が自重で流れて外部端子６と端子１２と
これらの接続部分を覆うことになる。
【００７２】
従って、２つの端子６，１２の接合後に、その端子６，１２及びその接合部分が封止樹脂
膜９に覆われるので、端子６，１２及び接合部分が外のガスとの反応が防止される。しか
も、封止樹脂膜９による端子６，１２の被覆は端子同士を接合する際に同時に行われるの
で、スループットの低下が防止される。
【００７３】
さらに、端子６，１２同士の接合部分は封止樹脂膜９により被覆されて外部からの応力集
中に耐えることが可能になる。
（その他の実施の形態）
上記した実施形態では、電子デバイスとして半導体装置を例に挙げたが、プリント基板、
マザーボード、その他の電子デバイスを外部端子で接続する場合にも同様に適用できる。
（付記１）基板上に形成され且つ第１加熱温度によって溶融して流動性を持つ封止絶縁膜
と、
前記基板上に形成されて第１加熱温度より高い第２加熱温度によって他の電子デバイスに
接続され、且つ周囲を前記封止絶縁膜に囲まれる外部端子と
を有することを特徴とする電子デバイス。
（付記２）前記基板は半導体素子が形成された半導体基板であることを特徴とする付記１
に記載の電子デバイス。また、前記電子デバイスは半導体装置である。
（付記３）前記封止絶縁膜は、熱可塑性であってガラス転移温度以上の温度で流動性をも
ち、該ガラス転移温度が前記外部端子と前記他の電子デバイスとの接続に使用される導電
性接着剤の融点よりも低く、かつ、該ガラス転移温度以下に冷却した後に固化する樹脂材
料から形成されることを特徴とする付記１又は付記２に記載の電子デバイス。
（付記４）前記外部端子のうち前記封止絶縁膜からの露出部分は、ピン状、ボール状又は
平面状であることことを特徴とする付記１乃至付記３のいずれかに記載の電子デバイス。
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（付記５）前記外部端子には、前記第２加熱温度の融点を有する導電性接着膜が形成され
ていることを特徴とする付記１乃至付記４のいずれかに記載の電子デバイス。
（付記６）前記導電性接着膜は、半田又は半田ペースト又は導電性樹脂であることを特徴
とする付記５に記載の電子デバイス。
（付記７）前記封止樹脂の溶融温度は、前記半田の融点よりも低いことを特徴とする付記
６に記載の電子デバイス。
（付記８）前記外部端子と前記導電性接着膜の間には、下地金属膜が形成されていること
を特徴とする付記５に記載の電子デバイス。
（付記９）前記下地金属膜は、前記外部端子のうち前記導電性接着膜に覆われない部分の
表面にも形成されていることを特徴とする付記８に記載の電子デバイス。
（付記１０）前記外部端子は、前記基板上に形成された導電性パッドに接続されているこ
とを特徴とする付記１乃至付記９のいずれかに記載の電子デバイス。
（付記１１）前記基板上には前記外部端子が接続される配線パターンが形成され、該配線
パターンのうち前記外部端子との接続部の周囲は前記封止樹脂に覆われていることを特徴
とする付記１乃至付記９のいずれかに記載の電子デバイス。
（付記１２）前記封止樹脂と前記配線パターンの間には、非熱可塑性絶縁膜が形成されて
いることを特徴とする付記１１に記載の電子デバイス。
（付記１３）前記第２加熱温度は、前記第１加熱温度よりも高いことを特徴とする付記１
乃至付記１２のいずれかに記載の電子デバイス。
（付記１４）前記封止樹脂と前記基板の間には、非熱可塑性絶縁膜が形成されていること
を特徴とする付記１乃至付記１３のいずれかに記載された電子デバイス。
（付記１５）基板上に外部端子を形成する工程と、
第１温度で溶融して流動性を有する封止絶縁膜を前記外部端子の一部を露出して前記基板
上に形成する工程と
を有することを特徴とする電子デバイス封止方法。
（付記１６）前記封止絶縁膜からの前記外部端子の露出部分に導電性接着膜を形成する工
程をさらに有することを特徴とする付記１５に記載の電子デバイス封止方法。
（付記１７）前記封止絶縁膜を形成する前又は後に、前記外部端子のうち少なくとも露出
される部分に下地金属膜を形成することを特徴とする付記１５又は付記１６に記載の電子
デバイス封止方法。
（付記１８）前記封止絶縁膜は、回転塗布方法によって前記基板上に形成されることを特
徴とする付記１５乃至付記１７のいずれかに記載の電子デバイス封止方法。
（付記１９）前記外部端子は、前記基板上に前記封止絶縁膜を形成した後に、プラズマ又
は溶剤によって前記封止樹脂の一部をエッチングすることによって露出されることを特徴
とする付記１５乃至付記１７に記載の電子デバイス封止方法。
（付記２０）基板上に形成され且つ第１加熱温度によって溶融して流動性を持つ封止絶縁
膜と、前記基板上に形成されて且つ周囲を前記封止絶縁膜に囲まれた第１の外部端子とを
有する第１の電子デバイスと、第２の外部端子を有する第２の電子デバイスを用意し、前
記外第１の部端子と前記第２の外部端子を重ねる工程と、
前記第１及び第２の電子デバイスを加熱して前記第１加熱温度まで上昇させる行程と、
前記第１加熱温度よりも高い第２加熱温度によって前記第１の外部端子と前記第２の外部
端子を接合するとともに、前記封止絶縁膜の流動によって前記封止絶縁膜により前記第１
の外部端子と前記第２の外部端子を覆う工程と、
前記第１及び第２の電子デバイスを前記第１加熱温度より低い温度まで冷却する工程と
を有することを特徴とする電子デバイス接続方法。
（付記２１）前記第１の電子デバイスは、半導体回路装置であることを特徴とする付記２
０に記載の電子デバイス接続方法。
（付記２２）前記第２の電子デバイスは、マザーボードであることを特徴とする付記２０
又は付記２１に記載の電子デバイス接続方法。
【００７４】
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【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、外部端子の周囲に第１加熱温度により溶融して流動性
を有する封止絶縁膜を形成し、第１加熱温度よりも高い第２加熱温度によって外部端子を
他の電子デバイスに接続するようにしたので、外部端子を他の電子デバイスに接続する際
に、封止絶縁膜（樹脂膜）はその自重によって流れて外部端子を覆うようになる。
【００７５】
そして、外部端子の接続を終えて電子デバイスが冷却された後には、封止絶縁膜は硬化し
、外部端子の機械的強度が封止樹脂によって補強されるので、封止絶縁膜は外部端子に外
部からかかる応力を緩和して変形を防止することができ、さらに、外部ガスとの反応を遮
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ (a),(b) は、従来の半導体装置の接合工程を示す断面図である。
【図２】図２ (a) ～ (c) は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の封止樹脂の形成工
程を示す断面図である。
【図３】図３ (a),(b) は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置をマザーボードに接続
する工程を示す断面図（その１）である。
【図４】図４ (a),(b) は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置をマザーボードに接続
する工程を示す断面図（その２）である。
【図５】図５は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の封止樹脂の形成前の状態を示
す平面図である。
【図６】図６ (a) は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の他の例を示す断面図（そ
の１）、図６ (b) は、図６ (a) に示したピン状外部端子の先端に形成される層構造を示す
断面図である。
【図７】図７は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の他の例を示す断面図（その２
）である。
【図８】図８は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の他の例を示す断面図（その３
）である。
【図９】図９ (a) ～ (c) は、本発明の第２実施形態に係る半導体装置の封止工程を示す断
面図である。
【図１０】図１０ (a),(b) は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置のピン状外部端子
の先端を封止樹脂から露出する方法の第１例を示す断面図（その１）である。
【図１１】図１１ (a),(b) は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置のピン状外部端子
の先端を封止樹脂から露出する方法の第１例を示す断面図（その２）である。
【図１２】図１２ (a),(b) は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置のピン状外部端子
の先端を封止樹脂から露出する方法の第２例を示す断面図である。
【図１３】図１３ (a),(b) は、本発明の第４実施形態に係る半導体装置をマザーボードに
接続する工程を示す断面図（その１）である。
【図１４】図１４ (a),(b) は、本発明の第４実施形態に係る半導体装置をマザーボードに
接続する工程を示す断面図（その２）である。
【図１５】図１５は、本発明の第４実施形態に係る半導体装置をマザーボードに接続する
際の温度プロファイルと樹脂状態を示す図である。
【図１６】図１６は、本発明の第４実施形態に係る半導体装置と従来に係る半導体装置の
温度サイクル試験結果である。
【図１７】図１７ (a),(b) は、本発明の第５実施形態に係る半導体装置をマザーボードに
接続する工程を示す断面図（その１）である。
【図１８】図１８ (a),(b) は、本発明の第５実施形態に係る半導体装置をマザーボードに
接続する工程を示す断面図（その２）である。
【符号の説明】
１…半導体回路装置、２…無機絶縁膜、３…下地カバー膜、４…導電性パッド、５…開口
、６…再配置配線パターン、６ａ…プレート状外部端子、７…ピン状外部端子、８，８Ｘ
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…下地金属層、９…封止樹脂膜、１０…導電性皮膜、１１…マザーボード、１２…端子、
１３…接着樹脂層、１４，１５…配線保護層（絶縁層）、１６…有機溶剤、１７…容器、
１８…プラズマ、１９…プレート、２０…ボール状外部端子。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

(16) JP 3875077 B2 2007.1.31



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
                        Ｈ０５ＫＨ０５ＫＨ０５ＫＨ０５ＫＨ０５ＫＨ０５ＫＨ０５ＫＨ０５Ｋ   3/32     (2006.01)   3/32     (2006.01)   3/32     (2006.01)   3/32     (2006.01)   3/32     (2006.01)   3/32     (2006.01)   3/32     (2006.01)   3/32     (2006.01)           Ｈ０５Ｋ   3/32    　　　Ｂ          　　　　　

    審査官  河本　充雄

(56)参考文献  特開平１１－０９７４６７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１０４３１１（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２２８４１２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L 21/56
              H01L 21/60
              H01L 23/28-23/91
              H05K  3/28
              H05K  3/32

(17) JP 3875077 B2 2007.1.31


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

