
JP 4917979 B2 2012.4.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面の中央領域に配置された複数の電極パッドを有する半導体チップと、
　前記半導体チップの一面に対向配置され、配線を有する配線基板と、
　前記半導体チップと前記配線基板との対向面間に設けられ、前記電極パッドと前記配線
とを電気的に接続する複数のバンプ電極と、
　前記複数のバンプ電極に対応し、前記配線基板上に搭載された複数の外部端子と、
　前記半導体チップと前記配線基板との間に設けられ、少なくとも前記バンプ電極と前記
配線との接続部を覆う絶縁部材とを有し、
　前記配線基板の配線は、前記配線基板の半導体チップ搭載面における前記バンプ電極の
搭載部位から、前記配線基板の外部端子搭載面までをまっすぐに配線すると共に、前記バ
ンプ電極と対応する前記外部端子とを電気的に接続するように構成され、前記配線は、前
記バンプ電極の搭載部位から前記配線基板の外部端子搭載面までをまっすぐに配線する部
分として、当該バンプ電極の搭載部位に設けられた接続パッドと、該接続パッドから前記
外部端子搭載面へと設けられた貫通配線とを含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記絶縁部材は、前記バンプ電極と前記配線との接続部とその近傍のみを覆うように設
けられていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記絶縁部材は、前記半導体チップと前記配線基板との隙間を満たすように設けられて



(2) JP 4917979 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

いることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記貫通配線は、前記配線基板の外部端子搭載面側から半導体チップ搭載面側に向かう
につれて配線幅が広くなるよう形成されていることを特徴とする請求項１に記載の半導体
装置。
【請求項５】
　一面の中央領域に配置された複数の電極パッドを有する半導体チップと、
　前記半導体チップの一面に対向配置され、配線と複数のランド部とを有する配線基板と
、
　前記半導体チップと前記配線基板との対向面間に設けられ、前記電極パッドと前記配線
とを電気的に接続する複数のバンプ電極と、
　前記複数のバンプ電極に対応し、前記配線基板の前記ランド部上に搭載された複数の外
部端子と、
　前記半導体チップと前記配線基板との間に設けられ、少なくとも前記バンプ電極と前記
配線との接続部を覆う絶縁部材とを有し、
　前記配線基板の配線は、前記配線基板の半導体チップ搭載面における前記バンプ電極の
搭載部位から、前記配線基板の外部端子搭載面までをまっすぐに配線すると共に、前記バ
ンプ電極と対応する前記外部端子とを電気的に接続するように構成され、
　前記配線基板の前記バンプ電極の搭載部位に孔部が形成され、該孔部を介して前記パン
プ電極が前記外部端子搭載面側にある配線部分に直線的かつ電気的に接続されると共に、
　前記孔部は、該孔部内の側面に、前記配線基板の外部端子搭載面から半導体チップ搭載
面側に向かうにつれて孔径が広くなる傾斜部を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　前記外部端子が、約０．３５ｍｍ径で、約０．５ｍｍピッチで格子状に配置されている
ことを特徴とする請求項１又は５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記配線基板は、フレキシブル配線基板であることを特徴とする請求項１又は５に記載
の半導体装置。
【請求項８】
　複数の電極パッドを有し、前記電極パッド上に複数のバンプ電極が形成された半導体チ
ップを準備する工程と、
　基材と、前記複数のバンプ電極に対応するランド部であって前記基材上に設けられ、複
数の外部端子を搭載するランド部と、前記基材の半導体チップ搭載面における前記バンプ
電極の搭載部位に設けられた複数の接続パッドと、前記複数の接続パッドから、前記基材
の外部端子搭載面までをまっすぐに接続するように構成された複数の貫通配線と、前記複
数の貫通配線と対応する前記ランド部とを電気的に接続する配線と、を有する配線基板を
準備する工程と、
　前記バンプ電極の搭載部位から前記配線基板の外部端子搭載面までをまっすぐに配線す
るように、フリップチップボンディングにより前記バンプ電極と前記複数の接続パッドと
を電気的に接続することで、前記配線基板に前記半導体チップを搭載する工程と、
　前記配線基板の前記ランド部に前記外部端子を形成する工程と、
　を有する半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップと配線基板とを電気的に接続してなる半導体装置及びその製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１にて提案されている半導体装置は、半導体チップと、その半導体チップ主面
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上にエラストマを介して配置されたフレキシブル配線基板とを具備する。フレキシブル配
線基板には開口部が形成され、開口部内に配線のリード部が配置されている。該リード部
には、表面が下向きにされた半導体チップの電極パッドが電気的に接続されている。フレ
キシブル配線基板の、半導体チップ搭載側の面とは反対側の面（以下、外部端子搭載面と
言う。）に外部端子を有する。配線基板の開口部内に配置された半導体チップの電極パッ
ドとリード部は、絶縁性樹脂からなる封止体で覆われている。
【０００３】
　このような半導体装置においては、半導体チップの電極パッドと配線基板のリード部と
を、配線基板に設けられた開口部にて接続している。その結果、半導体チップの電極パッ
ドの直下近傍、例えば０．７５ｍｍ近傍には、外部端子を配置できない。年々、半導体装
置の動作速度は高速化されているため、半導体チップの電極パッドからの距離、例えば配
線の引き回し距離が長くなると、動作速度の遅延を生じる虞がある。よって、良好な電気
特性を得るために、半導体装置の配線引き回し距離の大幅な短縮が求められている。
【０００４】
　また半導体チップの電極パッドの直下近傍に外部端子を配置できない為、配線基板の、
半導体チップが搭載されるエリア内に配置される外部端子が少なくなる虞もあった。半導
体装置の外部端子数が増えてきて、上記のエリア外に外部端子を配置する必要が生じる結
果、配線基板の面積が大きくなる虞がある。配線基板の面積が大きくなることは、半導体
装置のパッケージサイズの大型化に繋がる。さらに、配線基板の面積が大きくなることに
よって、配線基板の製造における１ショットあたりの取り数が減少し、配線基板のコスト
アップにも繋がる。
【０００５】
　また特許文献１に記載の半導体装置では、マザーボード等への半導体装置の２次実装で
の信頼性を向上するため、半導体チップをエラストマ（弾性部材）を介して配線基板に搭
載している。このように、エラストマを介して半導体チップを配線基板に搭載することに
より、熱膨張係数の差による応力を緩和し、半導体装置を２次実装するときの信頼性を向
上できる。しかし、エラストマは高価な材料であるため、半導体装置の製造コストが高く
なる。
【特許文献１】特開平９－２６０５３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、特許文献１に記載の半導体装置が有する上記の問題点の少な
くとも一つを解決することにある。すなわち、本発明の目的の一つは、良好な電気特性を
得ると共に、外部電極を多ピン配置することができる半導体装置を提供することである。
また、本発明の他の目的は、良好な電気特性を得ると共に、応力緩和できる信頼性の高い
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】
　本発明の第一の態様による半導体装置は、一面の中央領域に配置された複数の電極パッ
ドを有する半導体チップと、半導体チップの一面に対向配置され、配線を有する配線基板
と、半導体チップと配線基板との対向面間に設けられ、電極パッドと配線とを電気的に接
続する複数のバンプ電極と、複数のバンプ電極に対応し、配線基板上に搭載された複数の
外部端子と、半導体チップと配線基板との間に設けられ、少なくともバンプ電極と配線と
の接続部を覆う絶縁部材とを有する。そして、上記の配線基板の配線は、配線基板の半導
体チップ搭載面における前記バンプ電極の搭載部位から、配線基板の外部端子搭載面まで
をまっすぐに配線すると共に、バンプ電極と対応する前記外部端子とを電気的に接続する
ように構成されている。その上、前記配線は、前記バンプ電極の搭載部位から前記配線基
板の外部端子搭載面までをまっすぐに配線する部分として、当該バンプ電極の搭載部位に
設けられた接続パッドと、該接続パッドから前記外部端子搭載面へと設けられた貫通配線
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とを含む。
【０００８】
　また本発明の第二の態様による半導体装置は、一面の中央領域に配置された複数の電極
パッドを有する半導体チップと、半導体チップの一面に対向配置され、配線と複数のラン
ド部とを有する配線基板と、半導体チップと配線基板との対向面間に設けられ、電極パッ
ドと配線とを電気的に接続する複数のバンプ電極と、複数のバンプ電極に対応し、配線基
板のランド部上に搭載された複数の外部端子と、半導体チップと配線基板との間に設けら
れ、少なくともバンプ電極と配線との接続部を覆う絶縁部材とを有する。そして、配線基
板の配線は、配線基板の半導体チップ搭載面におけるバンプ電極の搭載部位から、配線基
板の外部端子搭載面までをまっすぐに配線すると共に、バンプ電極と対応する外部端子と
を電気的に接続するように構成されている。その上、配線基板のバンプ電極の搭載部位に
孔部が形成され、該孔部を介してパンプ電極が外部端子搭載面側にある配線部分に直線的
かつ電気的に接続される。孔部は、該孔部内の側面に、配線基板の外部端子搭載面から半
導体チップ搭載面側に向かうにつれて孔径が広くなる傾斜部を有する。
【０００９】
　また本発明の第三の態様による半導体装置の製法は、複数の電極パッドを有し、前記電
極パッド上に複数のバンプ電極が形成された半導体チップを準備する工程と、
　基材と、複数のバンプ電極に対応するランド部であって基材上に設けられ、複数の外部
端子を搭載するランド部と、基材の半導体チップ搭載面におけるバンプ電極の搭載部位に
設けられた複数の接続パッドと、複数の接続パッドから、基材の外部端子搭載面までをま
っすぐに接続するように構成された複数の貫通配線と、複数の貫通配線と対応するランド
部とを電気的に接続する配線と、を有する配線基板を準備する工程と、
　バンプ電極の搭載部位から配線基板の外部端子搭載面までをまっすぐに配線するように
、フリップチップボンディングによりバンプ電極と複数の接続パッドとを電気的に接続す
ることで、配線基板に半導体チップを搭載する工程と、
　配線基板のランド部に外部端子を形成する工程と、
　を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、半導体装置のパッケージサイズを大きくすることなく外部電極数を増
加でき、かつ、良好な電気特性を持つ半導体装置を提供できる。また本発明は、半導体装
置を２次実装するときの内部応力を緩和でき、かつ、良好な電気特性を持つ半導体装置も
提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
　（実施例１）
　図１は、本発明の実施例１に係る半導体装置のパッケージ構造を示す断面図、図２は、
本発明の実施例１の半導体装置に用いる配線基板のランド部の配置を模式的に示す平面図
である。図３及び図４は、本実施例におけるランド部の配置位置を説明するための図で、
図３は要部平面図、図４は要部断面図である。
【００１３】
　図１から図４を参照すると、本実施例の半導体装置１は、略四角形の板状で、一面に所
定の回路が形成された半導体チップ２を有している。半導体チップ２の一面側の略中央領
域に、例えば中央領域に一列で配置された複数の電極パッド３を有している。また電極パ
ッド３を除く、半導体チップ２の一面上には絶縁性の保護膜であるパッシベーション膜４
が形成され、半導体チップ２の回路形成面を保護している。半導体チップ２は例えばマイ
クロプロセッサ等のような論理回路またはＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）や
ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等のような記憶回路等の回路が形成されてい
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る。
【００１４】
　また、半導体チップ２上に形成された複数の電極パッド３上には、後述する配線基板に
接続する為のバンプ電極５がそれぞれ形成されている。バンプ電極５は、例えば電極パッ
ド３上に、溶融され先端にボールが形成されたワイヤを超音波熱圧着し、該ワイヤを引き
ちぎることにより形成される。
【００１５】
　半導体チップ２の一面との対向箇所には、所定の配線が形成された配線基板６が配置さ
れている。配線基板６は、例えばテープ状の配線基板であり、ポリイミド樹脂等からなる
テープ基材７に、後述する外部端子を接続する為の複数のランド部８と、ランド部８と半
導体チップ２の電極パッド３上に形成されたバンプ電極５とを接続する為の接続配線（接
続パッド１２、貫通配線１３、配線９が含まれる。）が形成されている。
【００１６】
　配線９は配線基板６の外部端子搭載面の側に形成され、これとは反対面側にバンプ電極
５の搭載部位（接続パッド１２）が形成されている。そして、ランド部８及び接続パッド
１２を除く、テープ基材７の表面上には、絶縁性の保護膜、例えばソルダーレジスト１０
が設けられている。
【００１７】
　配線基板６に半導体チップ２が搭載され、バンプ電極５と接続パッド１２とが、導電材
料１１（例えば半田）を介して電気的に接続されている。
【００１８】
　配線基板６には、接続パッド１２に接続された貫通配線１３が形成されている。貫通配
線１３は、接続パッド１２から、配線基板６の外部端子搭載面側までをまっすぐ（一直線
状）に貫通するよう形成され、接続パッド１２に接続されたバンプ電極５とこれに対応す
る外部端子１４とを電気的に接続している。これにより、半導体チップ２上のバンプ電極
５から、当該バンプ電極に対応する外部端子１４までの配線が最短距離となり、半導体装
置の動作速度を高速化できる。
【００１９】
　また貫通配線１３は、配線基板６の外部端子搭載面側から半導体チップ搭載面側に向か
うにつれて配線幅が広くなった形状、例えばクサビ状に形成されている。これにより、半
導体チップ２を貫通配線１３直上の接続パッド１２にフリップチップボンディングする際
の接続が良好になる。
【００２０】
　また配線基板６のランド部８は、例えば半導体チップ２の中央領域に直線的に配列され
た複数の電極パッド３に対応して配置される。本実施例では、外部端子搭載面において複
数のランド部８が格子状に配置されるよう、電極パッド３と接続される接続パッド１２の
列を挟んで両側にそれぞれ、３列のランド部８が接続パッド１２の列と略平行に配置され
ている。勿論、本発明においてはランド部８の列は３列に限られない。また本実施例では
、図３に示すように、例えば配線基板６の、接続パッド１２の列に最も近い列のランド部
８の位置については、任意の接続パッド１２の中心位置から、当該接続パッド１２に繋が
るランド部８の中心位置までの水平方向距離が０．７５ｍｍ以下に設定されている。これ
により、特許文献１に記載の半導体装置のような開口部が設けられた領域に、外部端子１
４を設けることができ、外部端子搭載面における外部端子１４の高密度配置が可能となる
。これにより半導体装置の多ピン化を図ることができる。さらに、接続パッド１２の列か
ら、これに最も近いランド部８の列までの水平方向の中心間距離を上記のように０．７５
ｍｍ以下にしたことで、図３に示すように、接続パッド１２の列から見て３列目のランド
部８についても、接続パッド１２の列から１．７ｍｍ程度の位置に配置することができる
。
【００２１】
　上記のように、接続パッド１２の列から見て１列目のランド部８の位置を接続パッド１
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２の列から０．７５ｍｍ以下に設定することに加えて、配線基板６の貫通配線１３を、バ
ンプ電極５が接続される接続パッド１２から、配線基板６の外部端子搭載面までをほぼ一
直線に配線することにより、半導体チップ２の電極パッド３から外部端子１４までの配線
距離を短くすることができる（図４）。このように半導体装置の平面方向と高さ方向で、
半導体チップ２の中央領域に配列する電極パッド３から配線基板６上のランド部８までの
配線距離が最短になるように配線したことにより、ノイズを低減することができる。さら
に、接続パッド１２から、これに最も近い列のランド部８までの距離を短くすることで、
接続パッド１２の列から見て２列目、３列目のランド部８への配線距離も短くすることが
でき、半導体装置の動作速度の向上を図ることができる。さらに、外部端子１４の高密度
化も可能である。
【００２２】
　また、図１及び図２から分かるように、ランド部８を、半導体装置を２次実装した際に
応力の集中する配線基板の周囲、例えば半導体チップの端部近傍位置に配置しないように
構成している。その結果、半導体装置の２次実装での信頼性を向上することができる。
【００２３】
　配線基板６に設けられたランド部８上には、マザーボード等へ実装するための複数の外
部端子１４が配置されている。外部端子１４は、例えば半田等からなるボールを、フラッ
クス等を介してランド部８上に搭載し、リフローすることで形成される。外部端子１４は
、例えば０．３５ｍｍ径で、配線基板６上に０．５ｍｍピッチで格子状に配置しており、
外部端子も小形化されている。
【００２４】
　また、半導体チップ２と配線基板６との間には、絶縁部材であるアンダーフィル材１５
が設けられている。該アンダーフィル材は、半導体チップ２と配線基板６との隙間に満た
され、半導体チップ２の回路形成面及び、該半導体チップ２の電極パッド３と配線基板６
との接続部位を保護するように形成されている。このように、半導体チップ２と配線基板
６との隙間を満たすように絶縁部材１５を設けることで、半導体チップ２上を保護すると
共に半導体装置の実装性が向上できる。尚、本実施例では、絶縁部材１５は、半導体チッ
プ２と配線基板６との隙間を満たすように設けたが、少なくとも半導体チップ２の電極パ
ッド３と配線基板６との接続部のみを覆うように構成しても良い。この形態は、半導体チ
ップと配線基板との接着面積が少なくなる為、マザーボード等への半導体装置の実装時に
半導体装置にかかる応力を緩和できる効果がある。
【００２５】
　　「実施例１の製法」
　次に、図５及び図６を参照して、本発明の実施例１の半導体装置の製造方法について説
明する。
【００２６】
　まず、半導体装置の製造に用いられる半導体ウェハとして、例えば単結晶引き上げ方等
により形成されたシリコンのインゴットをスライスして得られる円盤状の基板の一面に拡
散等の工程を通じて、所望の回路及び電極パッドを形成したものが準備される。
【００２７】
　図５（ａ）に示すように、半導体ウェハ１６は、粘着性を有するＵＶテープ（ダイシン
グテープ）１７等の支持部材に貼着固定された状態で、それぞれの電極パッド３上にバン
プ電極５が形成される。バンプ電極５は、例えば電極パッド３上に、溶融され先端にボー
ルが形成されたワイヤを超音波熱圧着し、該ワイヤを引きちぎることで形成される。
【００２８】
　その後、図５（ｂ）に示すように、半導体ウェハ１６はＵＶテープ１７に固定された状
態でダイシング工程に移行される。そして、高速回転のダイシングブレード１８により半
導体チップ２間のダイシングライン１９が回転研削され、半導体ウェハ１６が複数の半導
体チップ２に切断分離される。ダイシングは例えばフルカット切断により行われる。切断
後、ＵＶテープ１７にＵＶ照射し、接着力が弱まった状態で下方から図示しない突き上げ
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手段により突き上げ、ＵＶテープ１７から剥離させ、半導体チップ２をピックアップする
。これにより、各々の電極パッド３上にバンプ電極５が形成された半導体チップ２が得ら
れる。ピックアップされた半導体チップ２は、吸着コレット２０等の搬送手段により、図
５（ｃ）に示すようにキャリア治具２１の製品収容部に収納される。
【００２９】
　キャリア治具２１に収納された半導体チップ２においては図５（ｄ）に示すように、ポ
ッティング装置２２により電極パッド３上にアンダーフィル材１５が選択的に塗布される
。尚、アンダーフィル材１５は、ダイシング前の半導体ウェハの状態で塗布されてもよい
。或いは、分離された半導体チップ２上に配線基板６を搭載した後において配線基板６と
半導体チップ２の隙間から、アンダーフィル材１５を流し込むことで、電極パッド３上に
アンダーフィル材１５を塗布してもよい。
【００３０】
　また、本実施例に用いられる配線基板６は、TAB（Tape Automated Bonding）方式で処
理されるものであり、配線基板６を構成する単位フレーム構造は以下の通り構成される。
【００３１】
　その単位フレーム構造は、図６（ａ）に示すように、ポリイミド樹脂等からなるテープ
基材７に、後述する外部端子を接続する為に格子状に配置された複数のランド部８と、該
ランド部８と半導体チップ２の電極パッド３上に形成されたバンプ電極５とを接続する為
の配線９が形成されている。配線基板６には貫通配線１３が形成され、かつ、バンプ電極
５の搭載部位（接続パッド１２）に接続されている。貫通配線１３は、接続パッド１２か
ら、配線基板６の外部端子搭載面側までをまっすぐに貫通するよう形成され、接続パッド
１２に接続されたバンプ電極５とこれに対応する外部端子１４とを電気的に接続している
。このような単位フレーム構造が複数個、連続して形成されている配線基板６が準備され
る。
【００３２】
　ダイボンディング工程では、例えばリールｔｏリールでセットされた配線基板６に半導
体チップ２が搭載される。具体的には、図６（ｂ）に示すように、半導体チップ２がフリ
ップチップボンディングにより配線基板６に搭載される。フリップチップボンディングで
は、半導体チップ２が位置決めステージ２３に保持された状態で、配線基板６の接続パッ
ド１２とバンプ電極５とを位置合せし、接続パッド１２とバンプ電極５とを、導電性の接
着材１１を介して電気的に接続することで、配線基板６上に搭載される。この半導体チッ
プ２の搭載によりアンダーフィル材１５は広がり、半導体チップ２と配線基板６の略全面
を保持固定する。これにより、バンプ電極５と配線基板６との接合部、及び半導体チップ
２と配線基板６との隙間をアンダーフィル材１５で覆うことで、接合部の保護し、配線基
板６が撓むことなくマザーボード等へ実装することができる。尚、半導体チップ２は、位
置決めステージ２３ではなく吸着コレット等により吸着保持された状態で、配線基板６に
フリップチップボンディングするように構成しても良い。
【００３３】
　また、配線基板６には貫通配線１３が、バンプ電極５の搭載部位（接続パッド１２）か
ら、配線基板６の外部端子搭載面側までをまっすぐに貫通するよう形成されているため、
バンプ電極５から外部端子１４までを最短の配線で接続できる。
【００３４】
　配線基板６に搭載された半導体チップ２は、ボールマウント工程に移行される。具体的
には、図６（ｃ）に示すように、配線基板６上のランド部８に導電性のボール２４が搭載
され、複数の外部端子１４が形成される。このボールマウント工程では、配線基板６上の
ランド部８の配置に合わせて複数の吸着孔が形成された吸着機構２５を用いて、例えば半
田等からなるボール２４をその吸着孔に保持する。そして、保持されたボール２４にフラ
ックスを転写形成し、配線基板６上のランド部８に一括搭載する。ボール搭載後、リフロ
ーすることで外部端子１４がランド部８に固定される。
【００３５】
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　外部端子１４が形成された配線基板６は、切断工程、マーキング工程等を経て、図６（
ｄ）に示すような半導体装置１が得られる。これにより、平面方向と高さ方向で配線距離
を最短にするように配線された半導体装置を効率よく製造することができる。
【００３６】
　次に、本発明の実施例１の半導体装置の変形例を説明する。図７は、本実施例の変形例
であり、半導体チップ２のバンプ電極５と配線基板６との接続構造を示す断面図である。
【００３７】
　この変形例の半導体装置の特徴としては、配線基板６の、バンプ電極５に対応した位置
にそれぞれ孔部２６が設けられている。孔部２６はバンプ電極５が配置される程度、例え
ば５０μｍ程度の大きさで形成される。孔部２６は、配線基板６の外部端子搭載面側に形
成された配線９を露出するように形成されている。そして、バンプ電極５は導電性の接着
部材１１、例えば半田等を介して、孔部２６から配線基板６の外部端子搭載面側の配線９
に接続される。このように、配線基板６のバンプ電極５の搭載部位に孔部２６を設け、孔
部２６を介して外部端子搭載面側の配線９にバンプ電極５を電気的に接続することにより
、バンプ電極５から配線基板６の外部端子搭載面までを直線的、かつ電気的に接続した。
それにより、電極パッド３から外部端子１４までの高さ方向の配線距離をさらに短くする
ことができる。さらに本実施例においては、孔部２６を通じて配線９とバンプ電極５を接
続することで、半導体装置の外形を薄型化できる。また、このように電極パッド３から外
部端子１４までの配線が短くできたことで、半導体装置の処理をより高速化できる。
【００３８】
　さらに、孔部２６内の配線９には、Cu/Ni/Au等のメッキ２７が設けられており、半導体
チップ２と配線基板６との電気的接続を良好にできる。また、半導体チップ２と配線基板
６との電気的接続部に孔部２６を設けたことにより、半導体チップ２と配線基板６との接
着面積を大きくすることができる。また、配線基板６の孔部２６は、孔部２６内の側面に
、外部端子搭載面から半導体チップ搭載面側に向かうにつれて孔径が広くなる傾斜部を形
成している。これにより、バンプ電極５と配線基板６の配線９との接着性を向上できる。
【００３９】
　（実施例２）
　図８は、本発明の実施例２に係る半導体装置のパッケージ構造を示す断面図、図９は、
本発明の実施例２の半導体装置に用いる配線基板のランド部の配置を模式的に示す平面図
である。
【００４０】
　図８及び図９を参照すると、本実施例の半導体装置１は、略四角形の板状で、一面に所
定の回路が形成された半導体チップ２を有している。半導体チップ２の一面側の略中央領
域に、例えば中央領域に一列で配置された複数の電極パッド３を有している。また電極パ
ッド３を除く、半導体チップ２の一面上には絶縁性の保護膜であるパッシベーション膜４
が形成され、半導体チップ２の回路形成面を保護している。
【００４１】
　また、半導体チップ２上に形成された複数の電極パッド３上には、後述する配線基板に
接続する為のバンプ電極５がそれぞれ形成されている。バンプ電極５は、例えば電極パッ
ド３上に、溶融され先端にボールが形成されたワイヤを超音波熱圧着し、該ワイヤを引き
ちぎることにより形成される。
【００４２】
　半導体チップ２の一面との対向箇所には、所定の配線が形成された配線基板６が配置さ
れている。配線基板６は、例えばテープ状の配線基板であり、ポリイミド樹脂等からなる
テープ基材７に、後述する外部端子を接続する為の複数のランド部８と、ランド部８と半
導体チップ２の電極パッド３上に形成されたバンプ電極５とを接続する為の接続配線（接
続パッド１２、貫通配線１３、配線９が含まれる。）が形成されている。
【００４３】
　配線９は配線基板６の外部端子搭載面の側に形成され、これとは反対面側にバンプ電極
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５の搭載部位（接続パッド１２）が形成されている。そして、ランド部８及び接続パッド
１２を除く、テープ基材７の表面上には、絶縁性の保護膜、例えばソルダーレジスト１０
が設けられている。
【００４４】
　配線基板６に半導体チップ２が搭載され、バンプ電極５と接続パッド１２とが、導電材
料１１（例えば半田）を介して電気的に接続されている。
【００４５】
　配線基板６には、接続パッド１２に接続された貫通配線１３が形成されている。貫通配
線１３は、接続パッド１２から、配線基板６の外部端子搭載面側までをまっすぐに（一直
線に）貫通するよう形成され、接続パッド１２に接続されたバンプ電極５とこれに対応す
る外部端子１４とを電気的に接続している。これにより、半導体チップ２上のバンプ電極
５から、当該バンプ電極に対応する外部端子１４までの配線が最短距離となり、半導体装
置の動作速度を高速化できる。
【００４６】
　また配線基板６のランド部８は、例えば半導体チップ２の中央領域に直線的に配列され
た複数の電極パッド３に対応して配置される。本実施例では、外部端子搭載面において複
数のランド部８が格子状に配置されるよう、電極パッド３と接続される接続パッド１２の
列を挟んで両側にそれぞれ、２列のランド部８が接続パッド１２の列と略平行に配置され
ている。勿論、本発明においてはランド部８の列は２列に限られない。
【００４７】
　配線基板６に設けられたランド部８上には、マザーボード等へ実装するための複数の外
部端子１４が配置されている。外部端子１４は、例えば半田等からなるボールを、フラッ
クス等を介してランド部８上に搭載し、リフローすることで形成される。
【００４８】
　また、半導体チップ２と配線基板６との間には、絶縁性の封止材としてのアンダーフィ
ル材１５が設けられている。該アンダーフィル材は、少なくともバンプ電極５と接続パッ
ド１２との接続部を覆うように配されていれば良い。本実施例では半導体チップ２の電極
パッド３と配線基板６との接合部とその近傍部位のみが、アンダーフィル材１５によって
覆われている。このように半導体チップ２と配線基板６との接続部を覆う絶縁部材を極力
小さく構成したことにより、半導体装置のマザーボード等への２次実装時に熱膨張係数差
により半導体チップにかかる応力を緩和することができる。これにより、半導体装置の信
頼性を向上することができる。尚、半導体チップ２の一面を保護する為に、半導体チップ
２と配線基板６との隙間を全て満たすように絶縁性の封止材を設けても良い。半導体チッ
プ２と配線基板６との隙間を全て満たすように上記封止材を設けることで、半導体装置の
２次実装の際にテープ状の配線基板６が撓むことなく実装できる。
【００４９】
　　「実施例２の製法」
　次に図１０を参照して、本発明の実施例２である半導体装置の製造方法について説明す
る。
【００５０】
　まず、実施例１と同様に、夫々の電極パッド３上にバンプ電極５が形成された半導体チ
ップ２が準備される（図５（ａ）（ｂ））。
【００５１】
　また、本実施例に用いられる配線基板６は、TAB（Tape Automated Bonding）方式で処
理されるものであり、配線基板６を構成する単位フレーム構造は以下の通り構成される。
【００５２】
　その単位フレーム構造は、図１０（ａ）に示すように、ポリイミド樹脂等からなるテー
プ基材７に、後述する外部端子を接続する為に格子状に配置された複数のランド部８と、
該ランド部８と半導体チップ２の電極パッド３上に形成されたバンプ電極５とを接続する
為の配線９が形成されている。配線基板６には貫通配線１３が形成され、かつ、バンプ電
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極５の搭載部位（接続パッド１２）に接続されている。貫通配線１３は、接続パッド１２
から、配線基板６の外部端子搭載面側までをまっすぐ（一直線）に貫通するよう形成され
、接続パッド１２に接続されたバンプ電極５とこれに対応する外部端子１４とを電気的に
接続している。このような単位フレーム構造が複数個、連続して形成されている配線基板
６が準備される。
【００５３】
　配線基板６は例えばリールｔｏリールでセットされ、図１０（ｂ）に示すように、半導
体チップ２の電極パッド搭載部位（接続パッド１２）に絶縁性の封止材、例えばアンダー
フィル材１５がポッティング手段２２により選択的に塗布される。尚、アンダーフィル材
の塗布は、配線基板６ではなく、半導体チップ２の側に塗布しても良い。あるいは、半導
体チップ２を配線基板６上に搭載した後、配線基板６と半導体チップ２の隙間からアンダ
ーフィル材１５を流し込むことで、バンプ電極５と接続パッド１２との接続部を覆っても
よい。
【００５４】
　アンダーフィル材１５の塗布された配線基板６は、ダイボンディング工程に移行される
。ダイボンディング工程では、図１０（ｃ）に示すように、半導体チップ２がフリップチ
ップボンディングにより配線基板６に搭載される。フリップチップボンディングでは、半
導体チップ２は吸着コレット２０等で真空吸着された状態で、配線基板６の接続パッド１
２とバンプ電極５とを位置合せし、接続パッド１２とバンプ電極５とを、導電性の接着材
１１を介して電気的に接続することで、配線基板６上に搭載される。この半導体チップ２
の搭載によりアンダーフィル材１５は、半導体装置２と配線基板６の接合部とその近傍位
置を保持固定する。これにより、半導体チップ２と配線基板６との接続部の面積が小さく
なり、半導体装置のマザーボード等への２次実装の際に半導体装置にかかる応力を緩和で
きる。
【００５５】
　また、配線基板６には貫通配線１３が、バンプ電極５の搭載部位（接続パッド１２）か
ら、配線基板６の外部端子搭載面側までをまっすぐに貫通するよう形成されているため、
バンプ電極５から外部端子１４までを最短の配線で接続できる。
【００５６】
　配線基板６に搭載された半導体チップ２は、ボールマウント工程に移行される。具体的
には、図１０（ｄ）に示すように、配線基板６上のランド部８に導電性のボール２４が搭
載され、複数の外部端子１４が形成される。このボールマウント工程では、配線基板６上
のランド部８の配置に合わせて複数の吸着孔が形成された吸着機構２５を用いて、例えば
半田等からなるボール２４をその吸着孔に保持する。そして、保持されたボール２４にフ
ラックスを転写形成し、配線基板６上のランド部８に一括搭載する。ボール搭載後、リフ
ローすることで外部端子１４がランド部８に固定される。
【００５７】
　外部端子１４が形成された配線基板６は、切断工程、マーキング工程等を経て、図１０
（ｅ）に示すような半導体装置１が得られる。これにより、電極パッド３から外部端子１
４までの配線距離を最短にするように配線された半導体装置を効率よく製造することがで
きる。また、半導体チップ２と配線基板６の接合部とその近傍位置のみを封止材１５で保
持固定したことにより、半導体装置の２次実装の際に当該半導体装置にかかる応力を緩和
できる。また、特許文献１に記載の半導体装置に使用されているようなエラストマを本発
明の半導体装置は使わないで応力緩和しているので、半導体装置の製造コストを低減でき
る。
【００５８】
　次に、本発明の実施例２の半導体装置の変形例を説明する。図１１は、本実施例２の変
形例であり、半導体チップ２のバンプ電極５と配線基板６との接続構造を示す断面図であ
る。図１２は、図１１の要部拡大図である。
【００５９】
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　図１１に示されるような半導体装置１は、半導体チップ２のバンプ電極５と配線電極６
との接続構造を除いては、上記の実施例２の構成と同じである。図１１及び図１２を参照
すると、配線基板６の、バンプ電極５に対応した位置にそれぞれ孔部２６が設けられてい
る。孔部２６はバンプ電極５が配置される程度の大きさであれば良い。孔部２６は、配線
基板６の外部端子搭載面側に形成された配線９を露出するように形成されている。そして
、バンプ電極５は導電性の接着部材１１を介して、孔部２６から配線基板６の外部端子搭
載面側の配線９に接続される。このように、配線基板６のバンプ電極５の搭載部位に孔部
２６を設け、孔部２６を介して外部端子搭載面側の配線９にバンプ電極５を電気的に接続
することにより、バンプ電極５から配線基板６の外部端子搭載面までを直線的、かつ電気
的に接続した。それにより、電極パッド３から外部端子１４までの高さ方向の配線距離を
さらに短くすることができる。さらに本実施例においては、孔部２６を通じて配線９とバ
ンプ電極５を接続することで、半導体装置の外形を薄型化できる。また、電極パッド３か
ら外部端子１４までの配線を短くできることで、半導体装置の処理が高速化できる。
【００６０】
　さらに、孔部２６内の配線９には、Cu/Ni/Au等のメッキ２７が設けられており、半導体
チップ２と配線基板６との電気的接続を良好にできる。また、半導体チップ２と配線基板
６との電気的接続部に孔部２６を設けたことにより、半導体チップ２と配線基板６との接
着面積を大きくすることができる。
【００６１】
　また図１３は、本実施例２の半導体装置において多層配線構造の配線基板６を適用した
例を示している。この図のように配線基板６に多層配線基板を用いることで、さらに高密
度な配線が可能となる。この態様は実施例１にも適用できる。
【００６２】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は
上記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である
ことは言うまでもない。例えば、本実施例では半導体チップ２の中央領域に、複数の電極
パッド３が設けられた場合について説明したが、本発明の技術は、チップ周辺領域に電極
パッド３が設けられた半導体チップに適用することも可能である。
【００６３】
　また本実施例ではテープ状の配線基板６を用いた場合について説明したが、ガラスエポ
キシ基板等のリジット基板を用いても良い。
【００６４】
　尚、本明細書において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単
に説明すれば下記のとおりである。
【００６５】
　本発明では、一面の中央領域に配置された複数の電極パッドを有する半導体チップが配
線基板に、該電極パッド上にバンプ電極を設けて搭載される。この配線基板の配線は、配
線基板の半導体チップ搭載面におけるバンプ電極の搭載部位から、配線基板の外部端子搭
載面までをまっすぐに配線すると共に、バンプ電極と対応する外部端子とを電気的に接続
するように構成されている。その上、配線基板のバンプ電極の搭載部位から、複数のラン
ド部のうち当該バンプ電極の搭載部位に最も近いランド部の中心位置までの水平方向距離
が０．７５ｍｍ以下に設定されている。このように半導体装置を構成したことにより、平
面方向と高さ方向で配線距離が最短になるよう配線することが可能となり、ノイズを低減
できる。さらに、外部端子までを最短の配線で接続することができ、半導体装置の処理が
高速化できる。また、バンプ電極の搭載部から、これに最も近い列のランド部までの距離
を可能な限り短くすることで、バンプ電極の搭載部から見て２列目、３列目のランド部ま
での配線距離も短くすることができ、外部端子の高密度化ができる。
【００６６】
　また、ランド部を、２次実装した際に応力の集中する配線基板の周囲、例えば半導体チ
ップの端部近傍位置に配置しないように構成できるので、半導体装置を２次実装するとき
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の信頼性を向上することができる。
【００６７】
　また、エラストマを使わず、半導体チップと配線基板の接合部とその近傍位置のみを絶
縁部材により覆って半導体チップと配線基板を保持固定することで、半導体装置の２次実
装時にかかる応力を緩和できるとともに、半導体装置のコスト低減もできる。
【００６８】
　また、配線基板のバンプ電極の搭載部位に孔部を形成し、該孔部を介してパンプ電極を
外部端子搭載面側にある配線部分に電気的に接続することにより、孔部内にバンプ電極が
挿入されるので、半導体装置の外形を薄型化できる。これにより、電極パッドから外部端
子までの配線がさらに短くでき、半導体装置の処理が高速化できる。また、半導体チップ
と配線基板との接着面積も大きくなり、接続の信頼性も向上することができる。
【００６９】
　さらに、上記の配線基板をフレキシブル配線基板とすることにより、半導体装置を薄型
化できる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の実施例１に係る半導体装置のパッケージ構造を示す断面図である。
【図２】本発明の実施例１の半導体装置に用いる配線基板のランド部の配置を模式的に示
す平面図である。
【図３】実施例１におけるランド部の配置位置を説明するための図で、要部平面図である
。
【図４】実施例１におけるランド部の配置位置を説明するための図で、要部断面図である
。
【図５】本発明の実施例１の半導体装置の製造方法について説明するための工程図である
。
【図６】本発明の実施例１の半導体装置の製造方法について説明するための工程図である
。
【図７】実施例１の変形例であり、半導体チップのバンプ電極と配線基板との接続構造を
示す断面図である。
【図８】本発明の実施例２に係る半導体装置のパッケージ構造を示す断面図である。
【図９】本発明の実施例２の半導体装置に用いる配線基板のランド部の配置を模式的に示
す平面図である。
【図１０】本発明の実施例２の半導体装置の製造方法について説明するための工程図であ
る。
【図１１】実施例２の変形例であり、半導体チップのバンプ電極と配線基板との接続構造
を示す断面図である。
【図１２】図１１の要部拡大図である。
【図１３】本発明に適用可能な多層配線構造の配線基板を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７１】
１　　半導体装置
２　　半導体チップ
３　　電極パッド
４　　パッシベーション膜
５　　バンプ電極
６　　配線基板
７　　テープ基材
８　　ランド部
９　　配線
１０　　ソルダーレジスト
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１１　　導電材料
１２　　接続パッド
１３　　貫通配線
１４　　外部端子
１５　　アンダーフィル材
１６　　半導体ウェハ
１７　　ＵＶテープ
１８　　ダイシングブレード
１９　　ダイシングライン
２０　　吸着コレット
２１　　キャリア治具
２２　　ポッティング装置
２３　　位置決めステージ
２４　　ボール
２５　　吸着機構
２６　　孔部
２７　　メッキ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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