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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基材上に複数の導体配線が整列して設けられ、前記導体配線にその上面および両側
面を覆うよう各々基板バンプが形成され、前記基板バンプに金属めっきが施された配線基
板と、前記配線基板上に実装された半導体チップとを備え、前記半導体チップの電極と前
記導体配線が前記基板バンプを介して接続された半導体装置において、
　前記半導体チップの電極上にチップバンプが形成され、
　前記チップバンプと前記基板バンプの超音波接合を介して前記半導体チップの電極と前
記導体配線が接続されており、前記接合された部分の前記基板バンプのめっきの一部が剥
けて、前記チップバンプと前記基板バンプの接合面の外側へはみ出ており、
　前記チップバンプの平坦部領域が前記基板バンプとの接合領域より大きく、前記基板バ
ンプは前記チップバンプより硬度が低いことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記接合面の外側へはみ出でた前記基板バンプのめっきの一部は、前記チップバンプの
めっきと合金化している請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記基板バンプにおける前記接合面のめっき厚みは、前記接合面以外の部分のめっき厚
みに比べ１／３から１／８の厚みになっている請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記基板バンプは丸みを帯びた形状を有する請求項１～３のいずれか１項に記載の半導
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体装置。
【請求項５】
　前記チップバンプは、Ｎｉ基層とＡｕ表面層とからなる請求項１～４のいずれか１項に
記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記基板バンプは、Ｃｕ基層とＡｕ表面層とからなる請求項１～５のいずれか１項に記
載の半導体装置。
【請求項７】
　絶縁基材上に複数の導体配線が整列して設けられ、前記導体配線にその上面および両側
面を覆うよう各々基板バンプが形成され、前記基板バンプに金属めっきが施された配線基
板上に、半導体チップを搭載し、前記半導体チップの電極と前記導体配線とを前記基板バ
ンプを介して接続することにより前記半導体チップを実装する半導体装置の製造方法にお
いて、
　前記半導体チップの電極上にチップバンプを形成する工程と、
　前記チップバンプと前記基板バンプとを超音波接合し、その際に、前記基板バンプの前
記チップバンプとの接合面の表層めっきの一部が削れて周縁にはみ出るようにする工程と
を備え、
　前記チップバンプの平坦部領域が前記基板バンプとの接合領域より大きく、前記基板バ
ンプは前記チップバンプより硬度が低いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記チップバンプと前記基板バンプとを接合する際に、前記チップバンプを変形させず
に、前記基板バンプの頭頂部を平坦に変形させて接合する請求項７に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項９】
　前記チップバンプと前記基板バンプとを接合する際に、前記基板バンプにおける前記接
合面のめっき厚みが、前記接合面以外の部分のめっき厚みより薄くなるように接合する請
求項７または８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記基板バンプは丸みを帯びた形状を有する請求項７～９のいずれか１項に記載の半導
体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記チップバンプは、Ｎｉ基層とＡｕ表面層とからなる請求項７～１０のいずれか１項
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記基板バンプは、Ｃｕ基層とＡｕ表面層とからなる請求項７～１１のいずれか１項に
記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板上の導体配線に突起電極（バンプ）を介して半導体チップの電極が
電気接続された半導体装置およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　配線基板上の導体配線上に突起電極（バンプ）が形成され、そのバンプを介して導体配
線に半導体チップの電極が電気的に接続された半導体装置として、液晶ドライバ等に用い
られるバンプオンフィルム（ＢＯＦ：Ｂｕｍｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）などのパッケージが知
られている。半導体チップを実装する配線基板としては、ポリイミドなどのフィルム基材
上に配線を形成したテープキャリア基板が多く用いられている。
【０００３】
　フィルム基材上の導体配線にバンプを介して半導体チップの電極を電気接続した従来の
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半導体装置の例として、特許文献１に記載された半導体装置について、図面を参照して以
下に説明する。
【０００４】
　図１１は、従来のＢＯＦの一構成例である半導体装置を示す断面図である。この半導体
装置は、テープキャリア基板９の上に半導体チップ１が搭載され、半導体チップ１の回路
面およびテープキャリア基板９の接続部は封止樹脂８により保護された構造を有し、液晶
ディスプレイなどのフラットパネルディスプレイの駆動用ドライバとして主に使用されて
いる。
【０００５】
　テープキャリア基板９は、主たる要素として、柔軟な絶縁性のフィルム基材５と、フィ
ルム基材５の面上に形成された導体配線６と、導体配線６に設けられたバンプ１４を有す
る。バンプ１４は、フィルム基材５上の導体配線６のうち、半導体チップ１上の電極２に
相対する位置に配置された導体配線６に形成されている。導体配線６上には、必要に応じ
て金属めっき被膜および絶縁樹脂であるソルダーレジストの層が形成される。一般的に、
フィルム基材としてはポリイミドが使用され、導体配線としては銅が使用される。
【０００６】
　フィルム基材５上の導体配線６と半導体チップ１上の電極２をバンプ１４を介して電気
的に接続するためには、半導体チップの上面から例えば超音波振動を印加することによっ
て、フィルム基材５の導体配線６上に形成されたバンプ１４と半導体チップ１の電極２を
接合する。
【特許文献１】特開２００４－３２７９３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記従来のＢＯＦによる接続方法では、上述したように、フィルム基材の導体配線上に
形成されたバンプと半導体チップの電極を、半導体チップに超音波振動を印加することに
よって直接接合するため、半導体チップの電極下にクラック等の機械的なダメージを与え
易いという問題を有していた。
【０００８】
　本発明は、上記従来の問題点を解決するもので、フィルム基材上の導体配線にバンプを
介して半導体チップの電極を電気接続するための超音波振動に起因する、半導体チップの
電極下への機械的ダメージが低減された半導体装置を提供することを目的とする。また、
そのような半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の半導体装置は、絶縁基材上に複数の導体配線が整列して設けられ、前記導体配
線にその上面および両側面を覆うよう各々基板バンプが形成され、前記基板バンプに金属
めっきが施された配線基板と、前記配線基板上に実装された半導体チップとを備え、前記
半導体チップの電極と前記導体配線が前記基板バンプを介して接続される。上記の課題を
解決するために、前記半導体チップの電極上にチップバンプが形成され、前記チップバン
プと前記基板バンプの超音波接合を介して前記半導体チップの電極と前記導体配線が接続
されており、前記接合された部分の前記基板バンプのめっきの一部が剥けて、前記チップ
バンプと前記基板バンプの接合面の外側へはみ出ており、前記チップバンプの平坦部領域
が前記基板バンプとの接合領域より大きく、前記基板バンプは前記チップバンプより硬度
が低いことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の半導体装置の製造方法は、絶縁基材上に複数の導体配線が整列して設けられ、
前記導体配線にその上面および両側面を覆うよう各々基板バンプが形成され、前記基板バ
ンプに金属めっきが施された配線基板上に、半導体チップを搭載し、前記半導体チップの
電極と前記導体配線とを前記基板バンプを介して接続することにより前記半導体チップを
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実装する半導体装置の製造方法である。上記の課題を解決するために、前記半導体チップ
の電極上にチップバンプを形成する工程と、前記チップバンプと前記基板バンプとを超音
波接合し、その際に、前記基板バンプの前記チップバンプとの接合面の表層めっきの一部
が削れて周縁にはみ出るようにする工程とを備え、前記チップバンプの平坦部領域が前記
基板バンプとの接合領域より大きく、前記基板バンプは前記チップバンプより硬度が低い
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　上記構成によれば、基板バンプのめっき頭頂部が剥け、そのめっきはみ出し部が基板バ
ンプとチップバンプの接合部周縁に位置し、その一部がチップバンプと接合することによ
り、安定した接続信頼性が得られる。
【００１２】
　そのため、基板バンプとチップバンプを接合する際に超音波振動を用いた場合でも、超
音波振動による半導体チップの電極下への機械的ダメージを低減して、基板バンプとチッ
プバンプ間に強固な接続状態を形成でき、装置の信頼性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　上記構成の本発明の半導体装置において、前記接合面の外側へはみ出でた前記基板バン
プのめっきの一部は、前記チップバンプのめっきと合金化していることが好ましい。
【００１５】
　また、前記基板バンプにおける前記接合面のめっき厚みは、前記接合面以外の部分のめ
っき厚みに比べ１／３から１／８の厚みになっていることが好ましい。
　また、前記基板バンプは丸みを帯びた形状を有することが好ましい。
　また、前記チップバンプは、Ｎｉ基層とＡｕ表面層とからなることが好ましい。
　また、前記基板バンプは、Ｃｕ基層とＡｕ表面層とからなることが好ましい。
【００１６】
　上記構成の本発明の半導体装置の製造方法において、前記チップバンプと前記基板バン
プとを接合する際に、前記チップバンプを変形させずに、前記基板バンプの頭頂部を平坦
に変形させて接合することが好ましい。
【００１７】
　また、前記チップバンプと前記基板バンプとを接合する際に、前記基板バンプにおける
前記接合面のめっき厚みが、前記接合面以外の部分のめっき厚みより薄くなるように接合
することが好ましい。
　また、前記基板バンプは丸みを帯びた形状を有することが好ましい。
　また、前記チップバンプは、Ｎｉ基層とＡｕ表面層とからなることが好ましい。
　また、前記基板バンプは、Ｃｕ基層とＡｕ表面層とからなることが好ましい。
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を示す半導体装置およびその製造方法について、図面を参照
しながら具体的に説明する。
【００１９】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における半導体装置を示す断面図である。図２（ａ）は
、同半導体装置の要部、すなわちバンプを介した接続部分を示す断面図、（ｂ）はその接
合箇所におけるＡ部を拡大して示す断面図である。同図は、良好な状態で接続されている
様子を示す。
【００２０】
　図１に示すように、半導体チップ１に設けられた電極２には、チップバンプ３が形成さ
れている。電極２の周囲には保護膜４が形成されている。テープキャリア基板９は、絶縁
性のフィルム基材５と、フィルム基材５上に設けられた導体配線６と、導体配線６に形成
された基板バンプ７から構成されている。チップバンプ３と基板バンプ７の接合を介して
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、半導体チップ１の電極２とテープキャリア基板９の導体配線６とが電気的に接続されて
いる。半導体チップ１の回路面とテープキャリア基板９の間の接続領域には封止樹脂８が
充填されて、封止樹脂８により保護、固定されている。
【００２１】
　図２に示すように、チップバンプ３は、Ｎｉ基層３１とＡｕ表面層３２からなる。基板
バンプ７は、Ｃｕ基層７１とＡｕ表面層７２からなる。チップバンプ３と基板バンプ７の
間の接合部１３（図２（ａ）参照）では、Ａｕ表面層７２が薄くなった状態が示される。
すなわち、接合部１３のＡｕ表面層７２の一部が剥けて、接合部１３の外側へはみ出てい
る。
【００２２】
　基板バンプ７は、チップバンプ３より硬度が低く、フィルム基材５上の導体配線６の上
面および両側面を覆うように形成されている。チップバンプ３は、厚みが５～１０μｍで
通常のバンプに比べ低背バンプであり、形状は電極２上に平坦に形成され、電極２の周囲
の保護膜４の上まで被るような構成となっている。基板バンプ７は、厚みが１５～３０μ
ｍであり、チップバンプ３に比較すると丸みを帯びた形状となっている。そため接続状態
は、平坦なチップバンプ３の中央に、丸みを帯びた基板バンプ７の頭頂部が押しつけられ
、基板バンプ７の頭頂部のＣｕ基層７１が平坦化し、チップバンプ３のＡｕ表面層３２と
基板パンプ７のＡｕ表面層７２がＡｕ－Ａｕ接合して接続された状態となっている。
【００２３】
　チップバンプ３の材質としては、無電解めっきにより膜形成が可能となる複数種類の金
属を用いる。上述の一例のように、Ｎｉ（ニッケル）およびＡｕを用い、それらの金属を
Ｎｉ、Ａｕの順番に無電解めっきすることによりバンプを層形成する。材質としては、こ
の例に限定されることなく、無電解めっきで膜形成が可能な金属であれはどのような金属
の組み合わせでも良い。例えば、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ等の金属を用いることもできる。
【００２４】
　一方、基板バンプ７の材質は、電解めっきで形成したＣｕ基層７１の表面に、Ａｕめっ
きを施してＡｕ表面層７２を形成したＡｕ／Ｃｕ構成である。Ａｕ／Ｎｉ／Ｃｕのような
バンプ構成でも良い。チップバンプ３と基板バンプ７の硬さの関係は、ビッカース硬度で
５倍以上の差があれば良く、チップバンプ３が４００（Ｈｖ）以上で、基板バンプ７は１
００（Ｈｖ）以下が最適である。
【００２５】
　以下に、チップバンプ３と基板バンプ７の接続メカニズムを説明する。半導体チップ１
の電極２上に形成されたチップバンプ３と、フィルム基材５上の導体配線６の上面および
両側面を覆うように形成された基板バンプ７が、互いに圧接され超音波が印加されると、
硬度が低い方の基板バンプ７が変形を起こす。すなわち、丸みを帯びた基板バンプ７の頭
頂部のＡｕ表面層７２が剥けた状態となり、剥けたＡｕ表面層７２は、接合部周縁にＡｕ
めっきのはみ出し部７３を形成する。Ａｕめっきのはみ出し７３の一部は、チップバンプ
３のＡｕ表面層３２と接合する。さらに基板バンプ７頭頂部のＡｕ表面層７２とチップバ
ンプ３のＡｕ表面層３２は、強固なＡｕ－Ａｕ接合からなる接合部１３を形成する。接合
部１３の厚みは、基板バンプ７頭頂部のＡｕ表面層７２の厚みｔ（０．８～１．５μｍ）
より充分薄く、１／３ｔから１／８ｔの厚みとなる。この厚みｔは、言い換えるとチップ
バンプ３のＡｕ表面層３２の厚み（０．１～０．５μｍ）より若干厚い程度で、この点か
らも、超音波接合によって充分強固なＡｕ－Ａｕ接合が形成されていることが確認できる
。
【００２６】
　接合のメカニズムは次のとおりである。すなわち、荷重と超音波を印加しながら基板バ
ンプ７にチップバンプ３を押しつける過程で、Ａｕ表面層３２、７２の表面の不純物が取
り除かれ新生面が露出しながら接合が進み、余分なＡｕめっきのはみ出し７３は、接合さ
れたチップバンプ３と基板バンプ７の周縁でチップバンプのＡｕ表面層３２と接合する。
【００２７】
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　以上のように、基板バンプ７はチップバンプ３より硬度が低い、つまりチップバンプ３
が基板バンプ７よりも硬度が高いために、それらの接合時に基板バンプ７頭頂部が変形す
ることで、半導体チップ１にかかる応力が緩和されている。しかも、丸みを帯びた基板バ
ンプ７頭頂部のＡｕ表面層７２が剥けた状態となり、剥けたＡｕ表面層７２は接合部１３
周縁にＡｕめっき７３のはみ出しとして形成される。Ａｕめっきのはみ出し７３の一部は
チップバンプ３のＡｕ表面層３２とＡｕ－Ａｕ接合し、良好な接合状態が得られる。
【００２８】
　また、チップバンプ３は、その硬度が基板バンプ７に比べて高く、接合による変形が無
いため、接合荷重が電極２に均一に掛かることから、半導体チップ１への機械的なダメー
ジが軽減される。
【００２９】
　本実施の形態における半導体装置の構成、およびそれによる効果をより明確に説明する
ために、接続不良状態の半導体装置（不良品）の全体を示す断面図を図３に、図３の一部
を拡大した断面図を図４に示す。
【００３０】
　図３、図４に示す通り、不良品では基板バンプ７の頭頂部は変形しているものの、チッ
プバンプ３と基板バンプ７の接合部における基板バンプ７のＡｕ表面層７２の厚みは、接
合部ではない部分の厚みとほぼ同じ厚みである。また基板バンプ７の頭頂部のＡｕ表面層
７２は剥けていない。このような状態では充分な接合強度を得られず、封止樹脂８の熱膨
張や、半導体装置の実装など、取り扱い時の機械的応力で接合不良が生じるおそれがある
。
【００３１】
　さらに、これらの良品、不良品のチップバンプ３と基板バンプ７の接合状態を観察した
写真を図５及び図６に示す。図５は本実施の形態による接続良好な状態の接合部１３の断
面写真、図６は接続不良の状態の接合部１３の断面写真である。
【００３２】
　図３、図４を参照して説明した状態を、写真で観察できる。図５では、Ａｕめっきのは
み出し７３と、接合部１３の薄くなったＡｕめっきが観察できる。またＡｕめっきのはみ
出し７３がチップバンプ３のＡｕ表面層３２とＡｕ－Ａｕ接合している様子も観察できる
。図６では、チップバンプ３と基板バンプ７の接合面を見ても、基板バンプ７のＡｕ表面
層７２の厚みは、接合部１３ではない部分の厚みとほぼ同じ厚みである。また基板バンプ
７の頭頂部のＡｕ表面層７２は剥けていないことが確認できる。
【００３３】
　図７は、本発明の実施形態に対応する構成を有する半導体装置の、接続不良品と良品の
シェア強度測定比較データを示す。測定サンプルとして、図５に示した本発明の実施形態
における接続良好な状態の半導体装置と、図６の接続不良状態の半導体装置をそれぞれｎ
＝６ずつ測定した。測定方法を図７（ａ）に示す。水平方向にスピード０．１ｍｍ／ｓで
シェアツール１５を基板バンプ７に当て、バンプが剪断するまでの最大強度を測定した。
【００３４】
　測定結果を図７（ｂ）に示す。合格基準のシェア強度７ｇに対して、図６の接続状態で
は充分な接続強度が得られず、いずれも測定不能（０ｇ）となった。一方、図５の本発明
の実施形態のサンプルでは、平均１４．８ｇ、最大値１６．３ｇ、最小値１３．７ｇとい
う結果が得られた。この結果によれば、図６の接続状態（不良品）では、観察写真からは
一見しっかりと接合しているように見えるが、チップバンプ３と基板バンプ７のＡｕ－Ａ
ｕ接合がしっかりと出来ていないことが判る。一方、図５の本発明の実施形態における接
続状態では、Ａｕ表面層３２、７２の表面の不純物が取り除かれ、新生面が露出しながら
接合できており、Ａｕめっきのはみ出し７３の一部もＡｕ－Ａｕ接合しているため、充分
な接合強度を確保できる。
【００３５】
　（実施の形態２）
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　本発明の実施の形態２における半導体装置の製造方法について説明する。
【００３６】
　図８は、本実施の形態の半導体装置の製造方法に用いる、バンプ付きテープキャリア基
板の製造工程を示す。（ａ１）～（ｆ１）は平面図である。（ａ２）～（ｆ２）は、（ａ
１）のＡ－Ａ’線に対応する位置での各平面図における断面を拡大して示す図である。
【００３７】
　まず図８（ａ１）に示すように、長方形状のフィルム基材５上の周縁４辺に、フィルム
基材５内方に向かって先端が細くなった複数の導体配線６からなる端子部を形成する。
【００３８】
　次に図８（ｂ１）に示すように、導体配線６を覆ってフィルム基材５上に、均一の厚み
でフォトレジスト１０を塗布する。
【００３９】
　次に図８（ｃ１）に示すように、長孔状マスクパターン１１ａを開けた露光マスク１１
を通してフォトレジスト１０に対する露光を行う。
【００４０】
　次に図８（ｄ１）に示すように、フォトレジスト１０の現像を行い長孔状のパターン１
２を形成する。開口された長孔状のパターン１２中に、一定間隔で導体配線６の一部とフ
ィルム基材５が露出する。
【００４１】
　次に図８（ｅ１）に示すように、開口された長孔状パターン１２を通して、導体配線６
にめっきを施して、バンプ７を形成する。
【００４２】
　次に図８（ｆ１）に示すように、フォトレジスト１０を取り去って、バンプ付きテープ
キャリア基板９が完成する。
【００４３】
　図９は、上述のようにして作製された本実施の形態における、バンプ付きテープキャリ
ア基板のバンプ部分の拡大図である。（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は（ｂ）
におけるＢ－Ｂ’断面図、（ｄ）は（ｃ）におけるＣ－Ｃ’断面図を示す。フィルム基板
５上の導体配線６の上面および両側面を覆うように、バンプ７が形成されている。
【００４４】
　以上のようにして作製されたテープキャリア基板に、本実施の形態における半導体装置
の製造方法により半導体チップを実装する工程を、図１０に示す。
【００４５】
　まず図１０（ａ）に示すように、予めテープキャリア基板９に封止樹脂８を塗布し、半
導体チップ１のチップバンプ３と、テープキャリア基板９の基板バンプ７との位置合わせ
を行う。この時の位置合わせは、一般的には、半導体チップ１上の位置合わせマークとフ
ィルム基材５上の位置合わせマークを利用して、チップバンプ３と基板バンプ７の位置が
互いに合わされる。
【００４６】
　次に接合工程を行う。すなわち、チップバンプ３と基板バンプ７との位置合わせが終了
した状態で、半導体チップ１とテープキャリア基板９に対して、接合ツール（図示せず）
により、半導体チップ１の裏面（図面では上面）から、半導体チップ１への接合荷重を増
加させながら印加して、チップバンプ３と基板バンプ７を接合させる。このときの荷重は
、１バンプ当たり０．１Ｎ～２．０Ｎとする。その際、接合部の温度を１００℃から３０
０℃に上昇させておく。この接合時には、同時に、接合ツールに超音波信号を印加する。
超音波の印加は、振幅振動が０．１μｍ～１．０μｍの範囲で適正な条件を見い出して行
う。超音波信号の印加により発生する接合ツールの超音波振動により、チップバンプ３と
基板バンプ７の接合を、より早くかつ確実に行うことができる。荷重が一定荷重になった
後で超音波を印加しても良い接合状態を得られないことから、安定した接合状態を得るた
めには、荷重を徐々に付加しながら超音波を印加する。
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【００４７】
　図１０（ｂ）は、チップバンプ３と基板バンプ７を接合が完了した状態を示し、図１と
同様の図である。接合ツールに荷重と超音波を印加した結果、基板バンプ７はチップバン
プ３より硬度が低いので、それらの接合時に基板バンプ７頭頂部が平坦に変形する。それ
により、半導体チップ１にかかる応力が緩和されている。しかも、基板バンプ７頭頂部の
Ａｕ表面層７２が剥けた状態となり、剥けたＡｕ表面層７２は接合部周縁にＡｕめっき７
３のはみ出しとして形成される。Ａｕめっきのはみ出し７３の一部はチップバンプ３のＡ
ｕ表面層３２との接合部１３となり、良好な接合状態が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明の半導体装置によれば、フィルム基材上の導体配線にバンプを介して半導体チッ
プの電極を電気接続するための超音波振動に起因する、半導体チップの電極下への機械的
ダメージが低減され、安定した接続信頼性を得ることができる。このため特に液晶ディス
プレイなどのフラットパネルディスプレイの駆動用ドライバとして有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態１における半導体装置を示す断面図
【図２】（ａ）は図１の要部を示す断面図、（ｂ）は（ａ）の一部を拡大して示す断面図
【図３】接続不良状態の半導体装置を示す断面図
【図４】図３の要部を示す断面図
【図５】接続良好な状態の半導体装置におけるバンプの接合部を示す断面写真
【図６】接続不良な状態の半導体装置におけるバンプの接合部を示す断面写真
【図７】（ａ）はバンプの接合部の接続良好な状態の半導体装置と接続不良な状態の半導
体装置のシェア強度測定の方法を示す断面図、（ｂ）は測定結果の比較データを示す図
【図８】本発明の実施の形態２における半導体装置の製造方法に用いるバンプ付きテープ
キャリア基板の製造工程を示し、（ａ１）～（ｆ１）は平面図、（ａ２）～（ｆ２）は断
面図
【図９】本発明の実施の形態２における半導体装置の製造方法に用いるバンプ付きテープ
キャリア基板のバンプ部分を示す拡大図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図、（ｃ
）は（ｂ）のＢ－Ｂ’線に沿った断面図、（ｄ）は（ｃ）のＣ―Ｃ’線に沿った断面図
【図１０】同製造方法におけるテープキャリア基板へ半導体チップを接合する工程を示す
断面図
【図１１】従来の半導体装置の構造を示す断面図
【符号の説明】
【００５０】
　１　　半導体チップ
　２　　電極
　３　　チップバンプ
　３１　Ｎｉ基層
　３２　Ａｕ表面層
　４　　保護膜
　５　　フィルム基材
　６　　導体配線
　７　　基板バンプ
　７１　Ｃｕ基層
　７２　Ａｕ表面層
　７３　Ａｕめっきのはみ出し部
　８　　封止樹脂
　９　　テープキャリア基板
　１０　フォトレジスト
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　１１　　露光マスク
　１１ａ　長孔状マスクパターン
　１２　　長孔状パターン
　１３　　接合部
　１４　　バンプ
　１５　　シェアツール

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】



(11) JP 4728782 B2 2011.7.20

【図９】 【図１０】

【図１１】



(12) JP 4728782 B2 2011.7.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  松村　和彦
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内

    審査官  越本　秀幸

(56)参考文献  特開２００３－２１８１４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０３７１３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０６４２３７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／６０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

