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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体チップに形成された複数の半導体素子ユニットと、この半導体素子ユニット毎に、
互いに独立して形成された外部出力電極と、良品と不良品の半導体素子ユニットの内、良
品の半導体素子ユニットの上記外部出力電極に選択的に形成されたバンプと、このバンプ
と電気的に接続された配線層を設けた配線基板と、上記半導体チップの上記外部出力電極
以外の領域と、上記外部出力電極以外の領域と上記配線基板とに接合するバンプを備えた
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
半導体チップに形成された複数の半導体素子ユニットと、この半導体素子ユニット毎に、
互いに独立して形成された外部出力電極と、良品と不良品の半導体素子ユニットの内、良
品の半導体素子ユニットの上記外部出力電極それぞれに選択的に複数形成されたバンプと
、この複数形成されたバンプと電気的に接続された配線層を設けた配線基板とを備えた半
導体装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の半導体素子ユニットを設け、良品の半導体素子ユニットを選択的に接
続し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】
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【０００２】
　ＳｉＣを用いた半導体装置はシリコンを用いたものと比較して高電圧、大電流、高温動
作に優れているため電力用半導体装置への開発が進められている。しかしながらＳｉＣウ
エハはシリコンウエハに比べ欠陥の少ないものを作製するのが困難であり、大きな面積の
半導体素子が必要とされる大電流容量の半導体装置を得ることが困難である。
　そこで、ＳｉＣウエハ内に、ある程度の歩留まりが確保できる面積で、複数個の例えば
ショットキーダイオード等の半導体素子ユニット（以下、単にユニットという。）を形成
し、上記複数のユニットで一つのＳｉＣチップを構成するように分割加工する。上記Ｓｉ
Ｃチップには上記ユニットのショットキーバリア電極に達する開口を有する絶縁層が設け
られ、上記複数のユニットにおける不良品のユニットのショットキーバリア電極は塗布さ
れた絶縁物により絶縁され、上記絶縁層を介して設けた金属層が上記ユニットの外部出力
電極および配線層となって、良品のユニットのショトキーバリア電極のみを並列に接続し
、欠陥の多いＳｉＣウエハでも大容量の半導体装置を歩留まり良く得ようとするものがあ
る（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１１１７５９号公報（第１頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記ＳｉＣチップにおける良品のユニットを並列に接続する配線層は、
数１０μｍ以上に十分厚く成膜しないと抵抗損失が大きくなってしまう。また、上記配線
層はユニット間の分離部の絶縁層上にも形成されるので、高耐圧を確保するためには数１
０μｍ以上の十分厚い絶縁層を成膜する必要がある。
　しかしながら、ＳｉＣチップに上記のように厚膜の絶縁層と配線層を設けるため、機械
的および熱的ストレスが大きくなり上記ＳｉＣウエハのそりが大きくなって半導体装置の
製造が困難になったり、また、半導体装置の信頼性が低下するという問題点があった。
　また、一般的に、シリコンウエハを用いた半導体装置の製造において、ウエハにおける
成膜や加工は微細化の観点から、数μｍ以下の成膜と加工が可能なように製造装置が最適
化されているため、上記のように配線層と絶縁膜の厚さを増加させることが困難になると
いう問題点があった。
【０００５】
　本発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、優れた特性を有し、信頼
性の向上した半導体装置を得ること、および上記半導体装置を、高歩留まりで容易に得る
ことのできる半導体装置の製造方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る第１の電力用の半導体装置は、半導体チップに形成された複数の半導体素
子ユニットと、この半導体素子ユニット毎に、互いに独立して形成された外部出力電極と
、良品と不良品の半導体素子ユニットの内、良品の半導体素子ユニットの上記外部出力電
極に選択的に形成されたバンプと、このバンプと電気的に接続された配線層を設けた配線
基板と、上記半導体チップの上記外部出力電極以外の領域と、上記外部出力電極以外の領
域と上記配線基板とに接合するバンプを備えたものである。また、本発明に係る第２の電
力用の半導体装置は、半導体チップに形成された複数の半導体素子ユニットと、この半導
体素子ユニット毎に、互いに独立して形成された外部出力電極と、良品と不良品の半導体
素子ユニットの内、良品の半導体素子ユニットの上記外部出力電極それぞれに選択的に複
数形成されたバンプと、この複数形成されたバンプと電気的に接続された配線層を設けた
配線基板とを備えたものである。
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【発明の効果】
【０００７】
　本発明の第１の半導体装置は、半導体チップに形成された複数の半導体素子ユニットと
、この半導体素子ユニット毎に、互いに独立して形成された外部出力電極と、良品と不良
品の半導体素子ユニットの内、良品の半導体素子ユニットの上記外部出力電極に選択的に
形成されたバンプと、このバンプと電気的に接続された配線層を設けた配線基板とを備え
たもので、優れた特性を有するとともに信頼性が向上するという効果がある。またＳｉＣ
ウエハが用いられ、優れた特性を有するとともに信頼性が向上するという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１の半導体装置の断面図であり、半導体チップであるＳｉＣ
チップ９には、半導体素子ユニットであるショットキーバリアダイオードのユニット１０
が複数個形成され、各ユニット１０は独立した外部出力電極４を持っている。
　ＳｉＣチップ９に形成されたユニット１０のうち良品ユニットの外部出力電極４のみに
、例えば溶融金属（Ｓｎ－Ｐｂ、Ｓｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ｂｉ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃ
ｕ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｂｉ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｂｉ－Ｃｕ、Ａｕ－Ｓｎ等をさす。）からなる直径
が数１０～数１００μｍのバンプ１１が形成され、耐圧が不足していたり、リーク電流が
大きかったりする不良品ユニットの外部出力電極４の上にはバンプは形成されていない。
そして、不良品ユニットにはバンプが形成されていないので、ショットキーバリア側電極
３は外部出力電極４からバンプ１１、配線基板１２の配線層１３、外部リード１３ａへと
外部と並列接続され、良品のユニット１０の外部出力電極４のみが並列に接続されている
。
　配線基板１２とＳｉＣチップ９のギャップはアンダーフィル樹脂１９で充填され、Ｓｉ
Ｃチップ９は溶融金属のペーストからなるダイボンド材１８でパッケージ基板１６に固定
されている。ＳｉＣチップ９の裏面電極６は上記溶融金属がなじみやすいように最表面は
Ａｕ膜になっており、パッケージ基板１６の配線層１７に上記ダイボンド材１８を塗布し
、その上にＳｉＣチップ９をのせて上記溶融金属の溶融温度まで加熱して冷却すれば上記
溶融金属のペーストが固化し、ＳｉＣチップ９はパッケージ基板１６に固定されるととも
に裏面電極６がパッケージ基板１６の配線層１７と電気的に接続される。配線層１７は外
部リード１７ａにつながり、外部リード１７ａが良品のユニット１０のショトッキーバリ
アダイオード素子の共通の半導体側電極の出力となる。
【０００９】
　一方、図１２は、比較として示す従来の半導体装置の断面図である。つまり、チップ内
を複数個のユニット１０に分け、チップには、上記ユニット１０のショトッキーバリア電
極５２、５３に達する開口を有する絶縁層５５が設けられている。上記複数のユニットの
うち、不良品のユニットのショトキーバリア電極５２には絶縁物５１を塗布して絶縁して
後、上記絶縁層５５を介して金属層５４を設けてユニット１０の外部出力電極および配線
層とし、上記配線層により良品のユニットのショトキーバリア電極５３のみを並列に接続
する。なお、上記金属層５４はユニット１０間の分離部の絶縁層５５の上にも形成されて
いる。
【００１０】
　図１に示す本実施の形態の半導体装置に係わるＳｉＣチップ９は以下のようにして得る
ことができる。
　つまり、半導体ウエハとしてｎ＋型ＳｉＣウエハ１ａ上にｎ型ＳｉＣエピタキシャル層
２を堆積し、次に、例えばＴｉやＮｉなどの金属を数１００ｎｍ成膜し加工することによ
り複数個のショットキーバリア電極３を形成して、上記ＳｉＣウエハ１ａに複数個のユニ
ット１０を形成する。上記ショットキーバリア電極３上に例えばＡｌを１μｍ程度成膜し
て加工することにより外部出力電極４を形成する。バンプの溶融金属がなじみやすいよう
に外部出力電極の最表面をＡｕ膜にする場合は、さらにＣｒ－Ｎｉ－Ａｕなどを成膜する
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。
　さらに、例えばポリイミド膜を数μｍ程度成膜して、外部出力電極４の一部のみ開口し
た保護膜５とし、ｎ＋型ＳｉＣウエハ１ａの裏面は例えばニッケルと金を成膜して裏面電
極６とする。
　次に、上記外部出力電極４がユニット１０の金属側出力電極、裏面電極６が半導体側出
力電極として、ＳｉＣウエハ内のユニット１０を下記のようにして良否判定し、良品ユニ
ットの外部出力電極４のみにバンプを形成してＳｉＣウエハ部材を得、これを分割加工し
て複数のユニット１０を有するＳｉＣチップ９とする。
【００１１】
　図２により、ＳｉＣウエハに所定の歩留まりが得られるようにユニットを設ける方法を
説明するが、図２（ａ）は本実施の形態の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップ９の平面図
、図２（ｂ）は、図２（ａ）におけるＡ－Ａ´線での断面図であり、簡単にするためにユ
ニット１０を４×４個配置した例を示している。
　例えば１００Ａの電流容量を持つ半導体装置を作製する場合、ＳｉＣチップ９のショト
キーバリア電極３の面積に対する電流容量は３Ａ／ｍｍ２程度であるので約６ｍｍ角の面
積のショトキーバリアが必要になる。例えば、ＳｉＣウエハの欠陥密度が１０個／ｃｍ２

以下であると、上記面積では５％以下の歩留まりしか得られなく量産化が困難となる。そ
こで本実施の形態においては各ユニット１０のショトキーバリア電極３の面積を十分な歩
留まりが得られる大きさに設定する。例えば欠陥密度が１０個／ｃｍ２程度であってもユ
ニット１０のショトキーバリア電極３の面積を１ｍｍ角にすれば８０％以上の歩留まりが
得られ、このユニット１０をＳｉＣチップ９に複数個配置すれば８０％以上の確率で良品
ユニットが得られる。
　そこで、図２（ａ）に示すようにユニット１０を４×４個配置した場合では、歩留まり
が８０％であると３個程度のユニットが不良ユニットとなる計算になる。本実施の形態に
係わるＳｉＣチップ９では良品のユニットの外部出力電極４のみに溶融金属からなる直径
が数１０～数１００μｍの大きさのバンプ１１を形成しており、図２でバンプ１１がない
ユニットが不良ユニットである。
【００１２】
　図３は本実施の形態の半導体装置に係わる、配線層を設けた配線基板からなる配線基板
部材の平面図であり、図２に示すバンプ１１を形成したＳｉＣチップ９と接続されて半導
体装置となる。
　図３（ａ）は例えばセラミックや樹脂からなる配線基板１２の表面に、少なくともＳｉ
Ｃチップ９においてバンプ１１が形成される領域に対応して配線層１３が形成された場合
であり、上記配線層１３は外部リード１３ａに接続されている。配線層１３と外部出力電
極４はバンプ１１によって電気的に接続されるので、バンプ１１が形成された良品ユニッ
トの電極のみが並列に接続される。
　また、ユニット１０の配列間隔は１ｍｍ以上であるので、シリコンウエハを用いた半導
体装置の製造は、シリコンチップの配線基板への実装工程においては幅数１００μｍ～数
ｍｍ、厚さ数１０～数１００μｍのパターンを形成するように最適化された製造装置が用
いられるため、上記製造装置と形成技術で、本実施の形態に係わる配線基板１２の配線層
１３のパターンを容易に作製でき、配線層１３の膜厚も容易に数１０～数１００μｍの厚
さに形成でき、電気抵抗の低い配線が可能となる。
　なお、本実施の形態におけるユニット１０はショトキバリアダイオードであり、ＳｉＣ
チップ９の表面からの出力は一種類だけであるので配線層１３は図３（ｂ）に示すように
配線基板１２の表面全面に形成された単純なパターンでもよく、配線基板１２の作製工程
を簡略化できる。
【００１３】
　以上のように、本実施の形態の半導体装置は、半導体ウエハとしてＳｉＣウエハを用い
ているので、高電圧、大電流、高温動作性にすぐれ、電力用半導体装置として用いること
ができる。
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　また、本実施の形態の半導体装置は、ＳｉＣチップ９と図３に示す配線基板部材とを接
続することにより得ることができるが、上記のようにＳｉＣウエハに設けるユニットを所
定の歩留まりが確保できる程度の面積に設定し、良品のユニットの電極のみにバンプ１１
を形成し、このバンプ１１を用い、ＳｉＣチップ９とは別の配線基板１２に設けた配線層
１３で上記良品のユニットの外部電極を並列に接続したので、優れた特性の半導体装置を
歩留まり良く得ることができる。また、バンプ１１で接続するのでＳｉＣチップ９で発生
した熱をパッケージ側だけでなく配線基板側にも逃がすことが可能になりより高温での動
作や高電流での動作が可能になる。
　また、図１２に示すように、ＳｉＣチップに配線層５４や絶縁膜層５１を直接成膜して
設けないので、厚膜のためのストレスによるＳｉＣウエハのそりや膜応力の発生が防止で
きるため半導体装置の信頼性が向上し、上記成膜工程が必要でないので製造が簡便になり
コストを削減できる。また、配線基板１２へバンプ１１接続することにより、外部リード
への接続も同時にできるので実装工程が簡便になりコストを削減できる。
【００１４】
　配線層１３がＳｉＣチップ９に近すぎると例えばユニット１０間の分離部上で放電した
り分離耐圧に影響したりするが、バンプ１１による接続であるので、配線層１３はＳｉＣ
チップ９からバンプ１１の大きさの距離（バンプ１１の直径である数１０～数１００μｍ
の大きさ）だけ離せるので、図１２に示す従来の半導体装置より、容易に高耐圧を実現で
きる。また、上記従来の半導体装置において、ユニット間の分離部の絶縁層５５上に金属
層５４が形成されることにより、ユニット１０の耐圧が低下するのを防止できる。
　図１２に示す従来の半導体装置において、絶縁層５５にはＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法で成膜した、厚さ１μｍ程度のＰＳＧ（Ｐｈｏｓ
ｐｈｏｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｇｌａｓｓ）膜などの酸化膜を使用するが、ＰＳＧ膜の絶縁破
壊耐圧は２～６ＭＶ／ｃｍ程度であるので、耐圧は２００～６００Ｖとなり、定格電圧が
ｋＶ台の半導体装置は実現できない。５ｋＶの耐圧の半導体装置を作製するには絶縁層は
８～２５μｍもの厚い膜が必要になり成膜が困難になる。
　一方、本実施の形態においては、例えばバンプ１１を１００μｍとすると配線層１３と
ＳｉＣチップ９は１００μｍ離れるので、保護膜５とアンダーフィル樹脂１９の絶縁破壊
耐圧を１ＭＶ／ｃｍ程度と低めに見積もっても１０ｋＶの耐圧が確保でき、本実施の形態
の半導体装置は、従来の１０～１００倍の定格電圧を有することができる。
【００１５】
　一般的に、電力用半導体装置の配線層の抵抗は、ＯＮ抵抗に比べて十分小さい必要があ
り５ｍΩ以下が望ましい。図１２に示す従来の半導体装置における金属層には、シリコン
ウエハを用いた半導体装置の製造装置では数μｍ以下の成膜ができるように最適化されて
いるため、通常数μｍ以下の厚さのアルミ系の配線材料を使用する。配線の長さと幅の比
を１０：１として、シリコンウエハを用いた半導体装置の製造装置としては厚い、３μｍ
の厚さのアルミ配線を使用したとしても、アルミ配線の抵抗は３μΩｃｍ程度であるので
配線抵抗は１００ｍΩになり、５ｍΩ以下の抵抗にするには６０μｍもの厚い膜が必要に
なり成膜が困難になる。
　一方、本実施の形態においては、配線基板１２の配線層１３は、ＳｉＣチップ９とは別
の配線基板１２に形成されたものであるので、シリコンチップを配線基板へ実装する製造
工程が適用できる。そのため、本実施の形態の半導体装置の製造において、幅が数１００
μｍ～数ｍｍ、厚さ数１０～数１００μｍのパターンを形成するように最適化された装置
が用いられ、配線層に銅を使用することができる。銅配線はアルミ配線よりも抵抗が低く
１．８μΩｃｍ程度なので配線の長さと幅の比を１０：１とすると５ｍΩ以下の抵抗にす
るには３６μｍの厚さの銅配線が必要になるが、上記のようにこの厚さは容易に実現でき
、さらに配線層の厚さを数１００μｍ以上にすることも容易である。この場合は配線抵抗
を０．５ｍΩ以下にすることもできるし、配線の長さと幅の比を１００：１としても５ｍ
Ω以下の抵抗になるのでより多くのユニットを並列接続することができる。以上のように
、本実施の形態の半導体装置は、配線抵抗の低い銅配線を用い、十分な厚さの配線が得ら
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れるので電流容量を従来の２０～２００倍にすることができる。
【００１６】
実施の形態２．
　図４は、本発明の実施の形態２の半導体装置の製造方法における、半導体ウエハである
ＳｉＣウエハ１ａ上へのバンプ形成の工程を示す説明図で、ＳｉＣウエハ１ａに形成され
たユニット１０の良否を判定するウエハテスト（以下、単にウエハテストという。）のデ
ータをソルダーシュート装置のコントローラー２１に送り、ソルダーシュート装置で良品
ユニットの外部出力電極４上にだけ選択的に溶融金属からなるバンプ１１を形成する。
【００１７】
　つまり、ウエハテスター２０にかけて、ウエハテストを行うが、ＳｉＣウエハ１ａの裏
面電極６でウエハテスター２０のステージ（図示されていない）に接続し、各ユニット１
０の外部出力電極４にプローブなどで電気的に接続してユニット１０の良否を検査する｛
図４（ａ）｝。
　次に、溶融金属を滴下する装置（以下、「ソルダーシュート装置」という）でバンプ１
１を形成するが、ソルダーシュート装置はインクジェット印刷装置と同様な動作でインク
の代わりに溶融金属の液滴をウエハの所定の位置に滴下する装置で、ウエハテスター２０
によるウエハテストデータに基づいて、ソルダーシュート装置によりバンプ１１の形成を
行う。
【００１８】
　即ち、上記ソルダーシュート装置のヘッド２２中の溶融金属槽に設置された圧電素子に
、上記ウエハテストデータに基づいてコントローラー２１からパルスを印加することによ
り、ヘッド２２のノズル２３から溶融金属の液滴を良品ユニット１０の外部出力電極４に
滴下する。上記液滴の直径はパルス信号とノズル径によって決まり、数１０～数１００μ
ｍの粒を形成でき、ヘッド２２から数ｍｍ離してＳｉＣウエハ１ａを配置して上記溶融金
属の粒を滴下することにより溶融金属のバンプをＳｉＣウエハ１ａ上に形成する。
　つまり、インクジェット印刷機で印刷するのと同様に、コントローラー２１でヘッド２
２をＳｉＣウエハ１ａのバンプ形成位置に持っていき圧電素子にパルスを印加して上記液
滴を滴下すれば所望の位置にバンプ１１が形成される｛図４（ｂ）｝。この時、バンプを
形成する外部出力電極は薄いＡｕ膜などが成膜してある方が溶融金属のなじみがよいので
外部出力電極がＡｌの場合は例えばＣｒ－Ｎｉ－Ａｕなどを成膜する場合がある。バンプ
１１の形状はＳｉＣウエハ１ａの温度で決まり、例えば室温であれば溶融金属の液滴はＳ
ｉＣウエハ１ａに触れるとすぐに固化して球状や半球状のバンプが形成される。また、Ｓ
ｉＣウエハ１ａの温度をある程度上げて溶融金属の溶融温度付近にしておけばユニットの
外部出力電極全体に上記金属を広げることもできる。複数個の溶融金属の液滴を同じ場所
に滴下することも可能なので外部出力電極の面積に対して十分な量の溶融金属の粒を滴下
すれば外部出力電極全体に広がった丘状のバンプを形成することもできる。
　本実施の形態に示すように、ウエハテストデータを用いて、良品ユニットの電極にバン
プを形成できるソルダーシュート装置などの装置を用いれば、バンプ材料の成膜や加工の
必要がないので工程が簡便になりコストを削減できる。
【００１９】
　上記のようにして、良品ユニットの外部出力電極４のみにバンプを形成してＳｉＣウエ
ハ部材を得、これを複数のユニット１０を有するＳｉＣチップ９に分割加工し、図５に示
すようにＳｉＣチップ９上のバンプ１１と、配線基板１２に設けた配線層１３とが重なる
ように置いた後に加熱して冷却することによりバンプ１１が溶けて配線層１３と接続され
る。図５は本実施の形態の半導体装置の製造方法における、配線層の接続工程を説明する
ための斜視図である。
【００２０】
　なお、図１に示すようにアンダーフィル樹脂１９は、ＳｉＣチップ９を固定しバンプ接
合部の信頼性を向上するために用いられるが、バンプ１１の接合後にＳｉＣチップ９と配
線基板１２の間に注入してもよいし、接合前にチップの上に塗布しておいてもよい。
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　また、ＳｉＣチップ９をパッケージ基板１６に固定する時に、加熱温度が高すぎたり、
時間が長すぎてバンプ１１が溶融することを防止するには、バンプ１１にダイボンド材１
８の金属よりも融点の高い金属を使用する。
　また、裏面電極６とパッケージ基板１６の配線層１７を接続する溶融金属のダイボンド
材１８は完全に固化せずに仮固定して、配線基板１２をＳｉＣチップ９の上にのせて加熱
してバンプ１１と配線層１３を接続する時に、裏面の溶融金属のペーストのダイボンド材
１８を固化するようにしてもよい。また、保護膜５の外部出力電極４開口部の大きさを最
終的なバンプの大きさ程度にして、溶融金属が溶けても開口部で制限されるようにしても
よい。例えば直径１００μｍの開口にして直径８０μｍ程度の溶融金属の粒をのせておけ
ば裏面の溶融金属のペーストのダイボンド材１８を固化するときに外部出力電極４上の溶
融金属の粒も溶けて開口部に半球状のバンプが形成される。またＳｉＣチップ９の固定に
は導電性のダイボンド材（例えば樹脂接着剤に銀フィラーなどの導電性のフィラーを混ぜ
た導電性接着剤）を用いてもよい。
【００２１】
実施の形態３．
　本発明の実施の形態３の半導体装置の製造方法は、実施の形態２において、ソルダーシ
ュート装置でバンプを形成した代わりに、バンプをボールボンダで形成する他は、実施の
形態２と同様な半導体装置の製造方法であり、図６は、本実施の形態の半導体装置の製造
方法に係わるバンプ形成工程を説明する図である。
　例えば、金バンプ３４を金のボールボンダ装置で形成する工程で、ウエハテスター２０
によるウエハテストデータに基づいて、コントローラー３１により、良品ユニットの外部
出力電極４のみに、金のワイヤ３２をキャピラリ３３で押し付けて接合してワイヤ３２を
切ることにより金バンプ３４を形成する。
　この時、ＳｉＣウエハ１ａは例えば１００℃程度に加熱され、キャピラリには加圧だけ
でなく超音波も印加される場合がある。
　このようにウエハテストデータに基づき選択的に良品ユニットのみにバンプを形成でき
るのでバンプ材料の成膜や加工の必要がないので工程が簡便になりコストを削減できる。
【００２２】
実施の形態４．
　本発明の実施の形態４の半導体装置の製造方法は、実施の形態２において、ソルダーシ
ュート装置でバンプを形成した代わりに、写真製版技術を用いてＳｉＣウエハの良品ユニ
ットの電極に選択的にバンプを形成する他は、実施の形態２と同様な半導体装置の製造方
法であり、図７は、実施の形態４の半導体装置の製造方法に係わるバンプ形成工程を説明
する図である。
　本実施の形態の半導体装置の製造方法に係わるバンプ形成工程では、ソルダーシュート
装置における溶融金属槽を有するヘッドを、露光ヘッド４２に置き換えて改造したものを
用いることができる。露光ヘッド４２は直径１０～数１００μｍのスポット光を照射でき
るようになっていて、その構造は例えば、ハロゲンランプなどの紫外線ランプ光源から光
ファイバで露光ヘッド４２まで光を導入して、光ファイバの出口にシャッター４３を設け
て露光のＯＮ／ＯＦＦを可能にしたものである。
　上記ウエハテスト後のＳｉＣウエハ１ａにレジストなどの感光性樹脂４４を塗布し、ウ
エハテストデータに基づいて、露光ヘッド４２が良品ユニットの外部出力電極４上にある
ときに、順次コントローラー４１によりシャッター４３のＯＮ信号を出して良品ユニット
の上の感光性樹脂４４を感光し感光部４７を得る｛図７（ａ）｝。
　感光性樹脂４４としてポジ型のレジストを用いた場合は、現像すると感光部４７が開口
し、良品ユニットの外部出力電極４のみが開口した感光性樹脂４４の上に蒸着などの方法
で溶融金属膜４５を成膜する｛図７（ｂ）｝。次に、感光性樹脂４４を有機溶剤などで取
り除くと良品ユニットの外部出力電極４の上にだけバンプ４６を形成できる｛図７（ｃ）
｝。
【００２３】
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　写真製版技術において、マスクを用いて感光性レジストを露光現像してマスクパターン
を上記レジストに転写する場合は、ウエハテスト結果に対応してマスクを作製することに
なるが、良品ユニットの分布はウエハごとに異なるので、ウエハごとにマスクを作製する
ことになり実用的でない。また、電子ビームなどによる直接描画装置を用いればウエハテ
スト結果に基づきウエハごとに露光パターンを変えることは容易であるが装置が高価なた
めランニングコストが増大してしまう。
　一方、本実施の形態においては、必要なバンプの直径が数１０～数１００μｍであるの
で、上記のようにマスクを用いた写真製版技術や直接描画装置ほどの解像度は必要なく、
本実施の形態のように、ソルダーシュート装置を改造することによりバンプを形成するこ
とができるので設備投資が少ない。
【００２４】
実施の形態５．
　本発明の実施の形態５の半導体装置は、実施の形態１の半導体装置における半導体素子
ユニット１０がＳｉＣショトキバリアダイオードの電力素子である代わりに、ＳｉＣ縦型
ＭＯＳＦＥＴ半導体素子を形成した他は実施の形態１と同様である。
　図８（ａ）は、本発明の実施の形態５の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップ９の平面図
であり、実施の形態１と同様にＳｉＣ縦型ＭＯＳＦＥＴ半導体素子のユニット１０を４×
４個配置した例を示している。つまり、縦型ＭＯＳＦＥＴの場合ＳｉＣチップ９の表面側
にはゲート電極の外部出力電極７とソース電極の外部出力電極８がありドレイン電極はＳ
ｉＣチップ９の裏面電極から出力する。良品のユニットのゲート電極の外部出力電極７と
ソース電極の外部出力電極８の上のみにバンプ１１が形成され、図８（ａ）でバンプ１１
がないユニットが不良ユニットである。
【００２５】
　図８（ｂ）は、図８（ａ）のＳｉＣチップ９と接続される、配線基板部材の平面図であ
り、例えばセラミックや樹脂からなる配線基板１２の表面には、ＳｉＣチップ９のソース
電極の外部出力電極８上のバンプ１１の配列間隔に対応して櫛歯状に配線層１４が形成さ
れ、配線層１４は外部リード１４ａに接続され、またＳｉＣチップ９のゲート電極の外部
出力電極７上のバンプ１１の配列間隔に対応して櫛歯状に配線層１５が形成されている。
　配線層１５は外部リード１５ａに接続され、配線層１５の配列間隔はユニットの配列間
隔に等しく１ｍｍ以上であるので、一般的に、シリコンウエハを用いた半導体装置の製造
において、シリコンチップの配線基板への実装工程においては幅数１００μｍ～数ｍｍ、
厚さ数１０～数１００μｍのパターンを形成するように最適化された装置が用いられるた
め、上記製造装置と形成技術で配線層１４、１５は容易に数１０～数１００μｍの厚さに
形成できて、さらに外部リード１４ａ、１５ａも一体で形成することも可能である。配線
基板１２をＳｉＣチップ９の上に重ねて配線層１４、１５とバンプ１１を電気的に接続す
ることにより、外部リード１４ａ、１５ａとユニット１０のソース電極とゲート電極がそ
れぞれ電気的に接続される。
【００２６】
　図９は、本実施の形態の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップ９と配線基板部材の実装構
造を説明するための斜視図であり、パッケージ基板１６の表面にはＳｉＣチップ９を固定
するとともに裏面電極と電気的につながる配線層１７が形成されている。配線層１７は外
部リード１７ａにつながっている。ユニットのドレイン電極はチップ９の裏面電極からパ
ッケージ基板１６の配線層１７、外部リード１７ａへと外部と接続され、ソース電極はバ
ンプ１１から配線基板１２の配線層１４、外部リード１４ａへと外部と接続され、ゲート
電極はバンプ１１から配線板１３の配線層１５、外部リード１５ａへと外部と接続される
。不良品ユニットにはバンプ１１が形成されないので、良品ユニットのソース電極とゲー
ト電極のみが並列に接続される。
【００２７】
　本実施の形態の半導体装置は、実施の形態１の半導体装置と同様な効果が得られるが、
特に、配線層１４、１５を、抵抗の低い銅配線を用いて十分な厚さに形成できるので、配
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線抵抗を容易に低減でき、電流容量を従来の２０～２００倍にすることができることによ
りさらに下記効果を得ることができる。
　つまり、本実施の形態に係わるＳｉＣ縦型ＭＯＳＦＥＴ半導体素子は、図８および図９
に示すように、ソース電極の外部出力電極７とゲート電極の外部出力電極８を分離して並
列接続するため、ソース電極の外部出力電極７とゲート電極の外部出力電極８に対応して
互いに分離して配置された配線層１４、１５が必要であり、配線層の幅に対して長さが長
くなるため、上記のように配線抵抗を低減できることによる効果が顕著となるのである。
【００２８】
実施の形態６．
　本発明の実施の形態６は、実施の形態１または実施の形態５において、バンプの設置状
態が図１０である他は、実施の形態１または実施の形態５と同様の半導体装置である。な
お、図１０は、本発明の実施の形態６の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップ９に形成した
ユニット上のバンプの設置状態を示す平面図である。
　図１０（ａ）はユニット１０がショットキーバリアダイオード素子のように表面に一種
類の外部出力電極４がある場合、図１０（ｂ）はユニット１０がＳｉＣ縦型ＭＯＳＦＥＴ
半導体素子のように表面に二種類の外部出力電極７、８がある場合を示し、上記実施の形
態１～５では各ユニットの外部出力電極にバンプを一個ずつ配置した例であるのに対して
、バンプが複数個の場合である。外部出力電極４に複数個のバンプ１１を形成し、複数の
バンプで接続することにより接続抵抗を下げたり、バンプ接続部のストレスを緩和したり
する効果がある。また、図１０（ｂ）に示すように、ＳｉＣ縦型ＭＯＳＦＥＴ半導体素子
では、電流の流れないゲート電極の外部出力電極７よりも電流を流すソース電極の外部出
力電極のバンプの数を増やすことによって接続抵抗を下げることもできる。
【００２９】
実施の形態７．
　本発明の実施の形態７は、実施の形態１または実施の形態５において、バンプの設置状
態が図１１である他は、実施の形態１または実施の形態５と同様の半導体装置である。な
お、図１１は、本発明の実施の形態６の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップ９に形成した
ユニット上のバンプの設置状態を示す平面図である。
　図１１（ａ）はユニット１０がショットキーバリアダイオード素子のように表面に一種
類の外部出力電極４がある場合、図１１（ｂ）はユニット１０がＳｉＣ縦型ＭＯＳＦＥＴ
半導体素子のように表面に二種類の外部出力電極７、８がある場合を示し、上記実施の形
態１～６では良品のユニットの外部出力電極のみにバンプを形成した場合を示すのに対し
て、ＳｉＣチップにおける外部出力電極４以外の領域にも、ユニットの外部出力電極と配
線層との接続を目的としない、ダミーのバンプ１１ａを形成した場合で、ダミーバンプ１
１ａによりＳｉＣチップで発生した熱を配線基板側に効率良く逃がすことができ、接続用
バンプ１１のストレスをダミーバンプ１１ａの配列によって緩和させることもできる。
　ダミーバンプ１１ａは電気的にはユニットの外部出力電極とは接続されていないので配
線層１４、１５に接続すればよい。または配線基板上のダミーバンプ１１ａが対向する位
置に配線層１４、１５とは電気的に分離された電極パッドを設けてダミーバンプ１１ａと
接続してもよい。
　なお、上記のようにユニットの間にダミーバンプを配置したが、ユニットアレイの外側
（チップの周辺部）にも配置できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置の断面図である。
【図２】本発明の実施の形態１の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップの平面図と断面図で
ある。
【図３】本発明の実施の形態１の半導体装置に係わる、配線基板部材の平面図である。
【図４】本発明の実施の形態２の半導体装置の製造方法における、バンプ形成の工程を示
す説明図である。
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【図５】本発明の実施の形態２の半導体装置の製造方法における、配線層との接続工程を
説明するための斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態３の半導体装置の製造方法に係わるバンプ形成工程の説明図
である。
【図７】本発明の実施の形態４の半導体装置の製造方法に係わるバンプ形成工程の説明図
である。
【図８】本発明の実施の形態５の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップの平面図とこれと接
続される配線基板部材の平面図である。
【図９】本発明の実施の形態５の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップと配線基板部材の実
装構造を説明するための斜視図である。
【図１０】本発明の実施の形態６の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップに形成した半導体
素子ユニット上のバンプの設置状態を示す平面図である。
【図１１】本発明の実施の形態７の半導体装置に係わる、ＳｉＣチップに形成した半導体
素子ユニット上のバンプの設置状態を示す平面図である。
【図１２】従来の半導体装置の断面図である。
【符号の説明】
【００３１】
　１　ＳｉＣウエハ部材、１ａ　ＳｉＣウエハ、３　ショトキーバリア電極、４　外部出
力電極、７　ゲート電極の外部出力電極、８　ソース電極の外部出力電極、９　ＳｉＣチ
ップ、１０　半導体素子ユニット、１１　バンプ、１１ａ　ダミーバンプ、１２　配線基
板、１３，１４，１５　配線層、２０　ウエハテスター、２１　コントローラー（ソルダ
ージュート装置）、２２　ヘッド（ソルダージュート装置）、２３　ノズル（ソルダージ
ュート装置）、３１　コントローラー（ボールボンダ装置）、３２　金ワイヤ、３３　キ
ャピラリ（ボールボンダ装置）、４１　コントローラー、４２　露光ヘッド、４３　シャ
ッター、４４　感光性樹脂、４６　バンプ。
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