
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子と、
　該半導体素子で発生する熱を放熱する放熱部材と、
　前記半導体素子と前記放熱部材を熱的に接続する接続部材とを有
　前記接続部材を金属により形成すると共に、変形することにより前記半導体素子と前記
放熱部材との間に発生する応力を吸収する構成とし、
　かつ、該接続部材と前記半導体素子とを金属接合し 導体装置
　

を特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　

を特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の半導体装置において、
　

を特徴とする半導体装置。
【請求項４】
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し、

た半 であって、
前記接続部材を変形可能な構成とされた複数のポストを有する構成とすると共に、前記

複数のポストの長さを、中心部における長さに対し、外周部における長さを長く設定した
こと

前記複数のポストの断面積を、中心部における断面積に対し、外周部における断面積が
小さくなるよう設定したこと

前記複数のポストの配設密度を、中心部における配設密度に対し、外周部における配設
密度が低くなるよう設定したこと



　請求項１乃至 のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　 を特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は半導体装 係り、特に半導体チップから発生する熱の放熱効率の向上を図っ
た半導体装 関する。
【０００２】
近年、半導体チップが高集積化してきており、また、半導体装置の実装の高密度化が要求
されてきている。そこで、ＱＦＰ (Quad Flat Package) 型半導体装置に比べて、外部接続
端子（バンプ，ランド等）の狭ピッチ化を図ることができるＢＧＡ型半導体装置及びＬＧ
Ａ型半導体装置が注目され、また実用されるようになってきている。
【０００３】
また、半導体チップの高集積化に伴い半導体素子の発熱量が増えてきており、よって半導
体装置の放熱特性を向上させる必要がある。
【０００４】
【従来の技術】
従来から、外部接続端子の狭ピッチ化及び放熱特性の向上を図った半導体装置が各種提案
されている（例えば特許文献１～４）。図１は、従来の放熱特性の向上を図った半導体装
置の一例を示している。同図に示す半導体装置１はＦＣ－ＢＧＡ (Flip Chip Bump Grid A
rray package)構造とされており、大略すると半導体チップ２，パッケージ基板３，放熱
部材４，半田ボール５等により構成されている。
【０００５】
半導体チップ２は、パッケージ基板３の上面にフリップチップ実装されている。また、パ
ッケージ基板３の下面には、外部接続端子として機能する半田ボール５が配設されている
。パッケージ基板３は多層基板であり、半導体チップ２と半田ボール５は、この内部配線
により電気的に接続された構成となっている。
【０００６】
また、放熱部材４は半導体チップ２を保護するリッドとして機能すると共に、半導体チッ
プ２で発生した熱を放熱する放熱板としても機能するものである。よって、半導体チップ
２と放熱部材４は熱的に接続する必要があるが、従来では熱的接続部材６（以下、単に接
続部材という）を用いて半導体チップ２の背面と放熱部材４の内面を熱的に接続すること
が行なわれていた。
【０００７】
この際、半導体チップ２の背面から放熱部材４への熱伝達機構としては、従来では次に述
べる二つの方法が一般的であった。
【０００８】
(a)　半導体チップ２と放熱部材４の材質差による熱膨張率のミスマッチによる信頼度低
下を防止するため、接続部材６として応力緩和性のあるグリス（コンパウンド）、或いは
熱伝導性の接着剤などの熱媒体を用い、これを半導体チップ２と放熱部材４との間に配設
する方法（図１に図示した方法）
(b)　半導体チップ２の熱膨張率に近い熱膨張率を有した材料（例えば、 Cu-W、カーボン
とＡｌの複合材料等）を半導体チップ２と放熱部材４との間で半田接合する方法
【特許文献１】
特開昭５７－１７６７５０号公報
【０００９】
【特許文献２】
特開平０１－１１７０４９号公報
【００１０】
【特許文献３】
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特開平１０－０５０７７０号公報
【００１１】
【特許文献４】
特開平１１－０６７９９８号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した (a)の方法では、グリス（コンパウンド）或いは熱伝導性接着剤
は熱抵抗が大きいため、半導体チップ２から放熱部材４に効率よく熱伝導が行なわれない
という問題点があった。
また、上記した (b)の方法では、半導体チップ２の熱膨張率に近い熱膨張率を有した材料
として、例えば、 Cu-W、カーボンとＡｌの複合材料等を用いるが、これらの材料は放熱性
の良好な Cu等と比較して熱伝導材料の熱伝導率が低くなる。このため上記の (b)の方法は
、主に半導体チップ２の発熱量が比較的に低いパッケージにしか適用することができなか
った。
【００１３】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、半導体素子で発生する熱を確実に放熱
すると共に装置内部で発生する応力の低減を図り得る半導体装 提供することを目的と
する。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴とするも
のである。
【００２５】
　 記載の発明は、

前記
複数のポストの長さを、中心部における長さに対し、外周部における長さを長く設定した
ことを特徴とするものである。
【００２６】
　また、請求項 記載の発明は、
　請求項 記載の半導体装置において、
　前記複数のポストの断面積を、中心部における断面積に対し、外周部における断面積が
小さくなるよう設定したことを特徴とするものである。
【００２７】
　また、請求項 記載の発明は、
　請求項 記載の半導体装置において、
　前記複数のポストの配設密度を、中心部における配設密度に対し、外周部における配設
密度が低くなるよう設定したことを特徴とするものである。
【００２８】
　上記の請求項 記載の発明によれば、応力の発生量が少ない中心部においては接
続部材の剛性は高く、応力の発生量が大きい外周部では接続部材の剛性は低く撓み易い。
よって、ポストは応力の発生量に対応した可撓を行なうため、半導体素子と放熱部材との
間に発生する応力を効率よくかつ確実に吸収することができる。
【００２９】
　また、請求項 記載の発明は、
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請求項１
　半導体素子と、
　該半導体素子で発生する熱を放熱する放熱部材と、
　前記半導体素子と前記放熱部材を熱的に接続する接続部材とを有し、
　前記接続部材を金属により形成すると共に、変形することにより前記半導体素子と前記
放熱部材との間に発生する応力を吸収する構成とし、
　かつ、該接続部材と前記半導体素子とを金属接合した半導体装置であって、
　前記接続部材を変形可能な構成とされた複数のポストを有する構成とすると共に、

２
１

３
１または２

１乃至３

４



　請求項１乃至 のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記接続部材を前記放熱部材と一体化したことを特徴とするものである。
【００３０】
上記発明によれば、接続部材と前記放熱部材とが一体化されることにより、半導体装置の
構成を簡単化することができる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
次に本発明の実施の形態について図面と共に説明する。
図２は、本発明の第１実施例である半導体装置１０Ａを示している。同図に示す半導体装
置１０ＡはＦＣ－ＢＧＡ構造とされており、大略すると半導体チップ１２，パッケージ基
板１３，放熱部材１４Ａ，半田ボール１５，及び接続部材１６Ａ等により構成されている
。
【００３４】
半導体チップ１２は、パッケージ基板１３の上面にバンプ１７を用いてフリップチップ実
装されている。この半導体チップ１２とパッケージ基板１３との間には、半導体チップ１
２とパッケージ基板１３との熱膨張差に起因した応力がバンプ１７に集中するのを防止す
るため、アンダーフィルレジン１８が配設されている。また、半導体チップ１２の背面に
は、図３に拡大して示すように、金属層２２が形成されている。この金属層２２は、後述
するポスト２０が接合材２３を介して接合される。
【００３５】
パッケージ基板１３は、その下面に外部接続端子として機能する半田ボール１５が配設さ
れている。このパッケージ基板１３は多層配線基板であり、半導体チップ２と半田ボール
１５は、この内部配線により電気的に接続される構成となっている。
【００３６】
放熱部材１４Ａは、熱伝導性のよい銅（ Cu），アルミニウム（ Al），これらをベースとし
た複合材料、或いはカーボン複合材料により形成されている。本実施例では、放熱部材１
４Ａの材料としてＣｕを用いている。この際、表面の酸化を防止するため、放熱部材１４
Ａの表面に酸化防止膜を形成する構成としてもよい。
【００３７】
この放熱部材１４Ａは、半導体チップ１２を保護するリッドとして機能すると共に、半導
体チップ１２で発生した熱を放熱する放熱板としても機能するものである。よって、放熱
部材１４Ａの内部にはキャビティ１９が形成されており、半導体チップ１２及び後述する
接続部材１６Ａは、このキャビティ１９内に位置した構成となっている。
【００３８】
また、放熱部材１４Ａは半導体チップ１２で発生した熱を放熱する放熱板としても機能す
るものであるたため、半導体チップ１２と放熱部材１４とを熱的に接続する必要がある。
本実施例では、半導体チップ１２と放熱部材１４とを熱的接続部材１６Ａ（以下、単に接
続部材という）を用いて熱的に接続した構成としている。よって、半導体チップ１２で発
生した熱は、接続部材１６Ａを介して放熱部材１４Ａに熱伝達され、放熱部材１４Ａにお
いて放熱される。
【００３９】
本実施例に係る接続部材１６Ａは、放熱部材１４Ａに一体的に形成された複数のポスト２
０と、この複数のポスト２０間の隙間に配設された樹脂材２１とにより構成されている。
ポスト２０は、前記した放熱部材１４Ａと一体的に形成されるため、その材質は熱伝導率
の高いＣｕである。また、Ｃｕは変形し易い材料でもあるため、よってポスト２０も変形
し易い特性を有している。
【００４０】
このＣｕよりなるポスト２０の高さは、ポスト２０と半導体チップ１２との接合部の応力
及び半導体チップ１２から放熱部材１４Ａへの熱伝達により決定されるが、約 30～ 100μ
ｍ程度である。また、ポスト２０の直径及びピッチは必要な熱抵抗値及び上記接続部の信
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頼度（寿命）によって決定する。
【００４１】
この熱抵抗は、ポスト２０の配設密度（単位面積あたりのポスト２０の配設本数）、ポス
ト２０の断面積に反比例する。また信頼度は、放熱部材１４Ａと半導体チップ１２の熱膨
張差、及び半導体チップ１２の発熱量等により決められる。通常、この信頼度の値は、ポ
スト２０の直径のｎ乗数（およそ２～３乗）、熱膨張率差のｍ乗（およそ２乗）、ポスト
２０の高さの L乗（およそ２乗）に反比例する。
【００４２】
一方、樹脂材２１は、ＢＴレジン系、エポキシ系、シリコン系等の材料を用いることが可
能である。この樹脂材２１は、前記のようにポスト２０の隙間に充填される。このため、
樹脂材２１によりポスト２０と半導体チップ１２との接合位置を補強することができ、接
続部材１６Ａと半導体チップ１２との接合信頼性を高めることができる。
【００４３】
また、樹脂材２１としてＢＴレジン系、エポキシ系、シリコン系等の樹脂をそのまま用い
た場合には、樹脂材２１の熱膨張率が半導体チップ１２の熱膨張率に対して非常に大きな
ものとなる。このため、半導体装置１０Ａの加熱時（例えば、実装時）等において、半導
体チップ１２と樹脂材２１との間で応力が発生するおそれがある。
【００４４】
これを防止するため、ＢＴレジン系、エポキシ系、シリコン系等の樹脂材２１の原料とな
る樹脂に、図４に示すように無機材料よりなるフィラー２４を混合し、このフィラー２４
を混入した樹脂材２１の熱膨張率が、半導体チップ１２の熱膨張率と放熱部材１４Ａの熱
膨張率との間の値となるよう構成してもよい。このフィラー２４としては、例えば SiO2、
Al2 O3等の粉末、或いは粘性を下げる目的から球形とした SiO2、 Al2 O3等を用いることが考
えられる。
【００４５】
このように樹脂材２１の原料となる樹脂にフィラー２４を混入することにより、樹脂材２
１の熱膨張率を半導体素子１２の熱膨張率と放熱部材１４Ａの熱膨張率との間の値とする
ことができ、樹脂材２１を設けたことに起因して半導体チップ１２に応力が印加されるこ
とを防止することができる。また、樹脂材２１に熱伝導率の高い（熱抵抗の低い）フィラ
ー２４を混入することにより、樹脂材２１を介して半導体チップ１２から発生する熱を放
熱部材１４Ａに放熱することもできる。
【００４６】
上記したように本実施例に係る半導体装置１０Ａによれば、熱膨張率の違いにより半導体
チップ１２と放熱部材１４Ａとの間に発生する応力は、接続部材１６Ａを構成するポスト
２０が変形することにより確実に吸収される。このため、半導体チップ１２に印加される
応力は低減され、半導体装置１０Ａの信頼性を向上させることができる。
【００４７】
また、ポスト２０と半導体チップ１２（金属層２２）とが金属接合されることにより、ポ
スト２０と半導体チップ１２との間における熱伝導率を高めることができ、半導体チップ
１２で発生する熱を効率良く放熱することができる。更に、本実施例では接続部材１６Ａ
（ポスト２０）を放熱部材１４Ａと一体化した構成であるため、半導体装置１０Ａの構成
を簡単化することができる。
【００４８】
続いて、上記構成とされた半導体装置１０Ａの製造方法について説明する。尚、本発明に
おける半導体装置１０Ａの製造方法は、接続部材１６Ａの形成方法、及び接続部材１６Ａ
（ポスト２０）を半導体チップ１２に熱的に接続させる方法に特徴があり、他の製造工程
は周知の方法を用いることができる。このため、以下の製造方法の説明では、接続部材１
６Ａの形成方法、及び接続部材１６Ａの半導体チップ１２への接続方法についてのみ説明
するものとする。
【００４９】
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接続部材１６Ａを製造するには、先ず図５（Ａ）に示す放熱部材用基材３０を用意する。
本実施例では、図２に示した半導体装置１０Ａを製造する方法を例に挙げて説明している
ため、この放熱部材用基材３０はポスト２０が形成されていない状態の放熱部材１４Ａと
なる。
【００５０】
この放熱部材用基材３０上には、図５（Ｂ）に示すようにレジスト３１を形成する。続い
て、図５（Ｃ）に示すように、ポスト２０を形成する位置におけるレジスト３１を除去す
る。このレジスト３１の除去法は、例えば感光性レジスト材料の露光、レジスト剥離など
のウエットプロセス法や、イオンミリングなどドライプロセス法などを用いる。
【００５１】
ポスト形成部におけるレジスト３１が除去されると、続いてＣｕを電解メッキすることに
より、図５（Ｄ）に示すように放熱部材用基材３０上にポスト２０を形成する。前記した
ように、放熱部材用基材３０は放熱部材１４Ａであり、Ｃｕにより形成されている。よっ
て、放熱部材用基材３０を電極としてポスト２０が電解メッキにより形成される。
【００５２】
このＣｕよりなるポスト２０の高さは、電解メッキ時間により制御することが可能である
。前記のようにポスト２０の高さは、ポスト２０と半導体チップ１２との接合部の応力及
び半導体チップ１２から放熱部材１４Ａへの熱伝達により決定されるが、例えば 30～ 100
μｍ程度に設定される。
【００５３】
上記のように放熱部材用基材３０上にポスト２０が形成されると、続いて図５（Ｅ）に示
すように、放熱部材用基材３０の上面全面（ポスト２０及びレジスト３１を含む上面全面
）に半導体チップ１２と金属接合するための接合材２３を形成する。この接合材２３の材
料は、主にＳｎなどであり、一般的な Sn-Pb半田材料等も使用が可能である。また、接合
材２３の作成方法はメッキ法により、その厚さは例えば 3μ m～ 5μｍ程度である。尚、接
合材２３の形成にあっては、ポスト２０の上面のみに選択的に接合材２３を形成する構成
としてもよい。
【００５４】
上記のようにポスト２０の形成が完了すると、続いてポスト２０の形成のために用いたレ
ジスト３１（レジスト３１上の接合材２３も含む）を除去し、これにより図５（Ｆ）に示
すように接続部材１６Ａ（ポスト２０）の製造が完了する。この接続部材１６Ａが完成し
た状態において、本実施例の構成では、ポスト２０は放熱部材１４Ａと一体化した構成と
なっている。
【００５５】
次に、上記のように製造された接続部材１６Ａを用いて放熱部材１４Ａを半導体チップ１
２に熱的に接続する接続方法について説明する。
【００５６】
放熱部材１４Ａを半導体チップ１２に熱的に接続するには、図６（Ｇ）に示すように、接
続部材１６Ａを構成するポスト２０の上部にシート状の樹脂材２１（予め、上記したフィ
ラー２４が混入されている）を配設する。続いて、予備加熱を実施することにより、図６
（Ｈ）に示すように、シート状の樹脂材２１を接続部材１６Ａに仮固定する。この際、気
泡の巻き込によるボイド発生を防止するために、真空中で加熱・加圧して固定する。例え
ば樹脂材２１として BTレジンを用いた場合には、 70℃、 10torr、 10kg/cm2で仮固定を実施
する。
【００５７】
また、後述するようにポスト２０はこの樹脂材２１を挿通して半導体チップ１２に接合さ
れることとなる。このため、樹脂材２１の材質選定においては、ポスト２０の先端に樹脂
材２１やフィラー２４が残留してポスト２０の熱抵抗が低下しないよう、硬化前の樹脂材
２１の粘性設計及びフィラー２４の含有量の設計が重要となる。具体的には、直径がφ 60
～ 70μｍのポスト２０を用いた場合の粘性設計値は、硬化前の樹脂材２１の最低粘度が 50
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00cps(センチポイズ )以下になるように設計される。また、このときのフィラー (SiO2 )の
含有量は 20%以下で、熱膨張率は 60ppm程度である。
【００５８】
上記のように樹脂材２１が接続部材１６Ａに仮固定されると、図６（Ｉ）に示すように、
樹脂材２１が下となるよう半導体チップ１２の上部に接続部材１６Ａを位置決めする。こ
の際、予め半導体チップ１２の背面には金属層２２（メタライズ）を形成しておく。この
金属層２２としてはＣｕ或いはＡｕ等を用いることができる。具体的な金属層２２の形成
方法としては、先ず半導体チップ１２の背面に密着金属となるチタン（Ｔｉ）膜を 5000Å
の厚さで形成し、その上部にＡｕを 0.3μ mの厚さで層形成する。
【００５９】
続いて、図６（Ｊ）に示すように、接続部材１６Ａを半導体チップ１２に金属接合する処
理を行なう。具体的には、ポスト２０の先端に形成された接合材２３を半導体チップ１２
の背面に形成された金属層２２に金属接合する処理を行なう。
【００６０】
このポスト２０を金属層２２に金属接合する処理は、酸化防止機能および加圧機能を有す
る装置を用いて実施する。
【００６１】
本実施例では、上記の二つの機能を有する装置として、真空プレス装置を用いている。ま
た、接合条件としては、金属層２２としてＡｕを用いた場合には、圧力を～ 30kg/cm2程度
に設定し、 230℃～ 240℃の温度下において１秒程度でポスト２０を金属層２２に接合する
。また、金属層２２としてＣｕを用いた場合には、圧力は 5～ 10kg/cm2程度で、強度的に
脆い Sn3 Cuを安定な Sn6 Cu5に移行させるため、 250℃で 30分の加熱を行なう。
【００６２】
この際、加圧を行なう目的は、ポスト２０と金属層２２との接合部分の接触を図るほか、
Au-Snの拡散、 Cu-Snの拡散時に発生するカーケンドールボイドをつぶして、この発生を防
止するためである。また、樹脂材２１をポスト２０の間の隙間に確実に充填するためであ
る。
【００６３】
以上の工程を実施することにより、図６（Ｋ）に示されるように、接続部材１６Ａは半導
体チップ１２に熱的に接合された状態となる。また、これと同時に、樹脂材２１はポスト
２０の間の隙間に確実に充填される。このように、本実施例に係る製造方法によれば、ポ
スト２０と金属層２２との金属接合処理と、ポスト２０間の隙間に樹脂材２１を充填する
処理を同時に行なうことができるため、半導体装置１０Ａの製造工程を簡単化することが
できる。
【００６４】
尚、上記した製造方法の実施では、樹脂材２１を接続部材１６Ａに仮止めした後に半導体
チップ１２の背面に形成された金属層２２と金属接合する構成とした。しかしながら、図
７（Ａ）に示すように、樹脂材２１を半導体チップ１２に形成された金属層２２上に仮止
めし、その後に図７（Ｂ）に示すように接続部材１６Ａを半導体チップ１２に加熱下で加
圧し、これにより図７（Ｃ）に示すようにポスト２０（接合材２３）を金属層２２に金属
接合する構成としてもよい。
【００６５】
また、本実施例に係る製造方法では、樹脂材２１としてシート状の樹脂を用いたが、樹脂
材２１としてゲル状の接着材料を用いることも可能である。樹脂材２１としてゲル状の接
着材料を用いた場合も、上記したシート状の樹脂材２１と同様に、接着材料は再溶融時の
粘性低下設計がなされており、仮固定温度以上で粘性が大きく変化し、例えば 5000cps程
度以下になるように設計されている。また、ゲル状の接着材料を用いた接合工程では、主
に半導体チップ１２の背面にゲル状の接着材料塗布した後、接続部材１６Ａと半導体チッ
プ１２を位置決めし、シート状の樹脂材２１と同様に半導体チップ１２と接続部材１６Ａ
とを加圧、加熱してポスト２０を金属層２２に金属接合する。
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【００６６】
更に、本実施例に係る製造方法では、ポスト２０として Cuをメッキにより成長させたが、
放熱部材１４Ａのポスト２０の形成位置に予めブロック体を一体的に形成しておき、この
ブロック体にスリット加工等を施すことにより分割されたポストを形成する方法を用いて
もよい。
【００６７】
図８乃至図１２は、本発明の第２乃至第６実施例である半導体装置１０Ｂ～１０Ｆを示し
ている。尚、図８乃至図１２において、図２乃至図４に示した構成と同一構成については
同一符号を付し、その説明を省略するものとする。
【００６８】
図８は、第２実施例である半導体装置１０Ｂを示している。先に図２を用いて説明した第
１実施例に係る半導体装置１０Ａは、接続部材１６Ａを放熱部材１４Ａに一体化した構成
とした。これに対して本実施例に係る半導体装置１０Ｂは、接続部材１６Ｂを放熱部材１
４Ｂとは別個の構成としたものである。
【００６９】
このため、ポスト２０は基板３５に形成されており、また基板３５は熱媒体３６を介して
放熱部材１４Ｂに熱的に接続された構成となっている。この熱媒体３６は、高い熱伝導率
を有した材料よりなり、その熱膨張係数は放熱部材１４Ｂと接続部材１６Ｂとの間の熱膨
張率に設定されている。
【００７０】
この構成とすることにより、接続部材１６Ｂを放熱部材１４Ｂに拘わらず形成することが
可能となり、放熱部材１４Ｂの形状に変更があったような場合においても、接続部材１６
Ｂはそのまま用いることが可能である。
【００７１】
図９は、第３実施例である半導体装置１０Ｃを示している。本実施例に係る半導体装置１
０Ｃは、接続部材１６Ｃを構成する複数のポスト２０の高さを異ならせたことを特徴とす
るものである。具体的には、放熱部材１４Ｃに段部３７を形成することにより、中心部に
おけるポスト２０の長さ（図中、中心位置に配設されたポスト２０ｂの長さを矢印Ｈｂで
示す）に対し、外周部におけるポスト２０の長さ（図中、最外周部に配設されたポスト２
０ａの長さを矢印Ｈａで示す）を長く設定した構成としている（Ｈａ＞Ｈｂ）。
【００７２】
図１０は、第４実施例である半導体装置１０Ｄを示している。本実施例に係る半導体装置
１０Ｄも、第３実施例に係る半導体装置１０Ｃと同様に、接続部材１６Ｄを構成する複数
のポスト２０の高さを異ならせたことを特徴とするものである。
【００７３】
具体的には、放熱部材１４Ｄに球面状部３８を形成することにより、中心部におけるポス
ト２０の長さ（図中、中心位置に配設されたポスト２０ｂの長さを矢印Ｈｂで示す）に対
し、外周部におけるポスト２０の長さ（図中、最外周部に配設されたポスト２０ａの長さ
を矢印Ｈａで示す）を長く設定した構成としている（Ｈａ＞Ｈｂ）。このポスト２０の長
さの変化は、中心部から外周部に向け漸次変化するよう構成しても、段階的に変化するよ
うにしてもよい。
【００７４】
図１１は、第５実施例である半導体装置１０Ｅを示している。本実施例に係る半導体装置
１０Ｅは、接続部材１６Ｃを構成する複数のポスト２０の断面積を異ならせたことを特徴
とするものである。
【００７５】
具体的には、中心部におけるポスト２０の断面積（図中、中心位置に配設されたポスト２
０ｂの断面積をＳｂで示す）に対し、外周部におけるポスト２０の断面積（図中、最外周
部に配設されたポスト２０ａの断面積をＳａで示す）が小さくなるよう設定した構成とし
ている（Ｓａ＜Ｓｂ）。このポスト２０の断面積の変化は、中心部から外周部に向け漸次
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変化するよう構成しても、段階的に変化するようにしてもよい。
【００７６】
図１２は、第６実施例である半導体装置１０Ｆを示している。本実施例に係る半導体装置
１０Ｆは、接続部材１６Ｃを構成する複数のポスト２０の長さ及び断面積は等しいが、ポ
スト２０の配設密度を異ならせたことを特徴とするものである。
【００７７】
具体的には、中心部におけるポスト２０の配設密度に対し、外周部におけるポスト２０の
配設密度が低くなるよう設定している。このポスト２０の配設密度の変化も、中心部から
外周部に向け漸次変化するよう構成しても、段階的に変化するようにしてもよい。
【００７８】
上記した第２乃至第６実施例に係る半導体装置１０Ｂ～１０Ｆは、応力の発生量が少ない
中心部においては剛性が高く、応力の発生量が大きい外周部では剛性は低く撓み易い構成
となる。即ち、熱膨張差に起因して半導体チップ１２と放熱部材１４Ｂ～１４Ｆとの間で
相対的な変位が発生した場合、中央部における変位量に対して外周部における変位量は大
きくなる。このため、半導体チップ１２と放熱部材１４Ｂ～１４Ｆとの間で発生する応力
も、中央部における応力に対して外周部における応力は大きくなる。
【００７９】
これに対し、第２乃至第６実施例に係る半導体装置１０Ｂ～１０Ｆは、接続部材１６Ｂ～
１６Ｆの中心部は剛性が高く、外周部では剛性は低く撓み易い構成であるため、接続部材
１６Ｂ～１６Ｆにおいて半導体チップ１２と放熱部材１４Ｂ～１４Ｆとの間で発生する応
力を効率よくかつ確実に吸収することができる。
【００８０】
以上の説明に関し、更に以下の項を開示する。
【００８１】
（付記１）　半導体素子と、
該半導体素子で発生する熱を放熱する放熱部材と、
前記半導体素子と前記放熱部材を熱的に接続する接続部材とを有する半導体装置において
、
前記接続部材を金属により形成すると共に、変形することにより前記半導体素子と前記放
熱部材との間に発生する応力を吸収する構成とし、
かつ、該接続部材と前記半導体素子とを金属接合したことを特徴とする半導体装置。
【００８２】
（付記２）　付記１記載の半導体装置において、
前記半導体素子の前記接続部材が金属接合される位置に、金属接合用の金属層が形成され
てなることを特徴とする半導体装置。
【００８３】
（付記３）　付記１または２記載の半導体装置において、
前記接続部材は、変形可能な構成とされた複数のポストを有することを特徴とする半導体
装置。
【００８４】
（付記４）　付記３記載の半導体装置において、
前記ポスト間の隙間に有機材料を充填したことを特徴とする半導体装置。
【００８５】
（付記５）　付記４記載の半導体装置において、
前記有機材料に無機材料を混合し、該無機材料を混入した有機材料の熱膨張率が、前記半
導体素子の熱膨張率と前記放熱部材の熱膨張率との間の値となるよう構成したことを特徴
とする半導体装置。
【００８６】
（付記６）　付記３乃至５のいずれか１項に記載の半導体装置において、
前記複数のポストの長さを、中心部における長さに対し、外周部における長さを長く設定
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したことを特徴とする半導体装置。
【００８７】
（付記７）　付記３乃至６のいずれか１項に記載の半導体装置において、
前記複数のポストの断面積を、中心部における断面積に対し、外周部における断面積が小
さくなるよう設定したことを特徴とする半導体装置。
【００８８】
（付記８）　付記３乃至７のいずれか１項に記載の半導体装置において、
前記複数のポストの配設密度を、中心部における配設密度に対し、外周部における配設密
度が低くなるよう設定したことを特徴とする半導体装置。
【００８９】
（付記９）　付記１乃至８のいずれか１項に記載の半導体装置において、
前記接続部材を前記放熱部材と一体化したことを特徴とする半導体装置。
【００９０】
（付記１０）　基材に対してポストを形成することにより接続部材を製造する工程と、
半導体素子の背面に金属層を形成する工程と、
前記前記接続部材と前記半導体素子との間に樹脂材を配設しつつ前記ポストを前記金属層
に押圧し、前記ポストと前記金属層を接合する工程と
を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【００９１】
（付記１１）　基材上にレジストを形成する工程と、
前記基材上に形成されたレジストの複数箇所のポスト形成部分を除去する工程と、
前記レジストが除去されたポスト形成部分の基板部分にポストを形成する工程と、
前記ポスト上に接合材を形成する工程と、
前記基材上のレジストを除去する工程とにより作成されることを特徴とする半導体素子用
の放熱部材。
【００９２】
（付記１２）　付記１１記載の半導体素子用の放熱部材において、
前記接合材の形成工程は、前記レジスト及びポスト上に接合材を形成し、
前記レジストを除去する工程は、前記接合材が形成されたレジストを除去することを特徴
とする半導体素子用の放熱部材。
【００９３】
【発明の効果】
上述の如く本発明によれば、次に述べる種々の効果を実現することができる。
【００９９】
　 記載の発明によれば、ポストは応力の発生量に対応した可撓を行なうた
め、半導体素子と放熱部材との間に発生する応力を効率よくかつ確実に吸収することがで
きる。
【０１００】
　また、請求項 記載の発明によれば、接続部材と前記放熱部材とが一体化されることに
より、半導体装置の構成を簡単化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の一例である半導体装置を示す図である。
【図２】本発明の第１実施例である半導体装置を示す図である。
【図３】本発明の第１実施例である半導体装置のポスト近傍を拡大して示す図である。
【図４】樹脂材にフィーを混入した状態を示す図である。
【図５】本発明の一実施例である半導体装置の製造方法を説明するための図である（その
１）。
【図６】本発明の一実施例である半導体装置の製造方法を説明するための図である（その
２）。
【図７】図５及び図６に示す半導体装置の製造方法の変形例を説明するための図である。
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請求項１乃至３

４



【図８】本発明の第２実施例である半導体装置を示す図である。
【図９】本発明の第３実施例である半導体装置を示す図である。
【図１０】本発明の第４実施例である半導体装置を示す図である。
【図１１】本発明の第５実施例である半導体装置を示す図である。
【図１２】本発明の第６実施例である半導体装置を示す図である。
【符号の説明】
１０Ａ～１０Ｆ　半導体装置
１２　半導体チップ
１３　パッケージ基板
１４Ａ～１４Ｆ　放熱部材
１６Ａ～１６Ｆ　接続部材
１８　アンダーフィルレジン
２０，２０ａ，２０ｂ　ポスト
２１　樹脂材
２２　金属層
２３　接合材
２４　フィラー
３０　放熱部材用基材
３１　レジスト
３６　熱媒体
３７　段部
３８　球面状部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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