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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、前記半導体基板に形成された回路素子に電気的に接続する電極パッドと
、前記電極パッドに電気的に接続し、前記半導体基板上に延在する配線と、前記配線上に
形成されたポスト電極とを備えた半導体装置において、
　前記ポスト電極の側面の全面に形成した感光性を有するポリイミド樹脂からなる密着性
被膜と、前記密着性被膜の外周面の全面および前記配線を封止し、遮光性を有する封止層
とを設けたことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記配線と前記封止層との間に前記密着性被膜を設け、前記密着性被膜を前記ポスト電
極と配線の接合部の内側に延在させたことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記密着性被膜の膜厚が、５μｍ以上、４０μｍ以下の厚さであることを特徴とする半
導体装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２において、
　前記ポスト電極の側面の密着性被膜の外周面の全面が、前記ポスト電極の先端に向かっ
て縮小する錐面であることを特徴とする半導体装置。
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【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか一項において、
　前記封止層が、熱硬化性のエポキシ樹脂からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　半導体ウェハを個片に分割して形成する半導体装置の製造方法において、
　前記半導体ウェハに形成された回路素子に電気的に接続する電極パッドを形成する工程
と、
　前記電極パッドからポスト電極の電極形成領域に到る配線を形成する工程と、
　前記電極形成領域にポスト電極を形成する工程と、
　前記ポスト電極の側面の全面を、感光性を有するポリイミド樹脂からなる密着性被膜で
被覆する工程と、
　前記密着性被膜の外周面の全面および前記配線を、遮光性を有する封止樹脂で封止する
工程とを備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記電極形成領域にポスト電極を形成する工程を、
　前記電極形成領域の中央部を除く前記配線を、感光性を有するポリイミド樹脂からなる
密着性被膜で被覆する工程と、
　前記配線の前記電極形成領域にポスト電極を形成する工程と、としたことを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項６または請求項７において、
　前記密着性被膜を、５μｍ以上、４０μｍ以下の厚さに形成することを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項６または請求項７において、
　前記ポスト電極の側面の全面を被覆する感光性を有するポリイミド樹脂からなる密着性
被膜を、
　外周面の全面を前記ポスト電極の先端に向かって縮小する錐面で形成した感光性を有す
るポリイミド樹脂からなる密着性被膜としたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項６ないし請求項９のいずれか一項において、
　前記感光性を有するポリイミド樹脂からなる密着性被膜の形成を、
　前記半導体ウェハ上に、スピンコート法により感光性を有するポリイミドからなる密着
性樹脂を塗布し、前記密着性樹脂を露光、現像して形成することを特徴とする半導体装置
の製造方法。
【請求項１１】
　請求項６ないし請求項１０のいずれか一項において、
　前記封止層を、熱硬化性のエポキシ樹脂を用いて形成することを特徴とする半導体装置
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の回路素子を形成した半導体ウェハを個片に分割して形成するＷＣＳＰ
（Ｗａｆｅｒ　ｌｅｖｅｌ　Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）型に代表される小型
の半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体素子を複数集積した半導体装置に対する小型化や薄型化の要求が高まって
きており、特に薄型化を要求される半導体装置においては、半導体装置の装置おもて面に
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球状のバンプ電極を格子状に配置したＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｃａｌｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）
型の半導体装置が主流となっている。
　このようなＣＳＰ型の従来の半導体装置は、半導体ウェハの半導体基板のおもて面に回
路素子を形成し、この回路形成面上に形成された絶縁層上に回路素子に電気的に接続する
電極パッドを設け、この縁部を表面保護膜で覆い、その上に電極パッドに到るスルーホー
ルを有する層間絶縁膜と下地金属層とを順に積層し、この下地金属層上に電極パッド上か
らポスト電極を形成する電極形成領域上に到る銅（Ｃｕ）等からなる配線を形成し、フォ
トリソグラフィにより銅等で１００μｍ程度のポスト電極を形成した後に、半導体ウェハ
を封止金型に挿入して半導体基板のおもて面側の全面にエポキシ樹脂等の封止樹脂を注入
して封止層を形成し、そのおもて面を研磨してポスト電極のポスト端面を露出させ、この
ポスト端面に半球状のバンプ電極を形成した半導体ウェハを個片に分割して半導体装置を
製造している（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　また、半導体ウェハの半導体基板に形成された回路素子に電気的に接続する電極パッド
を設け、この側面を表面保護膜で覆い、その上に電極パッドに到るスルーホールを有する
層間絶縁膜を形成し、スルーホール内および層間絶縁膜を覆う金属薄膜層と銅からなる配
線層とを順に積層し、配線層に銅からなるポスト電極を形成した後に配線層をパターニン
グして配線を形成し、この配線と層間絶縁膜およびポスト電極の先端部近傍の側面を覆い
、ポスト電極の先端面を露出させた絶縁層を感光性ポリイミドのフォトリソグラフィによ
り形成し、半導体基板のおもて面側に感光性の封止樹脂による封止層を形成して絶縁層と
ポスト電極との密着性を向上させて配線とポスト電極との断線を防止しているものもある
（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００３－６０１２０号公報（主に第６頁段落００４７－第７頁段落
００６６、第７図－第１０図）
【特許文献２】特開２００１－１３５７４２号公報（第４頁段落００２１－第５頁段落０
０３２および第７頁段落００４８－段落００５３、第２図、第３図）
【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、上述した特許文献１の技術においては、ポスト電極の側面をエポキシ樹
脂からなる封止樹脂で封止しているため、ポスト電極の側面と封止樹脂との間に十分な密
着性が得られず、半導体装置を実装基板に実装するときのバンプ電極の接合工程等におけ
る温度により半導体装置と実装基板との熱膨張差に起因する力等の外部からの力がバンプ
電極を介してポスト電極に集中し、ポスト電極と封止層との界面に剥離が生じ、その後に
この隙間から空気中の湿度等の水分等が侵入してポスト電極や配線を腐食させ、腐食した
配線等に外部からの応力が繰返し負荷されると、配線の断線やその下層のクラック等が生
じ、半導体装置の接続信頼性が低下するという問題がある。
【０００５】
　このことは、ポスト電極が銅で形成されている場合に特に顕著である。
　また、特許文献２の技術においては、半導体装置の配線と層間絶縁膜およびポスト電極
を感光性ポリイミドからなる絶縁層で覆い、これを感光性の封止樹脂による封止層により
封止しているため、上記のポスト電極と絶縁層との界面の剥離に対しては有効であるが、
感光性ポリイミドは光を透過させ、感光性の封止樹脂も光を透過させるので、半導体装置
を実装基板に実装した後等に半導体装置が光に曝されるとその紫外線の影響により回路素
子のメモリの内容等が消去されてしまう可能性があるという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、半導体装置の接続信頼性を
確保すると共に紫外線の影響を防止する手段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】
【０００７】
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　本発明は、上記課題を解決するために、半導体基板と、前記半導体基板に形成された回
路素子に電気的に接続する電極パッドと、前記電極パッドに電気的に接続し、前記半導体
基板上に延在する配線と、前記配線上に形成されたポスト電極とを備えた半導体装置にお
いて、前記ポスト電極の側面の全面に形成した感光性を有するポリイミド樹脂からなる密
着性被膜と、前記密着性被膜の外周面の全面および前記配線を封止し、遮光性を有する封
止層とを設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　これにより、本発明は、ポスト電極の側面を密着性被膜を介して封止層に強固に密着さ
せることができ、外部からの応力がポスト電極に負荷されたとしても、ポスト電極と封止
層との界面に剥離が生じることがなくなり、外部からの水分等の侵入を防止してポスト電
極や配線の腐食やこれに伴う配線の断線等を防止することができ、半導体装置の接続信頼
性を確保することができると共に、密着性被膜を遮光性を有する封止層により封止したの
で、実装基板への実装後等に半導体装置の回路素子が紫外線等の光に曝されることを防止
でき、回路素子のメモリの消失等を未然に防止することができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、図面を参照して本発明による半導体装置およびその製造方法の実施例について
説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１、図２、図３は実施例１の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
　図１、図２、図３に示す各図は、半導体ウェハに形成される電極パッドとこれに配線等
を介して接続するポスト電極との近傍を示す部分断面図である（他の図において同じ。）
。
　図１、図２、図３において、１は半導体ウェハであり、ＣＳＰ型の半導体装置を複数同
時に製造するための半導体ウェハである。
【００１１】
　２は半導体ウェハ１のシリコンからなる半導体基板であり、そのおもて面には図示しな
い半導体素子を配線で接続した複数の回路素子が形成されている（この回路素子が形成さ
れる半導体基板２のおもて面を回路形成面３という。）。
　４は絶縁層であり、半導体基板２の回路形成面３上にＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａ
ｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等により２酸化珪素（ＳｉＯ２）等の絶縁材料で形成
され、半導体基板２の各回路素子の上部には図示しないコンタクトホールが形成されてい
る。
【００１２】
　５は電極パッドであり、絶縁層４上にスパッタ法等によりアルミニウム（Ａｌ）やチタ
ン（Ｔｉ）等の導電材料で形成された導電層を所定の形状にエッチングして形成された電
極であって、絶縁層４のコンタクトホールに埋め込まれた導電体を介して回路素子の所定
の部位と電気的に接続している。
　６は表面保護膜であり、ＣＶＤ法等により窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）等の絶縁材料で形成
された絶縁層４上および電極パッド５の縁部を覆う保護膜である。
【００１３】
　７は層間絶縁膜であり、表面保護膜６上にポリイミド等の絶縁材料で形成され、電極パ
ッド５上の部位をエッチングにより除去して電極パッド５に到るスルーホール８が形成さ
れている。
　９は金属薄膜層としての下地金属層であり、半導体ウェハ１のおもて面側の全面にスパ
ッタ法等によりチタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、銅（Ｃｕ）等の導電材料を複数
積層して形成され、層間絶縁膜７上およびスルーホール８の内面と電極パッド５上を覆っ
ている。
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【００１４】
　１０は配線であり、フォトリソグラフィ等により下地金属層９の電極パッド５上からそ
の電極パッド５に接続するポスト電極１１を形成する領域（電極形成領域１２という。）
上に到る配線１０の形成領域を除く領域をマスキングし、露出している下地金属層９上に
電気メッキ法により銅等の導電材料を下地金属層９を一方の共通電極として電着させて形
成された配線パターンであって、下地金属層９を介して電極パッド５と電気的に接続して
おり、半導体基板２上を電極パッド５からポスト電極１１まで延在してポスト電極１１と
電極パッド５とを電気的に接続する機能を有している。
【００１５】
　ポスト電極１１は、フォトリソグラフィ等により配線１０の電極形成領域１２を除く領
域をマスキングし、露出している配線１０上に下地金属層９を一方の共通電極として配線
１０と同一の材料を電気メッキ法により電着させて形成された１００μｍ程度の高さを有
する円柱状突起である。
　１３は密着性被膜であり、フォトリソグラフィにより半導体ウェハ１のおもて面側に塗
布されたポジ型またはネガ型の感光性を有するポリイミド系等の密着性樹脂１３ａを紫外
線等による露光および現像処理し、その後に熱処理により溶剤等の揮発成分を気化させ固
化させて形成された光の透過性および絶縁性を有する半透明の膜であって、ポスト電極１
１との間および封止層１５との間の強固な密着性を有しており、ポスト電極１１のポスト
端面１１ａから配線１０との接合部までの側面を覆う一様な膜厚の被膜として形成される
。
【００１６】
　本実施例の密着性樹脂１３ａは、感光性を有するポリイミド樹脂であり、前記の透過性
、絶縁性、密着性に加えて低吸湿性を備えている。
　封止層１５は、半導体ウェハ１のおもて面側に塗布または注入された熱硬化性のエポキ
シ樹脂等の封止樹脂を加熱硬化させて形成された絶縁性および遮光性（外部からの紫外線
等の光を遮蔽する機能をいう。）を有し、外部の湿度等から半導体装置を保護する機能を
有する不透明な層であって、半導体装置を封止するために、半導体ウェハ１のおもて面側
に形成された層間絶縁膜７上、下地金属層９、配線１０上およびポスト電極１１の側面に
形成された密着性被膜１３を覆い、封止層１５のおもて面とポスト端面１１ａとが同一平
面に位置するように形成される。この場合に密着性被膜１３は、そのおもて面側の端面を
除く表面が封止層１５により覆われる。
【００１７】
　本実施例の封止層１５は、熱硬化性のエポキシ樹脂を加熱硬化させて１００μｍ程度の
厚さに形成される。この場合に封止層１５の厚さを６０μｍ以上とすれば十分な遮光性を
得ることができる。
　１６はバンプ電極であり、ポスト電極１１のポスト端面１１ａ上に半田ボール法やスク
リーン印刷法等により半田等で形成された半球状の電極であって、図示しない実装基板の
配線端子と接合され、半導体装置の外部端子として機能する。これにより半導体基板２に
形成された回路素子は、電極パッド５、下地金属層９、配線１０、ポスト電極１１および
バンプ電極１６を介して外部装置と接続される。
【００１８】
　１７はレジストマスクであり、フォトリソグラフィにより半導体ウェハ１のおもて面に
塗布されたレジストを露光し、その後に現像処理して形成されるマスク部材である。
　上記の密着性被膜１３は、図３（Ｐ１０）にＴで示す膜厚を５μｍ以上、４０μｍ以下
の厚さに形成することが好ましい。
　膜厚を５μｍより薄くすると、バンプ電極１６の形成時の熱処理によるポスト電極１１
と封止層１５との熱膨張差を吸収できずにポスト電極１１との間または封止層１５との間
に剥離が生じる虞があり、膜厚を４０μｍより厚くすると、光を透過させる密着性被膜１
３を透過した紫外線等の光により、実装基板への実装後等に半導体装置の回路素子のメモ
リの内容等が消去されてしまう虞があるからである。
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【００１９】
　本実施例の密着性被膜１３の膜厚は、１０μｍである。
　以下に、図１、図２、図３にＰで示す工程に従って、本実施例の半導体装置の製造方法
について説明する。
　Ｐ１（図１）、半導体ウェハ１の半導体基板２の回路形成面３に、図示しない複数の回
路素子を形成し、各回路素子の上部に図示しないコンタクトホールを設けた絶縁層４を形
成した後に、絶縁層４上にスパッタ法によりアルミニウムからなる導電層を形成し、これ
を所定の形状にエッチングして回路素子の所定の部位と電気的に接続する電極パッド５を
形成する。
【００２０】
　電極パッド５の形成後に、電極パッド５上と絶縁層４上にＣＶＤ法により窒化珪素から
なる表面保護膜６を形成し、表面保護膜６の表層をエッチングして電極パッド５を露出さ
せ、この表面保護膜６上および電極パッド５上にポリイミドからなる層間絶縁膜７を形成
して電極パッド５の部位をエッチングにより除去し、層間絶縁膜７に電極パッド５に到る
スルーホール８を形成する。
【００２１】
　Ｐ２（図１）、半導体ウェハ１のおもて面側にスパッタ法により層間絶縁膜７上および
電極パッド５上を覆う複数層からなる下地金属層９を形成する
　Ｐ３（図１）、フォトリソグラフィにより下地金属層９の電極パッド５上から電極形成
領域１２上に到る配線１０の形成領域を除く領域にレジストマスク１７を形成し、露出し
ている下地金属層９上に下地金属層９を一方の共通電極として銅を電気メッキ法により電
着させ、電極パッド５上から電極形成領域１２上に到る配線１０を形成する。
【００２２】
　Ｐ４（図１）、アセトン等の除去溶剤を用いて工程Ｐ３で形成したレジストマスク１７
を除去する。
　Ｐ５（図２）、フォトリソグラフィにより半導体ウェハ１のおもて面側の配線１０上の
電極形成領域１２を除く領域にレジストマスク１７を形成し、露出している配線１０上に
下地金属層９を一方の共通電極として銅を電気メッキ法により電着させ、ポスト電極１１
を形成する。
【００２３】
　Ｐ６（図２）、除去溶剤を用いて工程Ｐ５で形成したレジストマスク１７を除去し、配
線１０およびポスト電極１１を除く領域の下地金属層９を酸素ガス雰囲気中でのプラズマ
エッチングにより除去する。
　Ｐ７（図２）、半導体ウェハ１おもて面側の全面にスピンコート法によりネガ型の感光
性を有するポリイミドからなる密着性樹脂１３ａを塗布する。
【００２４】
　Ｐ８（図３）、密着性樹脂１３ａの塗布後に、電極形成領域１２およびその周囲（本実
施例では電極形成領域１２から１０μｍの領域）を除く領域を遮光したフォトマスク１８
を用いて塗布された密着性樹脂１３ａに露光装置から紫外線を照射して露光し、ポスト電
極１１の周囲の密着性樹脂１３ａを硬化させる。
　Ｐ９（図３）、密着性樹脂１３ａの硬化後に、現像処理により未感光の密着性樹脂１３
ａを除去し、熱処理により固化させてポスト電極１１の側面を被覆する膜厚１０μｍの密
着性被膜１３を形成する。
【００２５】
　この場合に、ポジ型の密着性樹脂１３ａを用いるときは、フォトマスク１８を電極形成
領域１２およびその周囲の領域を遮光するフォトマスク１８とし、塗布された密着性樹脂
１３ａを露光し、ポスト電極１１の周囲を除く領域の密着性樹脂１３ａを軟化させ、現像
処理により感光した密着性樹脂１３ａを除去し、熱処理により固化させてポスト電極１１
の側面を被覆する密着性被膜１３を形成すればよい。
【００２６】
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　Ｐ１０（図３）、半導体ウェハ１を図示しない封止金型に収納し、半導体ウェハ１のお
もて面側の全面を覆うように、つまり層間絶縁膜７上、下地金属層９、配線１０上および
ポスト電極１１の側面に形成された密着性被膜１３を覆うように熱硬化性のエポキシ樹脂
からなる封止樹脂を封止金型の内部に注入し、これを加熱硬化させて封止層１５を形成し
、封止金型から半導体ウェハ１を取出し、封止層１５のおもて面側を研磨してポスト電極
１１のポスト端面１１ａおよび密着性被膜１３のおもて面側の端面を封止層１５のおもて
面に露出させ、封止層１５のおもて面とポスト端面１１ａとを同一平面に位置するように
した封止層１５を形成する。
【００２７】
　そして、封止層１５のおもて面に露出しているポスト端面１１ａにフラックスを塗布し
、各電極形成領域１２に半田ボールの直径より僅かに大きな直径を有する案内孔を穿孔し
た半導体ウェハ１と略同等の直径を有する図示しない半田ボール搭載治具を装着し、案内
孔に半田ボールを投入してポスト端面１１ａに半田ボールを載置し、半田ボール搭載治具
を取り除いた後に熱処理により半田ボールを溶融させ、ポスト端面１１ａ上に半球形状に
突出するバンプ電極１６を形成する。
【００２８】
　以上の工程により、個片に分割される前の複数の半導体装置が形成された半導体ウェハ
１が形成され、この半導体ウェハ１を個片に分割することにより本実施例の半導体装置が
製造される。
　このようにして形成された本実施例の半導体装置は、その銅で形成されたポスト電極１
１の側面が密着性被膜１３を介して封止層１５と強固に密着しているので、半導体装置を
実装基板に実装するときのバンプ電極１６の接合工程等における半導体装置と実装基板と
の熱膨張差に起因する応力等の外部からの応力がポスト電極１１に負荷されたとしても、
ポスト電極１１と封止層１５との界面に剥離が生じることはない。
【００２９】
　また、光を透過させる密着性被膜１３を薄く形成して、遮光性を有する熱硬化性の封止
樹脂を用いて遮光に十分な厚さを有する封止層１５により封止したので、実装基板への実
装後等に半導体装置が光に曝されたとしても、その紫外線の影響により回路素子のメモリ
の内容等が消去されることはない。
　以上説明したように、本実施例では、半導体装置のポスト電極の側面と封止層との間に
密着性被膜を設け、封止層を遮光性を有する封止樹脂で形成したことによって、ポスト電
極の側面を密着性被膜を介して封止層に強固に密着させることができ、外部からの応力が
ポスト電極に負荷されたとしても、ポスト電極と封止層との界面に剥離が生じることがな
くなり、外部からの水分等の侵入を防止してポスト電極や配線の腐食やこれに伴う外部か
ら繰返し負荷される応力による配線の断線等を防止することができ、半導体装置の接続信
頼性を確保することができると共に、密着性被膜を遮光性を有する封止層により封止した
ので、実装基板への実装後等に半導体装置の回路素子が紫外線等の光に曝されることを防
止でき、回路素子のメモリの消失等を未然に防止することができる。
【実施例２】
【００３０】
　図４、図５、図６は実施例２の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
　なお、上記実施例１と同様の部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。
　本実施例の密着性被膜１３は、上記実施例１と同様に、図６（ＰＡ１０）にＴで示す膜
厚を５μｍ以上、４０μｍ以下の厚さに形成することが好ましい。
　本実施例では、上記実施例１と同様の理由に加えて、膜厚を５μｍより薄くすると、配
線１０の段差部に密着性被膜１３が形成されない場合があり、バンプ電極１６の形成時の
熱処理による配線１０と封止層１５との熱膨張差を吸収できずに封止層１５が配線１０を
直接覆っている箇所に剥離が生ずる虞があるからである。
【００３１】
　本実施例の密着性被膜１３の膜厚は、１０μｍである。
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　以下に、図４、図５、図６にＰＡで示す工程に従って、本実施例の半導体装置の製造方
法について説明する。
　本実施例の図４、図５に示す工程ＰＡ１～工程ＰＡ７の作動は、上記実施例１の図１、
図２に示す工程Ｐ１～工程Ｐ７の作動と同様であるのでその説明を省略する。
【００３２】
　ＰＡ８（図６）、密着性樹脂１３ａの塗布後に、上記実施例１の工程Ｐ８と同様のフォ
トマスク１８を用いてポスト電極１１の周囲の密着性樹脂１３ａを露光して硬化させる。
　ＰＡ９（図６）、密着性樹脂１３ａの硬化後に、現像処理の時間を調整してポスト電極
１１およびその周囲を除く領域の未感光の密着性樹脂１３ａを膜状に残留させ、その後に
残留した未感光の密着性樹脂１３ａを再度露光して硬化させ、熱処理により固化させてポ
スト電極１１の側面および配線１０を含む半導体ウェハ１のおもて面側の全面を被覆する
１０μｍ程度の密着性被膜１３を形成する。
【００３３】
　この場合に、ポジ型の密着性樹脂１３ａを用いるときは、フォトマスク１８を電極形成
領域１２およびその周囲の領域を遮光するフォトマスク１８とし、塗布された密着性樹脂
１３ａに対する露光時間を調整して、ポスト電極１１の周囲を除く領域の半導体基板２側
の密着性樹脂１３ａを膜状に残留させた状態で密着性樹脂１３ａを露光により軟化させ、
現像処理により感光した密着性樹脂１３ａを除去し、熱処理により固化させてポスト電極
１１の側面および配線１０を含む半導体ウェハ１のおもて面側の全面を被覆する密着性被
膜１３を形成すればよい。
【００３４】
　ＰＡ１０（図６）、半導体ウェハ１を図示しない封止金型に収納し、半導体ウェハ１の
おもて面側の全面を覆うように、つまり層間絶縁膜７上、下地金属層９と配線１０を覆う
密着性被膜１３およびポスト電極１１の側面に形成された密着性被膜１３を覆うように封
止樹脂を封止金型の内部に注入し、これを加熱硬化させて封止層１５を形成する。
　その後の封止層１５の研磨およびバンプ電極１６の形成の作動は、実施例１の工程Ｐ１
０の作動と同様であるのでその説明を省略する。
【００３５】
　以上の工程により、個片に分割される前の複数の半導体装置が形成された半導体ウェハ
１が形成され、この半導体ウェハ１を個片に分割することにより本実施例の半導体装置が
製造される。
　このようにして形成された本実施例の半導体装置は、そのポスト電極１１の側面および
配線１０を含む半導体ウェハ１のおもて面側の全面が密着性被膜１３を介して封止層１５
と強固に密着しているので、外部からの応力がポスト電極１１に負荷されたとしても、ポ
スト電極１１と封止層１５との界面に剥離が生じることはなく、配線１０と封止層１５と
の間の密着性が向上するので、個片化された後の半導体装置の側面等から侵入する水分に
より配線１０に腐食が生ずることもない。
【００３６】
　また、上記実施例１と同様に薄い密着性被膜１３を、遮光性を有する封止層１５により
封止したので、紫外線の影響により回路素子のメモリの内容等が消去されることはない。
　以上説明したように、本実施例では、上記実施例１と同様の効果に加えて、半導体装置
の配線と封止層との間に密着性被膜を設けたことによって、個片化された後の半導体装置
の側面等から侵入する水分による配線の腐食を防止することができ、外部から繰返し負荷
される応力による配線の断線を更に防止することができる。
【００３７】
　なお、上記工程ＰＡ９においては、密着性被膜は半導体ウェハのおもて面側の全面に形
成するとして説明したが、後述する実施例３の工程ＰＢ６と同様に密着性被膜を配線とそ
の周囲に形成し、封止層により封止するようにしてもよい。このようにしても上記と同様
の効果を得ることができる。
　また、上記実施例１の工程Ｐ９および上記工程ＰＡ９において、密着性被膜を形成する
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ときに密着性樹脂１３ａの除去後に、熱処理により固化させるとして説明したが、工程Ｐ
９および工程ＰＡ９においては現像処理による密着性樹脂１３ａの除去に止め、これを工
程Ｐ１０および工程ＰＡ１０における封止樹脂で封止し、その後の封止樹脂の硬化のため
の熱処理により封止層の硬化と密着性被膜の固化とを同時に行うようにしてもよい。この
ようにすれば、密着性被膜の熱処理を省略して半導体装置の製造方法の効率化を図ること
ができる。
【実施例３】
【００３８】
　図７ないし図１０は実施例３の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
　なお、上記実施例１と同様の部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。
　本実施例の密着性被膜１３は、上記実施例２と同様の理由により、図１０（ＰＢ１２）
にＴで示す膜厚を５μｍ以上、４０μｍ以下の厚さに形成することが好ましい。
　本実施例の密着性被膜１３の膜厚は、１０μｍである。
【００３９】
　以下に、図７ないし図１０にＰＢで示す工程に従って、本実施例の半導体装置の製造方
法について説明する。
　本実施例の図７に示す工程ＰＢ１～工程ＰＢ４の作動は、上記実施例１の図１に示す工
程Ｐ１～工程Ｐ４の作動と同様であるのでその説明を省略する。
　ＰＢ５（図７）、半導体ウェハ１おもて面側の全面にスピンコート法によりネガ型の感
光性を有するポリイミドからなる密着性樹脂１３ａを塗布する。
【００４０】
　ＰＢ６（図８）、密着性樹脂１３ａの塗布後に、配線１０とその周囲（本実施例では配
線１０から１０μｍの領域）を除く領域、および電極形成領域１２の中央部（本実施例で
はポスト電極の直径の６０％以上、８０％以下の領域）を遮光したフォトマスク１８を用
いて塗布された密着性樹脂１３ａを露光し、電極形成領域１２の中央部を除く配線１０上
とその周囲の密着性樹脂１３ａを硬化させる。
【００４１】
　ＰＢ７（図８）、密着性樹脂１３ａの硬化後に、現像処理により未感光の密着性樹脂１
３ａを除去し、熱処理により固化させて電極形成領域１２の中央部を除く配線１０および
その周囲の下地金属層９を被覆する１０μｍ程度の密着性被膜１３を形成する。
　この場合に、ポジ型の密着性樹脂１３ａを用いるときは、フォトマスク１８を電極形成
領域１２の中央部を除く配線１０とその周囲の領域を遮光するフォトマスク１８とし、塗
布された密着性樹脂１３ａを露光して配線１０とその周囲を除く領域および電極形成領域
１２の中央部の密着性樹脂１３ａを軟化させ、現像処理により感光した密着性樹脂１３ａ
を除去し、熱処理により固化させて電極形成領域１２の中央部を除く配線１０およびその
周囲の下地金属層９を被覆する密着性被膜１３を形成すればよい。
【００４２】
　ＰＢ８（図８）、実施例１の工程Ｐ５と同様にして配線１０上の電極形成領域１２にポ
スト電極１１を形成する。これにより密着性被膜１３が配線１０とポスト電極１１の接合
部の内側に延在した状態でポスト電極１１が形成される。
　ＰＢ９（図９）、実施例１の工程Ｐ６と同様にして配線１０の周囲の密着性被膜１３お
よびポスト電極１１を除く領域の下地金属層９を除去する。
【００４３】
　ＰＢ１０（図９）、実施例１の工程Ｐ７と同様にして半導体ウェハ１おもて面側に密着
性樹脂１３ａを塗布し、その後に実施例１の工程Ｐ８と同様にしてポスト電極１１の周囲
の密着性樹脂１３ａを硬化させる。
　ＰＢ１１（図９）、密着性樹脂１３ａの硬化後に、実施例１の工程Ｐ９と同様にして密
着性樹脂１３ａ固化させ、ポスト電極１１の側面に配線１０上の密着性被膜１３に接続す
る密着性被膜１３を形成する。
【００４４】
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　ＰＢ１２（図１０）、半導体ウェハ１を図示しない封止金型に収納し、半導体ウェハ１
のおもて面側の全面を覆うように、つまり層間絶縁膜７上、配線１０上とその周囲の下地
金属層９上の密着性被膜１３およびポスト電極１１の側面に形成された密着性被膜１３を
覆うように封止樹脂を封止金型の内部に注入し、これを加熱硬化させて封止層１５を形成
する。
【００４５】
　その後の封止層１５の研磨およびバンプ電極１６の形成の作動は、実施例１の工程Ｐ１
０の作動と同様であるのでその説明を省略する。
　以上の工程により、個片に分割される前の複数の半導体装置が形成された半導体ウェハ
１が形成され、この半導体ウェハ１を個片に分割することにより本実施例の半導体装置が
製造される。
【００４６】
　このようにして形成された本実施例の半導体装置は、そのポスト電極１１の側面および
配線１０が密着性被膜１３を介して封止層１５と強固に密着しているので、実施例２と同
様に外部からの応力がポスト電極１１に負荷されたとしても、ポスト電極１１と封止層１
５との界面に剥離が生じることはなく、配線１０と封止層１５との間の密着性が向上する
ので、個片化された後の半導体装置の側面等から侵入する水分により配線１０に腐食が生
ずることもない。
【００４７】
　また、密着性被膜１３が配線１０とポスト電極１１の接合部の内側に延在した状態でポ
スト電極１１が形成されているので、外部からの力によりポスト電極１１に負荷される応
力を緩和することができる。
　更に、上記実施例１と同様に薄い密着性被膜１３を、遮光性を有する封止層１５により
封止したので、紫外線の影響により回路素子のメモリの内容等が消去されることはない。
【００４８】
　以上説明したように、本実施例では、上記実施例２と同様の効果に加えて、半導体装置
の配線とポスト電極の接合部の内側に密着性被膜を延在させてポスト電極を形成したこと
によって、外部からの力によりポスト電極に負荷される応力を緩和することができる。
【実施例４】
【００４９】
　図１１、図１２、図１３は実施例４の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
　なお、上記実施例１と同様の部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。
　以下に、図１１、図１２、図１３にＰＣで示す工程に従って、本実施例の半導体装置の
製造方法について説明する。
　図１３に示す密着性被膜１３は、ポスト電極１１の側面に実施例１と同様の密着性樹脂
１３ａを用いてフォトリソグラフィにより密着性被膜１３の周面がポスト電極１１の先端
に向かって縮小する錐面２０（本実施例では円錐台面）となるように形成され、その配線
１０との接合部の膜厚が１０μｍ以上でありポスト端面１１ａの膜厚が１μｍ以下となる
錐面２０を有するの被膜である。
【００５０】
　本実施例の図１１、図１２に示す工程ＰＣ１～工程ＰＣ７の作動は、上記実施例１の図
１、図２に示す工程Ｐ１～工程Ｐ７の作動と同様であるのでその説明を省略する。
　ＰＣ８（図１３）、密着性樹脂１３ａの塗布後に、上記実施例１の工程Ｐ８と同様の電
極形成領域１２およびその周囲を除く領域を遮光したフォトマスク１８を用いてフォトマ
スク１８と半導体ウェハ１との間隔を拡げながら、つまり露光装置を半導体ウェハ１から
遠ざけながら塗布された密着性樹脂１３ａを露光し、ポスト電極１１の周囲の密着性樹脂
１３ａをその側面が、ポスト電極１１の先端に向かって縮小する錐面２０となるように硬
化させる。
【００５１】
　ＰＣ９（図１３）、密着性樹脂１３ａの硬化後に、現像処理により未感光の密着性樹脂
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１３ａを除去し、熱処理により固化させてポスト電極１１の側面に配線１０側の膜厚が１
０μｍ程度でありポスト端面１１ａの膜厚が１μｍ程度となる錐面２０を有する密着性被
膜１３を形成する。
　この場合に、ポジ型の密着性樹脂１３ａを用いるときは、フォトマスク１８を電極形成
領域１２およびその周囲の領域を遮光するフォトマスク１８とし、フォトマスク１８と半
導体ウェハ１との間隔を拡げながら塗布された密着性樹脂１３ａを露光し、ポスト電極１
１の周囲の錐面２０の内側を除く領域の密着性樹脂１３ａを軟化させ、現像処理により感
光した密着性樹脂１３ａを除去し、熱処理により固化させてポスト電極の側面にポスト電
極１１の側面に錐面２０を有する密着性被膜１３を形成すればよい。
【００５２】
　ＰＣ１０（図１３）、半導体ウェハ１を図示しない封止金型に収納し、半導体ウェハ１
のおもて面側の全面を覆うように、つまり層間絶縁膜７上、下地金属層９、配線１０上お
よびポスト電極１１の側面に形成された錐面２０を有する密着性被膜１３を覆うように封
止樹脂を封止金型の内部に注入し、これを加熱硬化させて封止層１５を形成する。
　その後の封止層１５の研磨およびバンプ電極１６の形成の作動は、実施例１の工程Ｐ１
０の作動と同様であるのでその説明を省略する。
【００５３】
　以上の工程により、個片に分割される前の複数の半導体装置が形成された半導体ウェハ
１が形成され、この半導体ウェハ１を個片に分割することにより本実施例の半導体装置が
製造される。
　このようにして形成された本実施例の半導体装置は、そのポスト電極１１の側面が密着
性被膜１３を介して封止層１５と強固に密着しているので、実施例１と同様に外部からの
応力がポスト電極１１に負荷されたとしても、ポスト電極１１と封止層１５との界面に剥
離が生じることはない。
【００５４】
　また、上記実施例１と同様に密着性被膜１３を、遮光性を有する封止層１５により封止
したので、紫外線の影響により回路素子のメモリの内容等が消去されることはない。
　更に、密着性被膜１３の周面を錐面２０として封止層１５のおもて面に光の透過性を有
する密着性被膜１３を露出させないようにしたので、半導体装置の回路素子に対する遮光
性を更に向上させることができる。
【００５５】
　以上説明したように、本実施例では、上記実施例１と同様の効果に加えて、半導体装置
のポスト電極の側面に周面を錐面とした密着性被膜を形成するようにしたことによって、
封止層のおもて面に光の透過性を有する密着性被膜が露出することがなくなり、半導体装
置の回路素子に対する遮光性を更に向上させることができる。
　なお、上記実施例１、実施例２および実施例３のポスト電極１１の側面の一様な膜厚の
密着性被膜に替えて、本実施例で説明した周面を錐面とした密着性被膜を形成すれば、上
記と同様の効果を得ることができる。
【００５６】
　上記した半導体装置は、密着性被膜によりポスト電極と封止層の界面の剥離を防止して
半導体装置の接続信頼性を確保し、遮光性を有する封止層により外部からの紫外線等の光
による影響を除去しているので、種々の用途の電子機器の品質の安定化に寄与するＣＳＰ
型の半導体装置とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】実施例１の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図２】実施例１の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図３】実施例１の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図４】実施例２の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図５】実施例２の半導体装置の製造方法を示す説明図
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【図６】実施例２の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図７】実施例３の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図８】実施例３の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図９】実施例３の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図１０】実施例３の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図１１】実施例４の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図１２】実施例４の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図１３】実施例４の半導体装置の製造方法を示す説明図
【符号の説明】
【００５８】
　１　　半導体ウェハ
　２　　半導体基板
　３　　回路形成面
　４　　絶縁層
　５　　電極パッド
　６　　表面保護膜
　７　　層間絶縁膜
　８　　スルーホール
　９　　下地金属層
　１０　配線
　１１　ポスト電極
　１１ａ　ポスト端面
　１２　電極形成領域
　１３　密着性被膜
　１３ａ　密着性樹脂１３ａ
　１５　封止層
　１６　バンプ電極
　１７　レジストマスク
　１８　フォトマスク
　２０　錐面
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