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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ウェハの裏面に、裏面電極を形成する裏面電極形成工程と、
　前記裏面電極が形成されることによって反った状態となっている前記半導体ウェハの裏
面に、当該半導体ウェハの反りを維持するフィルムまたはテープを貼り付ける貼付工程と
、
　前記貼付工程の後、前記反った状態の前記半導体ウェハのおもて面に、おもて面電極と
してめっき膜を形成するめっき工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　半導体ウェハの裏面に、裏面電極を形成する裏面電極形成工程と、
　前記裏面電極形成工程の後、前記半導体ウェハがおもて面側に凸に反った状態となるよ
うに、当該半導体ウェハの裏面に、フィルムまたはテープを貼り付ける貼付工程と、
　前記反った状態の前記半導体ウェハのおもて面に、おもて面電極としてめっき膜を形成
するめっき工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　半導体ウェハの裏面に形成された裏面電極によって、おもて面側に凸に反った状態とな
っている半導体ウェハの裏面に、当該半導体ウェハの反りを維持するフィルムまたはテー
プを貼り付ける貼付工程と、
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　前記貼付工程の後、前記反った状態の前記半導体ウェハのおもて面に、おもて面電極と
してめっき膜を形成するめっき工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記めっき工程の後、前記半導体ウェハをチップ状に切断する切断工程をさらに含むこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記めっき工程の後、前記切断工程の前に、前記フィルムまたは前記テープを半導体ウ
ェハから剥離する剥離工程をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項６】
　前記切断工程によって切断された半導体チップのおもて面側および裏面側に、放熱体と
なり、かつおもて面電極および裏面電極にそれぞれ電気的に接続された金属体を接合する
接合工程と、
　前記金属体が接合された前記半導体チップのうち、少なくとも当該半導体チップ全体を
封止する封止工程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項４または５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記貼付工程では、前記半導体ウェハのおもて面をステージに吸着させ、当該半導体ウ
ェハを平坦にした状態で、前記フィルムまたは前記テープを貼り付けることを特徴とする
請求項１～６のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記貼付工程では、少なくとも前記半導体ウェハの前記裏面電極を覆うように、前記フ
ィルムまたは前記テープを貼り付けることを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記貼付工程では、前記半導体ウェハの裏面全体を覆うように、前記フィルムまたは前
記テープを貼り付けることを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項１０】
　前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープが前記半導体ウェハの裏面端部から
外側にはみ出すように、当該フィルムまたは当該テープを貼り付けることを特徴とする請
求項１～９のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記半導体ウェハの裏面端部から外側にはみ出させる前記フィルムまたは前記テープの
幅は、１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１０に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープの端部を外側に引っ張り、当該フィ
ルムまたは当該テープに張力をかけた状態で貼り付けることを特徴とする請求項１～１１
のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープを４０℃以上６０℃以下の温度で加
熱することを特徴とする請求項１～１２のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記貼付工程では、前記半導体ウェハよりも剛性が低い前記フィルムまたは前記テープ
を用いることを特徴とする請求項１～１３のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項１５】
　前記貼付工程では、４０μｍ以上８０μｍ以下の厚さを有する前記フィルムまたは前記
テープを用いることを特徴とする請求項１～１４のいずれか一つに記載の半導体装置の製
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造方法。
【請求項１６】
　前記貼付工程では、ポリイミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリエチレンテレフタ
レートおよび芳香族ポリアミドのいずれか一つを主成分とする前記フィルムまたは前記テ
ープを用いることを特徴とする請求項１～１５のいずれか一つに記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項１７】
　前記貼付工程では、熱または紫外線によって粘着力が低下する前記フィルムまたは前記
テープを用いることを特徴とする請求項１～１６のいずれか一つに記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項１８】
　前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープに備えられた粘着層が、前記半導体
ウェハの裏面に接するように貼り付けられ、
　前記粘着層は、熱または紫外線によって硬化して粘着力が低下することを特徴とする請
求項１７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープに備えられた粘着層が、前記半導体
ウェハの裏面に接するように貼り付けられ、
　前記粘着層は、アクリル酸エステルを主原料としたポリマーを主成分とすることを特徴
とする請求項１７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープに備えられた粘着層が、前記半導体
ウェハの裏面に接するように貼り付けられ、
　前記粘着層は、熱または紫外線によって当該粘着層から気体が発生して粘着力が低下す
ることを特徴とする請求項１７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
　前記裏面電極は、少なくとも最表面に金からなる電極層が積層されてなる積層膜である
ことを特徴とする請求項１～２０のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記めっき膜は、無電解めっき法により形成されることを特徴とする請求項１～２１の
いずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２３】
　前記めっき膜は、ニッケルからなる第１めっき層および金からなる第２めっき層が順次
積層されてなる積層膜であることを特徴とする請求項１～２２のいずれか一つに記載の半
導体装置の製造方法。
【請求項２４】
　前記第１めっき層は、７５℃以上８５℃以下に保たれた無電解めっき浴でめっき処理さ
れることで形成されることを特徴とする請求項２３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２５】
　前記第２めっき層は、７０℃以上８０℃以下に保たれた無電解めっき浴でめっき処理さ
れることで形成されることを特徴とする請求項２３または２４に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項２６】
　前記第１めっき層は、ニッケルおよびリンからなる合金であり、当該第１めっき層に含
まれるリンの濃度は、２ｗｔ％以上８ｗｔ％以下であることを特徴とする請求項２３～２
５のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２７】
　前記めっき膜の厚さは、３μｍ以上６μｍ以下であることを特徴とする請求項２３～２
６のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２８】
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　前記半導体ウェハの裏面に前記裏面電極を形成する前に、当該半導体ウェハのおもて面
に、アルミニウムを主成分とする電極を形成する工程をさらに含み、
　前記めっき工程では、前記アルミニウムを主成分とする電極の上に、前記めっき膜が形
成されることを特徴とする請求項１～２７のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項２９】
　前記半導体ウェハの裏面に前記裏面電極を形成する前に、当該半導体ウェハを裏面側か
ら薄化する薄化工程をさらに含み、
　前記裏面電極は、前記薄化工程によって薄くされた前記半導体ウェハの裏面に形成され
ることを特徴とする請求項１～２８のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記薄化工程では、前記半導体ウェハの厚さを８０μｍ以上１４０μｍ以下にすること
を特徴とする請求項２９に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３１】
　前記半導体ウェハの裏面に前記裏面電極を形成した後、前記貼付工程の前に、前記半導
体ウェハの裏面をプラズマ処理し、当該半導体ウェハの裏面に付着した付着物を除去する
プラズマ処理工程をさらに含むことを特徴とする請求項１～３０のいずれか一つに記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項３２】
　前記プラズマ処理工程では、前記半導体ウェハのおもて面および裏面を同時にプラズマ
処理し、当該半導体ウェハのおもて面および裏面に付着した付着物を除去することを特徴
とする請求項３１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３３】
　前記プラズマ処理工程では、酸素を原料ガスとすることを特徴とする請求項３１または
３２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３４】
　前記プラズマ処理工程では、容量結合型のプラズマ発生機構を用いることを特徴とする
請求項３１～３３のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３５】
　前記プラズマ処理工程では、複数枚の前記半導体ウェハをまとめて同時に処理するバッ
チ式のプラズマ処理装置を用いることを特徴とする請求項３１～３４のいずれか一つに記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項３６】
　前記プラズマ処理工程では、前記半導体ウェハのおもて面および裏面を同時に処理する
前記プラズマ処理装置を用いることを特徴とする請求項３５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】
　この発明は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力用パワー半導体素子の一つであるＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉ
ｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ）は、ＭＯＳ
ＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｅｄ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｅｃ
ｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：絶縁ゲート型電界効果トランジスタ）の高速スイッチング特
性および電圧駆動特性と、バイポーラトランジスタの低オン電圧特性を有する。その応用
範囲は、従来の汎用インバータ、ＡＣサーボ、無停電電源（ＵＰＳ）およびスイッチング
電源等からハイブリッド車向け昇圧ＤＣ－ＤＣコンバータへと拡大してきている。
【０００３】
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　上述したような半導体素子を製造する方法として、次のような方法が提案されている。
シリコン（Ｓｉ）基板の第１の主面側に素子の表面構造を形成し、第２の主面を研削加工
して基板を薄くした後、第２の主面側にバッファ層およびコレクタ層を形成する。その後
、コレクタ層の表面に、厚さが０．３μｍ以上１．０μｍ以下で、Ｓｉ濃度が０．５ｗｔ
％以上２ｗｔ％以下、好ましくは１ｗｔ％以下のアルミニウムシリコン（ＡｌＳｉ）膜を
形成する。そして、ＡｌＳｉ膜の形成に続いて、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）およ
び金（Ａｕ）などの複数の金属を蒸着またはスパッタにより形成し、コレクタ電極を形成
する。Ｔｉ膜、Ｎｉ膜およびＡｕ膜は、それぞれバッファ金属膜、はんだ接合金属膜およ
び保護金属膜である（例えば、下記特許文献１参照。）。
【０００４】
　また、おもて面および裏面に電極を有する半導体素子の実装において、コレクタ電極な
どの裏面電極は、ヒートシンクとなる金属板にはんだを用いて接合される。一方、エミッ
タ電極などの表面電極はアルミワイヤーを用いたワイヤボンディング技術を用いて接合さ
れるのが主流である。しかし、最近では、表面電極においても、はんだ接合が用いられる
ことがある。表面電極の接合にはんだ接合を用いることで、高密度実装化、電流密度向上
、スイッチング速度の高速化のための配線容量低減、半導体装置の冷却効率向上などを大
幅に改善することができる。
【０００５】
　半導体素子をはんだ接合により実装した半導体装置として、次のような装置が提案され
ている。半導体素子が形成された各半導体チップの表面にヒートシンクとなる金属板がは
んだにより接合され、裏面に第２の導体部材がはんだにより接合され、ヒートシンクの表
面に第３の導体部材がはんだにより接合されている。ヒートシンクには段差部が設けられ
て薄肉部が形成されており、ヒートシンクと各半導体チップとの接合面積よりヒートシン
クと第３の導体部材との接合面積が小さくなっている。第２の導体部材の裏面と第３の導
体部材の表面とが露出した状態で、各部材が樹脂封止されている（例えば、下記特許文献
２参照。）。
【０００６】
　また、別の装置として、半導体素子と、この半導体素子の裏面に接合され電極と放熱を
兼ねる第１の金属体と、前記半導体素子の表面側に接合され電極と放熱を兼ねる第２の金
属体と、前記半導体素子の表面と前記第２の金属体との間に接合された第３の金属体とを
備え、装置のほぼ全体を樹脂でモールドした半導体装置において、前記半導体素子表面の
せん断応力、または、前記半導体素子と前記金属体とを接合する接合層における歪み成分
等を低減させるように、前記半導体素子の厚さを薄くすると共に、前記モールド樹脂によ
り装置全体を拘束保持するように構成したことを特徴とし、前記接合層をＳｎ系はんだで
構成する半導体装置が提案されている（例えば、下記特許文献３参照。）。
【０００７】
　また、別の装置として、半導体素子の両側を一対の金属板で挟んでなり、装置のほぼ全
体が樹脂でモールドされてなる半導体装置において、最終的な接合時に半導体チップ上に
接合される金属板が動くことに起因する半導体素子の動作不良の発生と、半導体装置の寿
命の低下を抑制することができる装置が提案されている（例えば、下記特許文献４参照。
）。
【０００８】
　実際に、半導体素子の表面電極をはんだ接合する場合、表面電極の表面にＮｉ等のめっ
きを施す必要がある。めっき処理法としては、電気めっき法や無電解めっき法などが一般
的である。電気めっき法は、外部電流を供給することにより溶液中の金属イオンを還元析
出させる方法である。一方、無電解めっき法は、電気を使用することなく、溶液中の金属
イオンを化学的に還元析出する方法である（例えば、下記非特許文献１参照。）。無電解
めっき法を用いためっき処理は、対極や直流電源などの電気回路を必要とする電気めっき
法よりも、製造装置や製造工程を簡略化することができる。
【０００９】
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　上述したような半導体素子が形成され、かつ表面電極の表面に無電解めっきが施された
半導体チップとして、裏面電極が絶縁基板上に構成された回路パターンに接合され、表面
電極が接続導体に接合される半導体チップにおいて、前記表面電極を形成するＡｌ層の上
に、Ｎｉ層と前記Ｎｉ層の上に積層されるＡｕ層の２層をジンケート法による無電解めっ
き法で成膜して熱伝導率を均一にした電極膜と、前記電極膜上に形成され、放熱経路を構
成する接続導体と電極膜とを接合する鉛フリーはんだ層とを有する半導体チップが提案さ
れる（例えば、下記特許文献５参照。）。
【００１０】
　図２４は、従来の半導体チップの製造方法について示すフローチャートである。まず、
半導体ウェハのおもて面の表面層に、例えばベース領域やエミッタ領域など、ＩＧＢＴの
おもて面表面構造を形成する（ステップＳ１０１）。ついで、おもて面電極として、ベー
ス領域およびエミッタ領域に接するエミッタ電極を形成する（ステップＳ１０２）。つい
で、半導体ウェハのおもて面に、ポリイミドからなる保護膜を形成し、エミッタ電極が露
出するように開口する（ステップＳ１０３）。保護膜は、おもて面に露出する半導体ウェ
ハ表面を覆う。
【００１１】
　ついで、半導体ウェハの裏面側からバックグラインドやエッチングを行い、半導体ウェ
ハを薄化する（ステップＳ１０４）。ついで、半導体ウェハの裏面の表面層に、コレクタ
領域などの裏面半導体領域を形成する（ステップＳ１０５）。ついで、半導体ウェハの裏
面に、コレクタ領域に接し、複数の金属電極層が積層されてなる裏面電極を形成する（ス
テップＳ１０６）。
【００１２】
　ついで、半導体ウェハの裏面に支持基板を貼り付ける（ステップＳ１０７）。ついで、
無電解めっき処理によって、半導体ウェハのおもて面に、おもて面電極として、無電解Ｎ
ｉ－リン（Ｐ）めっき層および無電解Ａｕめっき層が積層されてなる無電解Ｎｉ－Ｐ／Ａ
ｕめっき膜を形成する（ステップＳ１０８）。その後、半導体ウェハをダイシングするこ
とにより、おもて面電極の表面が無電解めっき処理された半導体チップが完成する。
【００１３】
　このような半導体チップの製造方法として、シリコンから成るウェハの一面側に形成さ
れた電極端子の端子面に無電解めっきを施す際に、該ウェハの他面側の全面に電気絶縁材
料としてのダイシングテープを貼着して絶縁した後、前記端子面に無電解めっきを施す方
法が提案されている（例えば、下記特許文献６参照。）。
【００１４】
　また、別の方法として、主表面および主裏面にそれぞれ電極を有する半導体チップの主
表面側と主裏面側とに、それぞれ電極と放熱体とを兼ねる金属体を配置し、装置のほぼ全
体が樹脂でモールドされてなる半導体装置に実装される半導体チップにおいて、半導体ウ
ェハを支持基板に固定した状態で、半導体ウェハに表面電極を形成する方法が提案されて
いる（例えば、下記特許文献７参照。）。
【００１５】
　また、別の方法として、半導体ウェハの表面側にめっきによりめっき膜を形成して表面
電極を形成するとともに、前記半導体ウェハを前記表面とは反対側の裏面側から薄肉化し
、薄肉化した前記裏面にＮｉ膜を含む裏面電極を形成するようにした半導体装置の製造方
法であって、前記半導体ウェハを薄肉化する工程を行った後に、前記裏面電極を形成する
工程を行い、この後、前記めっき膜を形成して前記表面電極のみを形成する工程を行う方
法が提案されている（例えば、下記特許文献８参照。）。
【００１６】
　また、別の方法として、次の方法が提案されている。裏面金属電極膜が形成されたウェ
ハの裏面に対して、カバー粘着テープを貼付する。そして、めっき槽内の無電解Ｎｉめっ
き液に、カバー粘着テープが貼付されたウェハを浸漬し、ウェハの主面に形成された配線
膜上にＮｉめっき膜を成膜する。続いて、このＮｉめっき膜の成膜と同様の方法にて、Ｎ
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ｉめっき膜上にＡｕめっき膜を成膜し、これらＮｉめっき膜およびＡｕめっき膜の積層膜
からなるＵＢＭめっき膜を形成する。ここで、ウェハに主面が凹型形状となる反りが生じ
ている場合には、カバー粘着テープが貼付されたウェハに加熱処理を施す（例えば、下記
特許文献９参照。）。
【００１７】
　また、別の方法として、次の方法が提案されている。枠付きのダイシングテープで半導
体ウェハを支持しながら半導体ウェハのめっき処理とダイシングを行う方法が開示されて
いる(例えば，下記特許文献１０参照。）。
【００１８】
　また、別の方法として、位置決め供給された半導体ウェハを載置テーブル上に吸着固定
し、保護テープ切断部で半導体ウェハの外形に見合う大きさと形状に切断された保護テー
プの非粘着面を、上下動と揺動及び保護テープ切断部から載置テーブル上に移動可能とな
る吸着テーブルで吸着保持し、この吸着テーブルを傾斜状態で載置テーブル上に移動させ
て保護テープを半導体ウェハの直上に臨ませ、該吸着テーブルの下降により保護テープの
傾斜下がり側の部分を半導体ウェハ上に重ね、真空の雰囲気内で吸着テーブルを傾斜下が
り側を基点にして水平に揺動させることで、保護テープの粘着面全面を半導体ウェハ上に
圧着させ、半導体ウェハ上に保護テープを貼り付ける方法が提案されている(例えば、下
記特許文献１１参照。）。
【００１９】
　また、半導体チップに例えば他の部材が接着されるときに、接着面に行う前処理として
、少なくとも１つの接着表面を前処理した後に接着することによって少なくとも２つの基
板を接続する方法において、前記前処理として大気圧下でプラズマを前記接着表面に作用
させる方法が提案されている（例えば、下記特許文献１２参照。）。
【００２０】
　また、別の方法として、次の方法が提案されている。半導体ウェハに貼付される表面保
護テープにおいて、基材層と、基材層に接して設けられる粘着剤層とを含み、基材層は、
粘着剤層と接する側の面と反対側の面に切込部を有する。基材層は、後に塗布される粘着
剤層との密着性を高めるために、物理的または化学的な処理が施されてもよい。化学的処
理としては、たとえば、プラズマ処理などが挙げられる（例えば、下記特許文献１３参照
。）。
【００２１】
　また、別の方法として、次の方法が提案されている。プラズマ洗浄機を用いて半導体ウ
ェハの表面および裏面を洗浄することにより、半導体ウェハに付着した有機性の付着物を
除去する。次に、フィルム接着剤を介して半導体ウェハをダイシングシートに貼り付け、
フィルム接着剤も含めて個々の半導体素子にダイシングによる分割する（例えば、下記特
許文献１４参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】特開２００７－０３６２１１号公報
【特許文献２】特開２００２－１１０８９３号公報
【特許文献３】特開２００３－１１００６４号公報
【特許文献４】特許３８２３９７４号公報
【特許文献５】特許４３４４５６０号公報
【特許文献６】特開２００５－３５３９６０号公報
【特許文献７】特許３８２９８６０号公報
【特許文献８】特許４０４９０３５号公報
【特許文献９】特開２００９－０５４９６５号公報
【特許文献１０】特許４３３３６５０号公報
【特許文献１１】特許３６０７１４３号公報
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【特許文献１２】特表２００６－５２００８８号公報
【特許文献１３】特開２００６－１５６５６７号公報
【特許文献１４】特開２００４－２４１４４３号公報
【非特許文献】
【００２３】
【非特許文献１】電気鍍金研究会、「無電解めっき　基礎と応用」、日刊工業新聞社、１
９９４年５月、ｐ．１～ｐ．２３８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかしながら、本発明者らが鋭意研究を重ねた結果、例えば上述した特許文献７や特許
文献９に示す技術のように半導体チップを作製した場合、次のような問題が生じることが
新たに判明した。図１９～図２２は、従来の半導体チップの製造方法について順に示す説
明図である。図１９～図２２において、図２４のステップＳ１０６以降の処理を詳細に示
す。図１９～図２２では、半導体ウェハのおもて面表面構造は図示省略する（以下、図１
，５～１４，２３においても同様）。また、半導体ウェハの表面に形成されているエミッ
タ電極および裏面電極は図示省略する（以下、図１１～１４，２３においても同様）。図
１９に示すように、裏面電極形成後（図２４のステップＳ１０６参照）の半導体ウェハ１
２０は、裏面電極による引っ張り応力によって、おもて面側に凸に反った状態となってし
まう。
【００２５】
　その理由は、裏面電極として形成される金属電極層の積層膜は、おもて面電極として形
成されるエミッタ電極（図２４のステップＳ１０２参照）よりも大きな引っ張り応力を半
導体ウェハに生じさせるからである。さらに、裏面電極を成膜した後に、裏面電極のコン
タクト抵抗を低減するために例えば３５０℃の熱処理を行うと、半導体ウェハ１２０の裏
面側に生じている引っ張り応力はさらに大きくなってしまう。半導体ウェハ１２０が例え
ば８０～１４０μｍ程度に薄化されている場合（図２４のステップＳ１０４参照）、半導
体ウェハ１２０の反りｔwは、例えば１～８ｍｍ程度になる（例えば、特許文献８の図６
参照）。
【００２６】
　上述した特許文献７や特許文献９に示す技術では、このような半導体ウェハ１２０の反
りｔwを解消する。例えば、図２０に示すように、半導体ウェハ１２０の裏面に、支持基
板１２１を貼り付けることで、半導体ウェハ１２０の反りｔwが解消される（図２４のス
テップＳ１０７、特許文献７参照）。半導体ウェハ１２０が、支持基板１２１から平坦に
保たれるような応力を受けている状態となるからである。
【００２７】
　その後、図２１に示すように、半導体ウェハ１２０のおもて面にめっき膜１２２が形成
された場合（図２４のステップＳ１０８参照）、半導体ウェハ１２０のおもて面側にめっ
き膜１２２による引っ張り応力が生じたとしても、半導体ウェハ１２０は、支持基板１２
１によって支持されているため、平坦な状態が維持される。また、図示省略するが、おも
て面に形成されためっき膜によって、半導体ウェハがおもて面側に凹に反った状態となっ
たとしても、上述した特許文献９に示す技術のように、半導体ウェハの裏面に貼り付けた
テープを加熱してテープに張力を加えることで、半導体ウェハに生じた反りは解消される
。
【００２８】
　しかしながら、上述した特許文献７や特許文献９に示す技術によって半導体ウェハの反
りを解消したとしても、その後、半導体ウェハの裏面に貼り付けた支持基板やテープなど
を除去した場合、半導体ウェハは再び反ってしまうことが判明した。例えば、図２２に示
すように、半導体ウェハ１２０の裏面に貼り付けた支持基板を除去すると、半導体ウェハ
１２０は、支持基板を貼り付ける前の状態（図１９参照）とは反対に、おもて面側に凹に
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反った状態となってしまう。その理由は、次に示すように推測される。
【００２９】
　半導体ウェハ１２０は、支持基板１２１による応力によって強制的に平坦な状態で保た
れる。半導体ウェハ１２０の裏面側では、この平坦な状態が支持基板１２１の除去後も維
持される。一方、半導体ウェハ１２０のおもて面側では、めっき膜１２２が形成されたこ
とによる引っ張り応力が生じてしまう。このため、半導体ウェハ１２０は、上述した特許
文献７に示す技術に記載された内容とは異なり、平坦な状態からおもて面側に凹に反った
状態になってしまうと推測される。したがって、半導体ウェハを平坦に保った状態からさ
らに応力が加えられるか、半導体ウェハを平坦に保つための応力が除去されるなどによっ
て、半導体ウェハは再び反ってしまうと推測される。
【００３０】
　図２３は、半導体チップに反りが生じている状態を示す断面図である。図２３は、おも
て面側に凹に反った状態の半導体ウェハ（図２２参照）をチップ状にダイシング（切断）
して作製された半導体チップ１０１である。図２３に示すように、おもて面側に凹に反っ
た状態の半導体ウェハから半導体チップ１０１を切断した場合、半導体チップ１０１は、
おもて面側に凹に反った状態となることが判明した。つまり、半導体チップ１０１には、
おもて面側に凹に反った状態の半導体ウェハと同様の方向に、反りｔcが生じてしまうこ
とがわかった。
【００３１】
　半導体チップ１０１が３０μｍ近く反っている場合、次のような問題が発生する。例え
ば、出荷検査や特性不良チップのスクリーニングなど、半導体チップ１０１の電気的特性
を測定する際に、搬送ハンドや測定ステージに半導体チップ１０１が吸着されなかったり
、測定ステージ上への半導体チップ１０１の吸着位置がずれてしまうなどによって、半導
体チップ１０１に形成された半導体素子の電気的特性を正確に測定できなかったりする虞
が生じる。
【００３２】
　あるいは、半導体チップ１０１に金属板をはんだ接合する際、半導体チップ１０１と各
金属板の間に形成されるはんだ層の厚みは、７０～１３０μｍ程度になるように設計され
ている。このため、半導体チップ１０１が３０μｍ近く反っていると、半導体チップ１０
１をはんだ接合によって実装する際に、半導体チップ１０１の反りｔcによりはんだ層に
ボイドが発生してしまい、半導体チップ１０１の実装位置がずれてしまったり、半導体チ
ップ１０１を実装できなかったりする虞が生じる。これにより、半導体装置の歩留まりが
低下してしまう。また、はんだ層にボイドが発生することによって、半導体装置の信頼性
が低下してしまう。また、半導体チップ１０１の反りｔcによって、はんだ層の全体また
は一部が所定の厚さより薄くなってしまう。これにより、半導体装置の寿命が短くなり、
半導体装置の信頼性が低下してしまう。また、半導体チップ１０１の反りｔcによって、
半導体チップ１０１や金属板の接合位置がずれたり、短絡不良が生じたりする虞が発生し
、半導体装置の歩留まりが低下してしまうなどの可能性が高くなる。
【００３３】
　また、特許文献９に示す技術では、裏面電極表面とテープとの密着性が低い場合、半導
体ウェハからテープが剥がれてしまい、半導体ウェハとテープとの間にめっき液が侵入し
てしまう虞がある。裏面電極がめっき液に曝された場合、裏面電極の表面にめっきが異常
析出したり、裏面電極の外周端部の表面が変色したりする（以下、外観異常とする）など
、新たな問題が発生してしまう。裏面電極に外観異常が生じた場合、裏面電極のはんだ濡
れ性が悪くなってしまう。裏面電極のはんだ濡れ性が悪いと、半導体素子をはんだ接合に
よって実装する際に、裏面電極とはんだ層との界面にボイド（空孔）が発生してしまう。
ボイドの発生は、半導体装置の信頼性が低下させる原因となってしまう。
【００３４】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、半導体装置の信頼性を向
上することができる半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。また、歩留まり
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の高い半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。また、表面電極の外観異常を
防止することができる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】
【００３５】
　上述した課題を解決し、本発明の目的を達成するため、請求項１の発明にかかる半導体
装置の製造方法は、次の特徴を有する。半導体ウェハの裏面に、裏面電極を形成する裏面
電極形成工程を行う。ついで、前記裏面電極が形成されることによって反った状態となっ
ている前記半導体ウェハの裏面に、当該半導体ウェハの反りを維持するフィルムまたはテ
ープを貼り付ける貼付工程を行う。ついで、前記貼付工程の後、前記反った状態の前記半
導体ウェハのおもて面に、おもて面電極としてめっき膜を形成するめっき工程を行う。
【００３６】
　また、上述した課題を解決し、本発明の目的を達成するため、請求項２の発明にかかる
半導体装置の製造方法は、次の特徴を有する。半導体ウェハの裏面に、裏面電極を形成す
る裏面電極形成工程を行う。ついで、前記裏面電極形成工程の後、前記半導体ウェハがお
もて面側に凸に反った状態となるように、当該半導体ウェハの裏面に、フィルムまたはテ
ープを貼り付ける貼付工程を行う。ついで、前記反った状態の前記半導体ウェハのおもて
面に、おもて面電極としてめっき膜を形成するめっき工程を行う。
【００３７】
　また、上述した課題を解決し、本発明の目的を達成するため、請求項３の発明にかかる
半導体装置の製造方法は、次の特徴を有する。裏面に形成された裏面電極によって、おも
て面側に凸に反った状態となっている半導体ウェハの裏面に、当該半導体ウェハの反りを
維持するフィルムまたはテープを貼り付ける貼付工程を行う。ついで、前記貼付工程の後
、前記反った状態の前記半導体ウェハのおもて面に、おもて面電極としてめっき膜を形成
するめっき工程を行う。
【００３８】
　また、請求項４の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～３のいずれか一つ
に記載の発明において、さらに次の特徴を有する。前記めっき工程の後、前記半導体ウェ
ハをチップ状に切断する切断工程を行う。
【００３９】
　また、請求項５の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項４に記載の発明におい
て、さらに次の特徴を有する。前記めっき工程の後、前記切断工程の前に、前記フィルム
または前記テープを半導体ウェハから剥離する剥離工程を行う。
【００４０】
　また、請求項６の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項４または５に記載の発
明において、さらに次の特徴を有する。前記切断工程によって切断された半導体チップの
おもて面側および裏面側に、放熱体となり、かつおもて面電極および裏面電極にそれぞれ
電気的に接続された金属体を接合する接合工程を行う。ついで、前記金属体が接合された
前記半導体チップのうち、少なくとも当該半導体チップ全体を封止する封止工程を行う。
【００４１】
　また、請求項７の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～６のいずれか一つ
に記載の発明において、前記貼付工程では、前記半導体ウェハのおもて面をステージに吸
着させ、当該半導体ウェハを平坦にした状態で、前記フィルムまたは前記テープを貼り付
けることを特徴とする。
【００４２】
　また、請求項８の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～７のいずれか一つ
に記載の発明において、前記貼付工程では、少なくとも前記半導体ウェハの前記裏面電極
を覆うように、前記フィルムまたは前記テープを貼り付けることを特徴とする。
【００４３】
　また、請求項９の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～８のいずれか一つ
に記載の発明において、前記貼付工程では、前記半導体ウェハの裏面全体を覆うように、
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前記フィルムまたは前記テープを貼り付けることを特徴とする。
【００４４】
　また、請求項１０の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～９のいずれか一
つに記載の発明において、前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープが前記半導
体ウェハの裏面端部から外側にはみ出すように、当該フィルムまたは当該テープを貼り付
けることを特徴とする。
【００４５】
　また、請求項１１の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１０に記載の発明に
おいて、前記半導体ウェハの裏面端部から外側にはみ出させる前記フィルムまたは前記テ
ープの幅は、１ｍｍ以下であることを特徴とする。
【００４６】
　また、請求項１２の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～１１のいずれか
一つに記載の発明において、前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープの端部を
外側に引っ張り、当該フィルムまたは当該テープに張力をかけた状態で貼り付けることを
特徴とする。
【００４７】
　また、請求項１３の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～１２のいずれか
一つに記載の発明において、前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープを４０℃
以上６０℃以下の温度で加熱することを特徴とする。
【００４８】
　また、請求項１４の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～１３のいずれか
一つに記載の発明において、前記貼付工程では、前記半導体ウェハよりも剛性が低い前記
フィルムまたは前記テープを用いることを特徴とする。
【００４９】
　また、請求項１５の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～１４のいずれか
一つに記載の発明において、前記貼付工程では、４０μｍ以上８０μｍ以下の厚さを有す
る前記フィルムまたは前記テープを用いることを特徴とする。
【００５０】
　また、請求項１６の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～１５のいずれか
一つに記載の発明において、前記貼付工程では、ポリイミド、ポリフェニレンサルファイ
ド、ポリエチレンテレフタレートおよび芳香族ポリアミドのいずれか一つを主成分とする
前記フィルムまたは前記テープを用いることを特徴とする。
【００５１】
　また、請求項１７の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～１６のいずれか
一つに記載の発明において、前記貼付工程では、熱または紫外線によって粘着力が低下す
る前記フィルムまたは前記テープを用いることを特徴とする。
【００５２】
　また、請求項１８の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１７に記載の発明に
おいて、前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープに備えられた粘着層が、前記
半導体ウェハの裏面に接するように貼り付けられる。ここで、前記粘着層は、熱または紫
外線によって硬化して粘着力が低下することを特徴とする。
【００５３】
　また、請求項１９の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１７に記載の発明に
おいて、前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープに備えられた粘着層が、前記
半導体ウェハの裏面に接するように貼り付けられる。ここで、前記粘着層は、アクリル酸
エステルを主原料としたポリマーを主成分とすることを特徴とする。
【００５４】
　また、請求項２０の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１７に記載の発明に
おいて、前記貼付工程では、前記フィルムまたは前記テープに備えられた粘着層が、前記
半導体ウェハの裏面に接するように貼り付けられる。ここで、前記粘着層は、熱または紫
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外線によって当該粘着層から気体が発生して粘着力が低下することを特徴とする。
【００５５】
　また、請求項２１の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～２０のいずれか
一つに記載の発明において、前記裏面電極は、少なくとも最表面に金からなる電極層が積
層されてなる積層膜であることを特徴とする。
【００５６】
　また、請求項２２の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～２１のいずれか
一つに記載の発明において、前記めっき膜は、無電解めっき法により形成されることを特
徴とする。
【００５７】
　また、請求項２３の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～２２のいずれか
一つに記載の発明において、前記めっき膜は、ニッケルからなる第１めっき層および金か
らなる第２めっき層が順次積層されてなる積層膜であることを特徴とする。
【００５８】
　また、請求項２４の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項２３に記載の発明に
おいて、前記第１めっき層は、７５℃以上８５℃以下に保たれた無電解めっき浴でめっき
処理されることで形成されることを特徴とする。
【００５９】
　また、請求項２５の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項２３または２４に記
載の発明において、前記第２めっき層は、７０℃以上８０℃以下に保たれた無電解めっき
浴でめっき処理されることで形成されることを特徴とする。
【００６０】
　また、請求項２６の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項２３～２５のいずれ
か一つに記載の発明において、前記第１めっき層は、ニッケルおよびリンからなる合金で
あり、当該第１めっき層に含まれるリンの濃度は、２ｗｔ％以上８ｗｔ％以下であること
を特徴とする。
【００６１】
　また、請求項２７の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項２３～２６のいずれ
か一つに記載の発明において、前記めっき膜の厚さは、３μｍ以上６μｍ以下であること
を特徴とする。
【００６２】
　また、請求項２８の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～２７のいずれか
一つに記載の発明において、さらに、次の特徴を有する。前記半導体ウェハの裏面に前記
裏面電極を形成する前に、当該半導体ウェハのおもて面に、アルミニウムを主成分とする
電極を形成する工程を行う。その後の前記めっき工程では、前記アルミニウムを主成分と
する電極の上に、前記めっき膜が形成される。
【００６３】
　また、請求項２９の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～２８のいずれか
一つに記載の発明において、さらに、次の特徴を有する。前記半導体ウェハの裏面に前記
裏面電極を形成する前に、当該半導体ウェハを裏面側から薄化する薄化工程を行う。その
後、前記裏面電極は、前記薄化工程によって薄くされた前記半導体ウェハの裏面に形成さ
れる。
【００６４】
　また、請求項３０の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項２９に記載の発明に
おいて、前記薄化工程では、前記半導体ウェハの厚さを８０μｍ以上１４０μｍ以下にす
ることを特徴とする。
【００６５】
　また、請求項３１の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～３０のいずれか
一つに記載の発明において、さらに、次の特徴を有する。前記半導体ウェハの裏面に前記
裏面電極を形成した後、前記貼付工程の前に、前記半導体ウェハの裏面をプラズマ処理し
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、当該半導体ウェハの裏面に付着した付着物を除去するプラズマ処理工程を行う。
【００６６】
　また、請求項３２の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項３１に記載の発明に
おいて、前記プラズマ処理工程では、前記半導体ウェハのおもて面および裏面を同時にプ
ラズマ処理し、当該半導体ウェハのおもて面および裏面に付着した付着物を除去すること
を特徴とする。
【００６７】
　また、請求項３３の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項３１または３２に記
載の発明において、前記プラズマ処理工程では、酸素を原料ガスとすることを特徴とする
。
【００６８】
　また、請求項３４の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項３１～３３のいずれ
か一つに記載の発明において、前記プラズマ処理工程では、容量結合型のプラズマ発生機
構を用いることを特徴とする。
【００６９】
　また、請求項３５の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項３１～３４のいずれ
か一つに記載の発明において、前記プラズマ処理工程では、複数枚の前記半導体ウェハを
まとめて同時に処理するバッチ式のプラズマ処理装置を用いることを特徴とする。
【００７０】
　また、請求項３６の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項３５に記載の発明に
おいて、前記プラズマ処理工程では、前記半導体ウェハのおもて面および裏面を同時に処
理する前記プラズマ処理装置を用いることを特徴とする。
【００７１】
　上述した発明によれば、貼付工程において、半導体ウェハがおもて面側に凸に反った状
態を維持するように、半導体ウェハの裏面にテープを貼り付ける。この状態の半導体ウェ
ハにめっき工程を行うため、半導体ウェハのおもて面側と裏面側における引っ張り応力の
釣り合いが取れる。このため、テープを剥離した後、半導体ウェハをほぼ平坦な状態とす
ることができる。これにより、半導体ウェハからチップ状に切断された半導体チップが反
ってしまうことを軽減することができる。したがって、半導体チップの電気的特性を測定
するときに、半導体チップをステージの正確な位置に吸着させることができ、半導体チッ
プの電気的特性を確実に測定することができる。
【００７２】
　また、半導体チップの反りを軽減することができるため、半導体チップの実装時、半導
体チップの反りが原因ではんだ層にボイドが発生することを防止することができる。これ
により、はんだ層に発生するボイドが原因で、半導体チップの実装位置がずれることや、
短絡不良が発生することを防止することができる。また、半導体装置の寿命が短くなるこ
とを防止することができる。また、半導体チップの反りを軽減することができるため、半
導体チップの実装時、はんだ層の全部または一部が所定の厚さより薄くなることを防止す
ることができる。これにより、半導体チップの実装位置がずれることや、短絡不良が発生
することなどを防止することができる。また、半導体装置の寿命が短くなることを防止す
ることができる。
【００７３】
　また、貼付工程において、裏面電極全体がフィルムまたはテープ（以下、単にテープと
する）によって覆われる。また、貼付工程の前に、プラズマ処理工程を行うことで、裏面
電極とテープとの密着力を向上させることができる。このため、裏面電極をテープによっ
て確実に保護することができる。これにより、めっき工程中に、裏面電極とテープとの間
にめっき液が浸入することはない。また、裏面電極表面がめっき液に曝されることがない
ため、裏面電極のはんだ濡れ性が悪くなることを防止することができる。これにより、こ
の半導体ウェハをチップ状に切断することで作製された半導体チップをはんだ接合によっ
て実装する際に、裏面電極とはんだ層との界面にボイドが発生することを防止することが
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できる。
【発明の効果】
【００７４】
　本発明にかかる半導体装置の製造方法によれば、半導体装置の信頼性を向上することが
できるという効果を奏する。また、歩留まりの高い半導体装置を製造することができると
いう効果を奏する。また、裏面電極の外観異常を防止することができるという効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】実施の形態１にかかる半導体装置を示す断面図である。
【図２】実施の形態１にかかる半導体ウェハを示す平面図である。
【図３】実施の形態１にかかる半導体チップのおもて面電極を示す平面図である。
【図４】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について示すフローチャートであ
る。
【図５】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である。
【図６】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である。
【図７】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である。
【図８】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である。
【図９】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である。
【図１０】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である
。
【図１１】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である
。
【図１２】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である
。
【図１３】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である
。
【図１４】実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説明図である
。
【図１５】裏面電極に外観異常が生じている半導体ウェハを示す平面図である。
【図１６】実施の形態３にかかるプラズマ処理装置を模式的に示す説明図である。
【図１７】半導体チップの反り量を示す特性図である。
【図１８】裏面電極表面の炭素量を示す特性図である。
【図１９】従来の半導体チップの製造方法について順に示す説明図である。
【図２０】従来の半導体チップの製造方法について順に示す説明図である。
【図２１】従来の半導体チップの製造方法について順に示す説明図である。
【図２２】従来の半導体チップの製造方法について順に示す説明図である。
【図２３】半導体チップに反りが生じている状態を示す断面図である。
【図２４】従来の半導体チップの製造方法について示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる半導体装置の製造方法の好適な実施の形
態を詳細に説明する。なお、以下の実施の形態の説明および添付図面において、同様の構
成には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００７７】
（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１にかかる半導体装置を示す断面図である。図１に示す半導体装置
では、半導体チップ１のおもて面に、エミッタ電極となる第１おもて面電極２およびゲー
ト電極となる第２おもて面電極３が設けられている。半導体チップ１には、例えばＩＧＢ
Ｔなどの半導体素子（不図示）が形成されている。第１おもて面電極２は、例えばエミッ
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タ電極と、エミッタ電極を覆うめっき膜などで構成されてなる。半導体チップ１の裏面に
は、裏面電極４が設けられている。裏面電極４は、例えばコレクタ電極である。
【００７８】
　第１おもて面電極２は、はんだ層１１を介して金属板５に接合されている。金属板５の
第１おもて面電極２が接合された面に対して反対側の面には、はんだ層１２を介して金属
板６が接合されている。第２おもて面電極３は、ボンディングワイヤ１３を介して、例え
ば外部装置（不図示）に接続するための金属板７に電気的に接続されている。裏面電極４
は、はんだ層１４を介して金属板８が接合されている。金属板６と金属板８の間に挟まれ
た各部材は、樹脂９で封止されている。これにより、少なくとも半導体チップ１全体は、
樹脂９で包まれている。
【００７９】
　金属板（金属体）５，６，８は、半導体チップ１に発生した熱を放熱する放熱体として
も機能を有する。金属板５，６，８は、熱伝導性に優れた材料で形成されているのがよい
。金属板５，６，８は、例えば無電解Ｎｉ－Ｐめっきおよび無電解Ａｕめっきがこの順で
施された順次積層されたＣｕ板であってもよい。金属板５，６，８の表面に上述したよう
なめっき処理を施すことによって、Ｃｕ板表面のはんだ付け性とボンディング性が向上す
るため、安定したはんだ接合が可能になる。はんだ層１１，１２，１４は、スズ（Ｓｎ）
－銀（Ａｇ）－銅（Ｃｕ）系はんだやＳｎ－Ｎｉ－Ｃｕ系はんだ等の鉛（Ｐｂ）フリーは
んだで形成されてもよい。ボンディングワイヤ１３は、ＡｌやＡｕ等からなるワイヤであ
ってもよい。
【００８０】
　図２は、実施の形態１にかかる半導体ウェハを示す平面図である。図２に示すように、
半導体ウェハ２０には、ダイシング後に半導体チップ１となる領域に、それぞれ例えばＩ
ＧＢＴなどの半導体素子（不図示）が形成されている。半導体ウェハ２０には、ダイシン
グ後に半導体チップ１となる領域が、例えば格子状に設けられている。また、半導体ウェ
ハ２０には、隣り合う半導体素子との間にダイシングラインが設けられている。
【００８１】
　図３は、実施の形態１にかかる半導体チップのおもて面電極を示す平面図である。図３
に示すように、半導体チップ１の表面には、第１おもて面電極２および第２おもて面電極
３がそれぞれ複数設けられている。第１おもて面電極２および第２おもて面電極３は、例
えば略矩形の平面形状を有していてもよい。第１おもて面電極２は、例えば第２おもて面
電極３に比べて広い表面積を有するように設けられてもよい。第２おもて面電極３は、例
えば半導体チップ１の端部に複数並列して設けられてもよい。図３に示すおもて面電極の
配置は一例であり、その配置は、半導体チップ１上に形成される半導体素子に合わせて種
々変更可能である。
【００８２】
　図４は、実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について示すフローチャートで
ある。また、図５～図１０は、実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順
に示す説明図である。まず、イオン注入および熱拡散によって、半導体ウェハ２０のおも
て面の表面層に、例えばベース領域やエミッタ領域などのおもて面表面構造（不図示）を
形成する（ステップＳ１）。半導体ウェハ２０の径および厚さは、例えばそれぞれ１５０
ｍｍおよび６００μｍであってもよい。
【００８３】
　ついで、おもて面電極として、Ａｌを主成分とするエミッタ電極２１を成膜する（ステ
ップＳ２、図５）。このとき、エミッタ電極２１は、ベース領域およびエミッタ領域に接
するように形成される。エミッタ電極２１は、例えば第１おもて面電極（図１，３参照）
を構成する。つまり、エミッタ電極２１は、第１おもて面電極の最下層となる。ついで、
半導体ウェハ２０のおもて面に、ポリイミドからなる保護膜２２を形成し、エミッタ電極
２１が露出するように開口する（ステップＳ３、図６）。保護膜２２は、おもて面に露出
する半導体ウェハ２０の表面を覆う。
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【００８４】
　ついで、半導体ウェハ２０の裏面側からバックグラインドやエッチングを行い、半導体
ウェハ２０を薄化する（ステップＳ４、図７：薄化工程）。薄化後の半導体ウェハ２０の
厚さは、例えば６０μｍ以上２５０μｍ以下であるのがよい。好ましくは、薄化後の半導
体ウェハ２０の厚さは、８０μｍ以上１４０μｍ以下であるのがよい。何となれば、半導
体ウェハ２０の厚さを８０μｍ以上１４０μｍ以下とすることで、ＩＧＢＴのドリフト領
域の抵抗を減らすことができるので、飽和電圧Ｖｃｅ（ｓａｔ）とターンオフ損失Ｅｏｆ
ｆのトレードオフが改善する効果と、素子の放熱性が高まることで耐熱性が向上する効果
が期待できるからである。
【００８５】
　ついで、イオン注入および熱拡散によって、半導体ウェハ２０の裏面の表面層に、コレ
クタ領域などの裏面半導体領域（不図示）を形成する（ステップＳ５）。ついで、半導体
ウェハ２０の裏面に、複数の金属電極層が積層されてなる裏面電極４を形成する（ステッ
プＳ６、図８：裏面電極形成工程）。このとき、裏面電極４は、コレクタ領域に接するよ
うに形成される。その後、例えば３５０℃の熱処理を行い、裏面電極４と半導体ウェハ２
０からなるシリコン基板と界面においてオーミックコンタクトを形成し、裏面電極４のコ
ンタクト抵抗を低減する。
【００８６】
　ステップＳ６において、裏面電極４は、例えばスパッタ法によって、複数の電極層が積
層されてなる積層膜として形成されてもよい。例えば、裏面電極４は、ＡｌＳｉ電極層、
Ｔｉ電極層、Ｎｉ電極層およびＡｕ電極層がこの順で積層されてなる積層膜であってもよ
い。ＡｌＳｉ電極層、Ｔｉ電極層、Ｎｉ電極層およびＡｕ電極層の膜厚は、それぞれ例え
ば０．５μｍ、０．２μｍ、０．７μｍおよび０．１μｍであってもよい。裏面電極４の
最表面層をＡｕ電極層とすることで、Ｎｉ電極層の酸化を防止することができるので、裏
面電極４表面のはんだ濡れ性を良好にすることができる。このため、半導体チップの実装
時、半導体チップとはんだ層（図１参照）との界面にボイドが発生することを防止するこ
とができる。これにより、半導体チップを良好にはんだ接合することができる。
【００８７】
　ついで、半導体ウェハ２０の裏面をプラズマ処理し、半導体ウェハ２０の裏面に付着し
た付着物を除去する（ステップＳ７：プラズマ処理工程）。このとき、半導体ウェハ２０
のおもて面にも同時にプラズマ処理を行い、半導体ウェハ２０のおもて面に付着した付着
物を除去してもよい。プラズマ処理工程についての詳細な説明は、後述する。ついで、半
導体ウェハ２０の裏面に、例えば熱または紫外線によって粘着力が低下するフィルムまた
はテープ（以下、剥離テープとする）２３を貼り付ける（ステップＳ８、図９：貼付工程
）。貼付工程についての詳細な説明は、後述する。
【００８８】
　ついで、無電解めっき処理によって、半導体ウェハ２０のおもて面に、おもて面電極と
してめっき膜２６を形成する（ステップＳ９、図１０：めっき工程）。めっき膜２６は、
例えばＮｉからなる第１めっき層２４およびＡｕからなる第２めっき層２５がこの順で積
層されてなる積層膜（無電解Ｎｉ／Ａｕめっき膜）であってもよい。めっき工程について
の詳細な説明は、後述する。そして、例えば剥離テープ２３に紫外線を照射し、剥離テー
プ２３の粘着力を低下させた後、半導体ウェハ２０から剥離テープ２３を剥離する（不図
示：剥離工程）。ついで、半導体ウェハ２０をチップ状にダイシングし、半導体チップ１
を切り出す（不図示：切断工程）。
【００８９】
　ついで、図１に示すように、半導体チップ１のおもて面および裏面に、第１おもて面電
極２（めっき膜２６）および裏面電極４にそれぞれ電気的に接続された金属板５，６，８
をはんだ接合する（接合工程）。また、第２おもて面電極３に、ボンディングワイヤ１３
を介して金属板７を接続する。ついで、半導体チップ１全体を、例えば樹脂９で封止する
（封止工程）。ここでは、樹脂９で半導体チップ１を封止しているが、半導体チップ１に
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形成される半導体素子によって種々変更可能であり、例えばセラミックや低融点ガラスで
封止してもよい。これにより、図１に示すような半導体装置が完成する。
【００９０】
　図１１～図１４は、実施の形態１にかかる半導体チップの製造方法について順に示す説
明図である。図１１～図１４では、図４のステップＳ６以降の処理を詳細に示している。
裏面電極形成工程（図４のステップＳ６参照）の後、図１１に示すように、半導体ウェハ
２０は、裏面電極（不図示）による引っ張り応力によって、おもて面側に凸に反った状態
となる。
【００９１】
　ついで、プラズマ処理工程（図４のステップＳ７参照）を行った後、図１２に示すよう
に貼付工程を行い、半導体ウェハ２０がおもて面側に凸に反った状態を維持するように、
半導体ウェハ２０の裏面に剥離テープ２３を貼り付ける（図４のステップＳ８参照）。こ
のとき、半導体ウェハ２０のおもて面をステージ（不図示）に吸着させ、半導体ウェハ２
０を平坦にした状態で、剥離テープ２３を貼り付ける。剥離テープ２３の剛性は半導体ウ
ェハ２０の剛性よりも低いため、ステージへの吸着を解除した後も、半導体ウェハ２０は
、おもて面側に凸に反った状態を維持する。
【００９２】
　ついで、図１３に示すようにめっき工程を行い、おもて面側に凸に反った状態の半導体
ウェハ２０のおもて面に、無電解めっき法によりめっき膜２６を形成する（図４のステッ
プＳ９参照）。ここで、めっき膜２６は、半導体ウェハ２０のおもて面側に凸に反った形
状で形成される。
【００９３】
　ついで、図１４に示すように剥離工程を行い、半導体ウェハ２０から剥離テープ２３を
剥離する。これにより、半導体ウェハ２０は、剥離テープ２３による応力から開放される
。このとき、半導体ウェハ２０のおもて面では、めっき膜２６によっておもて面側に凹に
変形するような引っ張り応力が加えられている。一方、半導体ウェハ２０の裏面では、裏
面電極（不図示）によっておもて面側に凸に変形するような引っ張り応力が加えられてい
る。つまり、めっき工程が行われた時点で（図１３参照）、半導体ウェハ２０内部では、
おもて面側と裏面側にそれぞれかかる引っ張り応力の釣り合いが取れた状態となっている
。これにより、図１４に示すように、剥離テープ２３を剥離したときに、半導体ウェハ２
０をほぼ平坦な状態とすることができる。
【００９４】
　次に、プラズマ処理工程について詳細に説明する。裏面電極表面に有機系の付着物が付
着していると、剥離テープ２３の密着性が低下して、裏面電極と剥離テープ２３の間にめ
っき液が侵入して外観不良が生じやすくなることが、本発明の発明者らによって明らかに
なっている。半導体ウェハ２０の裏面への付着物の付着は、例えば、大気中の炭化水素（
ＣｘＨｙ）が電極表面に自然吸着したり、ハンドリング時にピンセットや自動搬送機構の
ロボットハンドがウェハ裏面に接触したり、自動搬送機構のステージにウェハを置いたり
するなど、一般的な工程の中で生じると推測される。また、他の工程と共用しているウェ
ハカセットから付着したり、裏面電極を形成するスパッタ装置や蒸着装置の油回転ポンプ
（ロータリーポンプ）から油が真空槽側に逆拡散してウェハを汚染したりするなどの原因
も挙げられる。
【００９５】
　そこで、プラズマ処理工程を行い、半導体ウェハ２０の裏面に付着した有機物などの付
着物を除去する。これにより、後の貼付工程において、半導体ウェハ２０の裏面と剥離テ
ープ２３との密着性を向上させることができる。したがって、後のめっき工程において、
半導体ウェハ２０のおもて面にめっき膜２６を形成する際に、半導体ウェハ２０の裏面と
剥離テープ２３との間にめっき液の浸入することを防止することができる。これにより、
例えば次のような問題を解消することができる。
【００９６】
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　図１５は、裏面電極に外観異常が生じている半導体ウェハを示す平面図である。半導体
ウェハ２０と剥離テープ２３との密着性が悪い場合、半導体ウェハ２０と剥離テープ２３
との間に、半導体ウェハ２０の外周端部側からめっき液が侵入してしまう。そして、図１
５に示すように、裏面電極４０の外周端部の表面にめっきが異常析出したり、裏面電極４
０の外周端部の表面が変色したりするなどの外観異常４１が発生してしまう。このような
問題は、半導体ウェハ２０の裏面をプラズマ処理することで防止することができる。
【００９７】
　また、プラズマ処理工程では、半導体ウェハ２０のおもて面および裏面を同時にプラズ
マ処理し、半導体ウェハ２０のおもて面に付着する例えばポリイミドからなる保護膜の残
渣などの付着物を除去してもよい。半導体ウェハ２０のおもて面および裏面を同時にプラ
ズマ処理することで、半導体ウェハ２０のおもて面に付着する付着物を除去すると同時に
、半導体ウェハ２０の裏面に付着する付着物を除去することができる。また、半導体ウェ
ハ２０のおもて面にめっき処理を行う直前に、半導体ウェハ２０のおもて面に付着する付
着物を除去することができる。これにより、次に示すようなおもて面電極に生じる問題を
解消すると同時に、半導体ウェハ２０と剥離テープ２３との密着性を向上することができ
、めっき工程において裏面電極４０に外観異常４１が発生することを防止することができ
る。また、半導体ウェハ２０のおもて面と裏面とを別々にプラズマ処理する場合に比べて
、工程数を低減することができる。
【００９８】
　半導体ウェハ２０のおもて面には、例えば保護膜２２を形成する際に（図４のステップ
Ｓ３）、保護膜２２の開口部に露出するエミッタ電極２１表面にポリイミドの残渣が残っ
てしまうことがある。エミッタ電極２１の表面にポリイミドの残渣がある場合、めっき工
程において、エミッタ電極２１の表面に正常なＮｉめっき層（第１めっき層２４）を成長
させることができない。ポリイミドの残渣は、耐薬品性が高いため、めっき工程の前処理
として行われるエミッタ電極２１表面を脱脂する工程や、アルミニウムからなるエミッタ
電極２１表面の不働態膜を強アルカリのエッチング液で除去する工程では除去することが
できない。このため、半導体ウェハ２０のおもて面をプラズマ処理し、ポリイミドの残渣
を除去するのが望ましい。
【００９９】
　次に、貼付工程について詳細に説明する。貼付工程では、少なくとも裏面電極４を覆う
ように、半導体ウェハ２０の裏面に剥離テープ２３を貼り付ける。好ましくは、半導体ウ
ェハ２０の裏面全体を覆うように、半導体ウェハ２０の裏面に剥離テープ２３を貼り付け
るのがよい。これにより、めっき工程において、めっき液から裏面電極４を保護すること
ができる。また、半導体ウェハ２０は剥離テープ２３によって補強されるため、半導体ウ
ェハ２０の強度を向上させることができる。
【０１００】
　さらに、望ましくは、剥離テープ２３が半導体ウェハ２０の裏面端部から外側にはみ出
すように、半導体ウェハ２０の裏面に剥離テープ２３を貼り付けるのがよい。剥離テープ
２３を半導体ウェハ２０の裏面端部から外側にはみ出させることで、半導体ウェハ２０を
ウェハカセットに収納したり，半導体ウェハ２０が治具に接触してしまったりした時など
に、半導体ウェハ２０が破損することを防止することができる。但し、半導体ウェハの２
０裏面端部から外側にはみ出させる剥離テープ２３の幅（以下、剥離テープ２３のはみ出
し幅とする）を広くしすぎると、ウェハカセットへの収納が困難となってしまう。このた
め、剥離テープ２３のはみ出し幅は、１ｍｍ以下であるのが望ましい。
【０１０１】
　また、貼付工程では、剥離テープ２３の端部を外側に引っ張り、剥離テープ２３に張力
をかけた状態で、半導体ウェハ２０の裏面に剥離テープ２３を貼り付けてもよい。例えば
、ロール状に巻き取られた剥離テープ２３を引き出す際に、長さ方向に引っ張ることで張
力をかけてもよいし、剥離テープ２３を例えば略矩形状に切断して、四隅を引っ張ること
で均等に張力をかけてもよい。このように剥離テープ２３に張力をかけることで、半導体
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ウェハ２０の裏面側には、剥離テープ２３が収縮する方向に応力が加えられる。これによ
り、剥離テープ２３を貼り付けた半導体ウェハ２０を、おもて面側に凸に反った状態で維
持することができる。
【０１０２】
　また、貼付工程では、剥離テープ２３の貼り付け時に、半導体ウェハ２０を４０℃以上
６０℃以下に加熱してもよい。これにより、剥離テープ２３は、４０℃以上６０℃以下の
温度で加熱された状態で、半導体ウェハ２０の裏面に貼り付けられる。このように剥離テ
ープ２３を貼り付けることで、半導体ウェハ２０の裏面側には、剥離テープ２３が熱収縮
する方向に応力が加えられる。これにより、剥離テープ２３を貼り付けた半導体ウェハ２
０を、おもて面側に凸に反った状態で維持することができる。
【０１０３】
　また、貼付工程では、芦田隆博らが上述した特許文献１１の中で報告するように、真空
容器内で剥離テープ２３を貼り付けてもよい。これにより、剥離テープ２３は、気泡がな
い状態で半導体ウェハ２０の裏面に貼り付けられる。このように剥離テープ２３を貼り付
けることで、半導体ウェハ２０と剥離テープ２３の界面でめっき液の浸透を抑えることが
できる。
【０１０４】
　また、剥離テープ２３は、半導体ウェハ２０よりも剛性が低いのがよい。また、剥離テ
ープ２３の厚さは、５μｍ以上５００μｍ以下であるのがよい。好ましくは、剥離テープ
２３の厚さは、４０μｍ以上８０μｍ以下であるのがよい。その理由は、剥離テープ２３
を貼り付けた半導体ウェハ２０を、おもて面側に凸に反った状態で維持しやすくするため
である。
【０１０５】
　また、剥離テープ２３は、無電解めっき液に対して耐性があるものがよい。例えば、剥
離テープ２３は、ポリイミドフィルム（ＰＩ）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ：
Ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅｓｕｌｆｉｄｅ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ：
Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）および芳香族ポリアミド（ア
ラミド、ＰＡ：Ｐｏｌｙａｍｉｄｅ）のいずれか一つを主成分としてもよい。
【０１０６】
　また、剥離テープ２３は、半導体ウェハ２０の裏面に接する面に粘着層を備えていても
よい。粘着層は、熱または紫外線によって硬化して粘着力が低下するものであるのがよい
。例えば、粘着層は、アクリル酸エステル（Ａｃｒｙｌａｔｅ　Ｅｓｔｅｒ：ＣＨ2＝Ｃ
ＨＣＯＯＲ）を主原料としたポリマーを主成分としてもよい。また、粘着層は、熱または
紫外線によって粘着層から気体が発生して粘着力が低下するものであってもよい。
【０１０７】
　次に、めっき工程について詳細に説明する。めっき工程では、半導体ウェハ２０は、裏
面に剥離テープ２３が貼り付けられた状態で無電解めっき浴に浸される。そして、上述し
たように、無電解めっき処理によって、めっき膜２６として、例えばＮｉからなる第１め
っき層２４およびＡｕからなる第２めっき層２５がこの順で積層される（図１０参照）。
第１めっき層２４および第２めっき層２５の膜厚は、それぞれ例えば５μｍおよび０．０
３μｍであってもよい。
【０１０８】
　また、第１めっき層２４は、それぞれ７５℃以上８５℃以下に保たれた無電解めっき浴
でめっき処理されることで形成されるのが好ましい。第２めっき層２５は、７０℃以上８
０℃以下に保たれた無電解めっき浴でめっき処理されることで形成されるのが好ましい。
第１めっき層２４および第２めっき層２５を形成する際の無電解めっき浴の浴温度をそれ
ぞれ７５℃以上８５℃以下および７０℃以上８０℃以下とすることで、めっき層の析出速
度を高めることができる。また、無電解めっき液が自然分解することを防止することがで
きる。
【０１０９】
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　また、第１めっき層２４は、ＮｉおよびＰからなる合金（無電解Ｎｉ－Ｐめっき層）で
あってもよい。ここで、第１めっき層２４に含まれるＰの濃度は、２ｗｔ％以上８ｗｔ％
以下であるのがよい。このようなＰ濃度を有する第１めっき層２４は、一般的な室温下に
おいて、半導体ウェハ２０に引っ張り応力を生じさせる。つまり、半導体ウェハ２０には
、第１めっき層２４によって、おもて面側に凹に変形させるような引っ張り応力が加えら
れる。これにより、おもて面側に凸に反った状態の半導体ウェハ２０の反りを平坦な状態
にするように引っ張り応力が加わる。したがって、剥離テープ２３を剥がした後、半導体
ウェハ２０の反りが軽減される（例えば、非特許文献１のｐ．３６参照）。
【０１１０】
　また、第１めっき層２４の膜厚を適宜増減させることで、半導体ウェハ２０の反り量を
間接的に制御することができる。このとき、第１めっき層２４の厚さを含めためっき膜２
６の厚さを、例えば３μｍ以上６μｍ以下とするのがよい。特に、第１めっき層２４を無
電解Ｎｉ－Ｐめっき層としためっき膜２６（無電解Ｎｉ－Ｐ／Ａｕめっき層）において、
おもて面側に凸に反った状態の半導体ウェハ２０を平坦にする効果を最も発揮させること
ができる。
【０１１１】
　以上、説明したように、実施の形態１によれば、貼付工程において、裏面電極４全体が
剥離テープ２３によって覆われる。また、貼付工程の前に、プラズマ処理工程を行うこと
で、裏面電極４と剥離テープ２３との密着力を向上させることができる。このため、裏面
電極４を剥離テープ２３によって確実に保護することができる。これにより、めっき工程
中に、裏面電極４と剥離テープ２３との間にめっき液が浸入することはない。したがって
、裏面電極４表面に外観異常４１が発生することを防止することができる。また、裏面電
極４表面に外観異常４１が発生することを防止することができるため、裏面電極４のはん
だ濡れ性が悪くなることを防止することができる。これにより、この半導体ウェハ２０を
ダイシングすることで作製された半導体チップ１をはんだ接合によって実装する際に、裏
面電極４とはんだ層１４との界面にボイドが発生することを防止することができる。した
がって、半導体チップ１と金属板８とをボイドを発生させることなくはんだ接合すること
ができ、半導体装置の信頼性を向上することができる。
【０１１２】
　また、上述したように、貼付工程およびめっき工程を順次行い、ほぼ平坦な状態となっ
た半導体ウェハ２０をダイシングし、半導体チップ１を作製する。このため、半導体チッ
プ１の反りを軽減することができる。これにより、半導体チップ１の電気的特性を測定す
るときに、半導体チップ１をステージの正確な位置に吸着させることができる。したがっ
て、半導体チップ１の電気的特性を確実に測定することができる。また、半導体チップ１
の反りを軽減することができるため、半導体チップ１の実装時、半導体チップ１の反りが
原因ではんだ層１１，１２，１４にボイドが発生することを防止することができる。これ
により、はんだ層１１，１２，１４に発生するボイドが原因で、半導体チップ１の実装位
置がずれることや、短絡不良が発生することを防止することができる。したがって、歩留
まりの高い半導体装置を製造することができる。また、はんだ層１１，１２，１４にボイ
ドが発生することを防止することができるため、半導体装置の寿命が短くなることを防止
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。また、半
導体チップ１の反りを軽減することができるため、半導体チップ１の実装時、はんだ層１
１，１２，１４の全部または一部が所定の厚さより薄くなることを防止することができる
。これにより、半導体チップ１の実装位置がずれることや、短絡不良が発生することなど
を防止することができる。したがって、歩留まりの高い半導体装置を製造することができ
る。また、はんだ層１１，１２，１４の全部または一部が所定の厚さより薄くなることを
防止することができるため、半導体装置の寿命が短くなることを防止することができる。
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。
【０１１３】
（実施の形態２）
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　貼付工程において、半導体ウェハ２０をおもて面側に凸に積極的に反らせるように、半
導体ウェハ２０の裏面に剥離テープ２３を貼り付けてもよい。
【０１１４】
　実施の形態２では、貼付工程において、裏面電極形成工程時の半導体ウェハ２０の反り
の状態よりも、半導体ウェハ２０がおもて面側に凸に反るように剥離テープ２３を貼り付
ける。例えば、実施の形態１と同様に、剥離テープ２３を加熱してもよいし、剥離テープ
２３に張力をかけてもよい。
【０１１５】
　実施の形態２では、上述したように半導体ウェハ２０をおもて面側にさらに凸に反らせ
てからめっき工程を行うことで、実施の形態１のように裏面電極４によって生じる反りの
状態のみを維持しただけでは、半導体ウェハ２０のおもて面側に生じる引っ張り応力が裏
面側に生じる引っ張り応力よりも大きくなってしまう場合において、半導体ウェハ２０の
おもて面側および裏面側に生じる引っ張り応力の釣り合いを取ることができる。したがっ
て、実施の形態１と同様に、半導体ウェハ２０をほぼ平坦な状態とすることができる。そ
れ以外の工程および条件は、実施の形態１と同様である。
【０１１６】
　また、裏面電極形成工程後に、半導体ウェハ２０がおもて面側に凸に反った状態となっ
ていない場合でも、貼付工程において、半導体ウェハ２０をおもて面側に凸に積極的に反
らせてよい。つまり、裏面電極形成工程後に、半導体ウェハ２０が平坦な状態や、おもて
面側に凹に反った状態であったとしても、貼付工程において、半導体ウェハ２０をおもて
面側に凸に積極的に反らせることで同様の効果を得ることができる。
【０１１７】
　以上、説明したように、実施の形態２によれば、実施の形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１１８】
（実施の形態３）
　図１６は、実施の形態３にかかるプラズマ処理装置を模式的に示す説明図である。図１
６に示すように、プラズマ処理装置３０には、半導体ウェハ２０を挟むように２枚の平ら
な極板３１，３２で構成される容量結合型（ＣＣＰ：Ｃａｐａｃｉｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕ
ｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ）のプラズマ発生機構を備えている。極板３１は、グランドに設
置されている。一方、極板３２は、高周波電源３３に接続されている。極板３１および極
板３２は、コンデンサと同様の機能を有する。また、極板３１と極板３２との間には、複
数の半導体ウェハ２０を支える石英ボート３４が備えられている。
【０１１９】
　石英ボート３４は、半導体ウェハ２０の極板３１側の端部を支える例えば４本の棒状の
支持部と、支持部の端部に連結された例えば板状の連結部（不図示）とからなる。各支持
部は、極板３１，３２の表面に平行に備えられている。また、各支持部は、半導体ウェハ
２０の端部がちょうど収まる程度の複数の溝を有する。半導体ウェハ２０は、半導体ウェ
ハ２０の極板３１側の異なる４箇所の端部が各支持部の溝にそれぞれ収められることで、
石英ボート３４に垂直に支えられる。つまり、半導体ウェハ２０は、半導体ウェハ２０の
おもて面が極板３１の表面に垂直になるように、石英ボート３４に設置される。
【０１２０】
　また、石英ボート３４は、半導体ウェハ２０を支える部分（支持部および連結部）以外
が原料ガスの通気口として開いた形状となっている。このため、各半導体ウェハ２０間に
は半導体ウェハ２０の表面に平行な方向に原料ガスが流れる。これにより、各半導体ウェ
ハ２０のおもて面および裏面を同時に原料ガスに曝すことができ、半導体ウェハ２０のお
もて面および裏面を同時にプラズマ処理することができる。また、プラズマ処理装置３０
は、複数枚の半導体ウェハ２０をまとめて同時に処理することができるバッチ（ｂａｔｃ
ｈ）式を採用したものであってもよい。このようなプラズマ処理装置３０は、例えば実施
の形態１～３に示すプラズマ処理工程で用いられる。



(22) JP 5545000 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

【０１２１】
　また、プラズマ処理工程では、酸素（Ｏ2）を原料ガスとするプラズマを用いてもよい
。また、四フッ化メタン（ＣＦ4）およびＯ2を原料ガスとするプラズマを用いてもよい。
このようなプラズマを用いることで、半導体ウェハのおもて面および裏面に付着した有機
物を除去する能力を向上することができる。また、プラズマ処理工程では、高周波電源３
３の高周波電力を、９００Ｗ（１３．５６ＭＨｚ）としてもよい。プラズマ処理装置３０
内部に導入する酸素流量を、８０ｓｃｃｍとしてもよい。プラズマ処理装置３０内部の圧
力を、１８Ｐａとしてもよい。
【０１２２】
　このようなプラズマ処理装置３０を用いてプラズマ処理工程を行うことで、次のような
問題を解消することができる。めっき工程の前処理では、ｐＨ１以下の強酸とｐＨ１２以
上の強アルカリを含む前処理液に半導体ウェハ２０が浸される。また、めっき工程では、
例えば７０℃以上８５℃以下の比較的高温なめっき液に半導体ウェハ２０が浸される。剥
離テープ２３（図９，１２等参照）は、このような前処理液やめっき液から裏面電極４を
保護する機能を有する。しかし、裏面電極４の最表面層であるＡｕ電極層に対する剥離テ
ープ２３の密着力は、シリコン（Ｓｉ）やＡｌ、ステンレス（ＳＵＳ）等に比べて低い。
このため、裏面電極４と剥離テープ２３との密着性を確保するのは難しい。さらに、裏面
電極４表面に有機系の付着物が存在する場合、裏面電極４と剥離テープ２３との密着性は
、さらに低下してしまう。上述したようにプラズマ処理を行うことで、裏面電極４表面に
付着した有機系を除去することができ、実施の形態１と同様に、裏面電極４と剥離テープ
２３の密着性を向上することができる。
【０１２３】
　また、プラズマ処理装置３０として、バレル式の誘導結合型プラズマ処理装置を用いて
も同様の効果を得ることができる。それ以外の工程および条件は、実施の形態１と同様で
ある。
【０１２４】
　以上、説明したように、実施の形態３によれば、実施の形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１２５】
（実施例１）
　図１７は、チップサイズが１２ｍｍ角の半導体チップの反り量を示す特性図である。ま
ず、ウェハサイズが６インチで裏面電極が形成された半導体ウェハを準備した。このとき
の半導体ウェハの反りは、２～５ｍｍ程度であった。ついで、この半導体ウェハに対して
、実施の形態１に従い、貼付工程およびめっき工程を順次行った（図１２，１３参照）。
つまり、貼付工程では、半導体ウェハの裏面に剥離テープを貼り付けている。ついで、半
導体ウェハ２０をダイシングして半導体チップ１を作製した（以下、第１実施例とする）
。比較として、半導体ウェハの裏面に支持基板を貼り付けてめっき処理を行い（図２０，
２１参照）、この半導体ウェハをダイシングして半導体チップを作製した（以下、従来例
とする）。従来例のそれ以外の条件は、第１実施例と同様である。その後、第１実施例お
よび従来例において、半導体チップの反りｔc（図２３参照）を測定した。
【０１２６】
　図１７に示す結果より、第１実施例では、半導体チップの反り量は４μｍ程度となった
。図示省略するが、第１実施例では、ダイシング前の半導体ウェハ２０はほぼ平坦となっ
た。実施の形態１に従って貼付工程およびめっき工程を行うことで、半導体ウェハの反り
が解消されるため、半導体チップの反りを軽減することができると推測される。これによ
り、本発明にかかる半導体チップの製造方法を用いることで、半導体チップの反りを軽減
することができることがわかった。一方、従来例では、半導体チップの反り量は、２９μ
ｍ程度であった。これにより、従来の半導体チップの製造方法では、半導体チップの反り
量は、半導体ウェハの反り量よりも増大してしまうことがわかった。
【０１２７】
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　本発明者らの検討によると、出荷検査、あるいは特性不良チップのスクリーニングとし
て半導体チップの電気的特性を測定する際に、半導体チップの反り量を５～１０μｍ程度
に抑えることで、上述したような後工程において半導体チップの電気的特性を評価する際
に生じる問題を解消することができることがわかっている。このため、本発明にかかる半
導体チップの製造方法を用いることで、半導体チップの電気的特性を評価する際の問題を
解消することができることがわかった。
【０１２８】
　また、半導体チップの実装時においても、上述したように、半導体チップの反り量を５
～１０μｍ程度に抑えることで、上述したような半導体チップの実装時に生じる問題を解
消することができることがわかっている。このため、本発明にかかる半導体チップの製造
方法を用いることで、上述したような半導体チップの実装時に生じる問題も解消すること
ができることがわかった。
【０１２９】
（実施例２）
　図１８は、裏面電極表面の炭素量を示す特性図である。図１８では、ＥＳＣＡ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ｆｏｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ
：Ｘ線光電子分光分析）によって、裏面電極表面に付着した炭素（Ｃ）の組成比を測定し
ている。まず、実施の形態１に従い、裏面電極形成工程を行った半導体ウェハを準備した
（以下、第２実施例とする）。そして、第２実施例において、プラズマ処理工程前におけ
る炭素量および、プラズマ処理工程後における炭素量を測定した。
【０１３０】
　図１８に示す結果より、プラズマ処理前の炭素量は、６５ａｔ％であった。それに対し
て、プラズマ処理後の炭素量は、３６ａｔ％であった。これにより、プラズマ処理工程を
行うことで、裏面電極表面に付着する付着物を低減することができることがわかった。こ
こで、ａｔ％とはａｔｏｍｉｃ　ｐｅｒｃｅｎｔを意味し、原子数１００中に含まれる炭
素原子の数を示している。
【０１３１】
　以上において本発明では、半導体チップに形成される半導体素子としてＩＧＢＴを例に
説明しているが、上述した実施の形態に限らず、ＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ
　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）や
、ＦＷＤ（Ｆｒｅｅ　Ｗｈｅｅｌｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）などの、おもて面および裏面に電
極を有する半導体素子に適用することが可能である。
【０１３２】
　また、上述したプラズマ処理工程は、上述した反りを生じさせた半導体ウェハに対して
行う場合に限らず、めっき処理を行う面およびテープを貼り付ける面を有する半導体ウェ
ハに対して行ってもよい。この場合、上述した実施の形態と同様に、めっき処理およびテ
ープの貼り付けを行う前に、半導体ウェハのめっき処理を行う面およびテープを貼り付け
る面をプラズマ処理する。また、半導体ウェハのめっき処理を行う面およびテープを貼り
付ける面を同時にプラズマ処理してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　以上のように、本発明にかかる半導体装置の製造方法は、デバイス厚の薄い半導体チッ
プを製造するのに有用であり、特に、汎用インバータ、ＡＣサーボ、無停電電源（ＵＰＳ
）、スイッチング電源やハイブリッド車向け昇圧ＤＣ－ＤＣコンバータに用いられるＩＧ
ＢＴ等の電力用半導体装置の製造に適している。
【符号の説明】
【０１３４】
　２０　半導体ウェハ
　２３　剥離テープ
　２６　めっき膜
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