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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

　導体回路の設けられた絶縁基材と、該絶縁基材上に形成された半導体素子と、前記絶縁
基材および前記半導体素子に接して設けられた絶縁体とを含み、

　前記絶縁基材の前記絶縁体と接する面には、プラズマ照射によって形成される微小突起
群が形成されており、

　前記微小突起群は、数密度０．５×１０３μｍ－２～２．０×１０３μｍ－２で形成さ
れた平均直径１ｎｍ～２０ｎｍの複数の突起を含むとともに、
　前記プラズマ照射された前記絶縁基材の表面近傍は、Ｘ線光電子分光スペクトルにおい
て、束縛エネルギー２８４．５ｅＶにおける検出強度をｘ、束縛エネルギー２８６ｅＶに
おける検出強度をｙとしたとき、ｙ／ｘの値が０．４以上３以下であることを特徴とする
半導体モジュール。
【請求項２】

　請求項１に記載の半導体モジュールにおいて、

　前記絶縁体は、前記半導体素子を封止する封止樹脂であることを特徴とする半導体モジ
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ュール。
【請求項３】

　請求項１に記載の半導体モジュールにおいて、

　前記絶縁体は、前記半導体素子と前記絶縁基材との間に設けられた接着部材であること
を特徴とする半導体モジュール。
【請求項４】

　請求項１乃至３いずれかに記載の半導体モジュールにおいて、

　前記絶縁基材の前記絶縁体と接する面に、複数のクレーター状凹部が形成されているこ
とを特徴とする半導体モジュール。
【請求項５】

　請求項４に記載の半導体モジュールにおいて、

　前記クレーター状凹部の直径が、０．１μｍ以上、１μｍ以下であることを特徴とする
半導体モジュール。
【請求項６】

　請求項１に記載の半導体モジュールにおいて、
　前記半導体素子はベアチップであって、前記絶縁体は前記ベアチップを封止する封止樹
脂からなることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項７】

　請求項１乃至６いずれかに記載の半導体モジュールを製造する方法であって、

　導体回路の設けられた絶縁基材の表面に対してプラズマ処理を行う工程と、

　前記絶縁基材上に、半導体素子および該半導体素子に接する絶縁体を形成する工程とを
含み、

　前記プラズマ処理を、不活性ガスを含むプラズマガスを用い、前記絶縁基材にバイアス
を印加せずに行うことを特徴とする半導体モジュールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子等を搭載し配線基板等に接合される半導体モジュールとその製造
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、ＰＤＡ、ＤＶＣ、ＤＳＣといったポータブルエレクトロニクス機器の高機能
化が加速するなか、こうした製品が市場で受け入れられるためには小型・軽量化が必須と
なっており、その実現のために高集積のシステムＬＳＩが求められている。一方、これら
のエレクトロニクス機器に対しては、より使い易く便利なものが求められており、機器に
使用されるＬＳＩに対し、高機能化、高性能化が要求されている。このため、ＬＳＩチッ
プの高集積化にともないそのＩ／Ｏ数が増大する一方でパッケージ自体の小型化要求も強
く、これらを両立させるために、半導体部品の高密度な基板実装に適合した半導体パッケ
ージの開発が強く求められている。こうした要求に対応するため、ＣＳＰ（Chip Size Pa



(3) JP 4067507 B2 2008.3.26

10

20

30

40

50

ckage）と呼ばれるパッケージ技術が種々開発されている。
【０００３】
　こうしたパッケージの例として、ＢＧＡ（Ball Grid Array）が知られている。ＢＧＡ
は、パッケージ用基板の上に半導体素子を実装し、それを樹脂モールディングした後、反
対側の面に外部端子としてハンダボールをエリア状に形成したものである。ＢＧＡでは、
実装エリアが面で達成されるので、パッケージを比較的容易に小型化することができる。
また、回路基板側でも狭ピッチ対応とする必要がなく、高精度な実装技術も不要となるの
で、ＢＧＡを用いると、パッケージコストが多少高い場合でもトータルな実装コストとし
ては低減することが可能となる。
【０００４】
　図１は、一般的なＢＧＡの概略構成を示す図である。ＢＧＡ１００は、ガラスエポキシ
基板１０６上に、接着層１０８を介してＬＳＩチップ１０２が搭載された構造を有する。
ＬＳＩチップ１０２は封止樹脂１１０によってモールドされている。ＬＳＩチップ１０２
とガラスエポキシ基板１０６とは、金属線１０４により電気的に接続されている。ガラス
エポキシ基板１０６の裏面には、半田ボール１１２がアレイ状に配列されている。この半
田ボール１１２を介して、ＢＧＡ１００がプリント配線基板に実装される。
【０００５】
　特許文献１には、他のＣＳＰの例が記載されている。同公報記載には、高周波用ＬＳＩ
を搭載するシステム・イン・パッケージが開示されている。このパッケージは、ベース基
板上に、多層配線構造が形成され、その上に高周波用ＬＳＩをはじめとする半導体素子が
形成されている。多層配線構造は、コア基板や樹脂付銅箔などが積層された構造となって
いる。
【０００６】
　しかしながら、これら従来のＣＳＰでは、ポータブルエレクトロニクス機器等において
現在望まれているよう水準の小型化、薄型化、軽量化を実現することは難しかった。これ
は、従来のＣＳＰは素子を支持する基板を有することによる。支持基板の存在により、パ
ッケージ全体が厚くなり、小型化、薄型化、軽量化に限界があった。また、放熱性の改善
にも一定の限界があった。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－９４２４７号公報
【特許文献２】特開２００２－１１０７１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上述べたＢＧＡ等のパッケージにおいては、パッケージの支持基板と、素子を封止す
る封止樹脂層との間を充分に密着させることが重要となり、特に、後述するＩＳＢのよう
な半導体モジュールは、支持基板を有さないため、界面密着性に対する要求は厳しいもの
となる。
【０００９】
　本発明は上記事情に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、半導体モジ
ュール等のモジュールにおいて、絶縁基材と、絶縁基材上に形成された絶縁体、たとえば
半導体素子の封止樹脂や接着部材との間の密着性を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の半導体モジュールは、導体回路の設けられた絶縁基材と、該絶縁基材上に形成
された半導体素子と、前記絶縁基材および前記半導体素子に接して設けられた絶縁体とを
含み、前記絶縁基材の前記絶縁体と接する面に、微小突起群が形成されていることを特徴
とする。
【００１１】
　本発明において、半導体素子には、半導体チップ、チップ抵抗、チップコンデンサー、
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チップコンダクタなどが含まれるものとする。
【００１２】
　この半導体モジュールは、絶縁基材の絶縁体と接する面に微小突起群が形成されている
ため、絶縁基材と絶縁体との界面における密着性が良好となる。
【００１３】
　また、絶縁体は、半導体素子を封止する封止樹脂であってもよいし、半導体素子と絶縁
基材との間に設けられた接着部材であってもよい。
【００１４】
　また、絶縁基材の絶縁体と接する面に、複数のクレーター状凹部が形成されていてもよ
く、クレーター状凹部の直径は、０．１μｍ以上、１μｍ以下であってもよい。
【００１５】
　この半導体モジュールは、絶縁基材の絶縁体と接する面に、微小突起群に加えて、直径
が０．１μｍ以上、１μｍ以下の複数のクレーター状凹部が形成されているため、絶縁基
材と絶縁体との界面における密着性が良好となる。
【００１６】
　微小突起群は、平均直径１ｎｍ～２０ｎｍの複数の突起を含むものとすることが好まし
い。また、その数密度は、０．５×１０３μｍ－２以上が好ましく、０．８×１０３μｍ
－２～２．０×１０３μｍ－２がより好ましい。特に、１．６×１０３μｍ－２～２．０
×１０３μｍ－２が最も好ましい。こうすることにより、絶縁基材と絶縁体との界面にお
ける密着性がより顕著に改善される。
【００１７】
　本発明に係る別の半導体モジュールは、導体回路の設けられた絶縁基材と、該絶縁基材
上に形成された半導体素子と、前記絶縁基材および前記半導体素子に接して設けられた絶
縁体とを含み、前記絶縁基材の前記絶縁体と接する面において、前記絶縁基材はエポキシ
樹脂材料により構成されており、前記面の近傍におけるＸ線光電子分光スペクトルにおい
て、束縛エネルギー２８４．５ｅＶにおける検出強度をｘ、束縛エネルギー２８６ｅＶに
おける検出強度をｙとしたときに、ｙ／ｘの値が０．４以上であることを特徴とする。
【００１８】
　ここで、束縛エネルギー２８６ｅＶは、Ｃ＝Ｏ結合を構成するＣ１ｓ電子に帰属される
。一方、束縛エネルギー２８４．５ｅＶは、Ｃ－Ｏ結合またはＣ－Ｎ結合を構成するＣ１
ｓ電子に帰属される。これらの比が上記条件を満たすようにすることで、絶縁基材と絶縁
体との界面における密着性が顕著に改善される。なお、ｙ／ｘの値の上限は、たとえば３
以下とする。
【００１９】
　本発明に係る別の半導体モジュールは、導体回路の設けられた絶縁基材と、該絶縁基材
上に形成された半導体素子と、前記絶縁基材および前記半導体素子に接して設けられた絶
縁体とを含み、前記絶縁基材の前記絶縁体と接する領域を露出させたときの純水に対する
接触角が３０度～１２０度であることを特徴とする。
【００２０】
　こうした接触角を有する樹脂材料を用いることにより、絶縁基材と絶縁体との界面にお
ける密着性が顕著に改善される。
【００２１】
　上述の半導体モジュールは、たとえば、バイアスを印加しない特定条件下でプラズマ処
理を行うことにより得ることができる。
【００２２】
　本発明に係る別の半導体モジュールは、導体回路の設けられた絶縁基材と、該絶縁基材
上に形成された半導体素子と、絶縁基材および半導体素子に接して設けられた絶縁体とを
含み、絶縁基材が多官能オキセタン化合物またはエポキシ化合物を含有する光硬化性・熱
硬化性樹脂であることを特徴とする。
【００２３】
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　この半導体モジュールの絶縁基材は、多官能オキセタン化合物またはエポキシ化合物を
含有する光硬化性・熱硬化性樹脂であることにより、パターニングが可能、かつ、絶縁基
材と絶縁体との界面における密着性が顕著に改善される。
【００２４】
　本発明に係るモジュールは、基材と、該基材上に形成された素子と、基材および素子に
接して設けられた絶縁体とを含み、基材の絶縁体と接する面に、微小突起群が形成されて
いることを特徴とする。
【００２５】
　このモジュールは、基材の絶縁体と接する面に微小突起群が形成されているため、基材
と絶縁体との界面における密着性が良好となる。
【００２６】
　また、基材の絶縁体と接する面に、複数のクレーター状凹部が形成されていてもよいし
、微小突起群は、平均直径１ｎｍ～２０ｎｍの複数の突起を含んでいてもよい。
【００２７】
　さらに本発明の半導体モジュールの製造方法は、上述した半導体モジュールを製造する
方法であって、導体回路の設けられた絶縁基材の表面に対してプラズマ処理を行う工程と
、前記絶縁基材上に、半導体素子および該半導体素子に接する絶縁体を形成する工程とを
含み、前記プラズマ処理を、不活性ガスを含むプラズマガスを用い、前記絶縁基材にバイ
アスを印加せずに行うことを特徴とする。
【００２８】
　上記のようなプラズマ処理を行うことにより、絶縁基材と絶縁体との界面における密着
性に優れた半導体モジュールを安定的に得ることができる。なお、「バイアス」とは、基
板の自己バイアスは除くものとする。
【００２９】
　さらに本発明のモジュールの製造方法は、上述したモジュールを製造する方法であって
、基材の表面に対してプラズマ処理を行う工程と、基材上に、素子および該素子に接する
絶縁体を形成する工程とを含み、上記プラズマ処理を、不活性ガスを含むプラズマガスを
用い、基材にバイアスを印加せずに行うことを特徴とする。
【００３０】
　上記のようなプラズマ処理を行うことにより、基材と絶縁体との界面における密着性に
優れたモジュールを安定的に得ることができる。なお、「バイアス」とは、基板の自己バ
イアスは除くものとする。
【００３１】
　本発明において、半導体素子がベアチップであって、絶縁体はベアチップを封止する封
止樹脂からなる構成とした場合、より効果的である。かかる構成を採用した場合、薄型で
軽量のパッケージを実現できる一方、絶縁基材と封止樹脂との間の密着不良が問題となり
がちであるが、本発明によれば、こうした問題を有効に解決できる。
【００３２】
　本発明における導体回路とは、基材の内部や基材表面に形成された、銅配線等からなる
回路をいう。絶縁基材とは、半導体素子およびこれと接続する導体回路を支持する絶縁性
の基材をいい、絶縁体とは、たとえば、絶縁基材上に設けられ半導体素子を封止する封止
樹脂や、絶縁基材と半導体素子との間に配置される絶縁層や接着部材等をいう。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、半導体モジュール等のモジュールにおいて、絶縁基材と、絶縁基材上
に形成された絶縁体、たとえば半導体素子の封止樹脂との間の密着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】
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態について説明するが、その前に、実施の形態で採用するＩＳ
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Ｂ構造について説明する。ＩＳＢ（Integrated System in Board；登録商標）は、本出願
により開発された独自のパッケージである。ＩＳＢは、半導体ベアチップを中心とする電
子回路のパッケージングにおいて、銅による配線パターンを持ちながら回路部品を支持す
るためのコア(基材)を使用しない独自のコアレスシステム・イン・パッケージである。
【００３５】
　図２はＩＳＢの一例を示す概略構成図である。ここではＩＳＢの全体構造をわかりやす
くするため、単一の配線層のみ示しているが、実際には、複数の配線層が積層した構造と
なっている。このＩＳＢでは、ＬＳＩベアチップ２０１、Ｔｒベアチップ２０２およびチ
ップＣＲ２０３が銅パターン２０５からなる配線により結線された構造となっている。Ｌ
ＳＩベアチップ２０１は、裏面にハンダボール２０８が設けられた引き出し電極や配線に
対し、金線ボンディング２０４により導通されている。ＬＳＩベアチップ２０１の直下に
は、導電性ペースト２０６が設けられ、これを介してＩＳＢがプリント配線基板に実装さ
れる。ＩＳＢ全体はエポキシ樹脂などからなる樹脂パッケージ２０７により封止された構
造となっている。
【００３６】
　このパッケージによれば、以下の利点が得られる。
(i)コアレスで実装できるため、トランジスタ、ＩＣ、ＬＳＩの小型・薄型化を実現でき
る。
(ii)トランジスタからシステムＬＳＩ、さらにチップタイプのコンデンサや抵抗を回路形
成し、パッケージングすることができるため、高度なＳＩＰ(System in Package)を実現
できる。
(iii)現有の半導体素子を組合せできるため、システムＬＳＩを短期間に開発できる。
(iv)半導体ベアチップが直下の銅材に直接マウントされており、良好な放熱性を得ること
ができる。
(v)回路配線が銅材でありコア材がないため、低誘電率の回路配線となり、高速データ転
送や高周波回路で優れた特性を発揮する。
(vi)電極がパッケージの内部に埋め込まれる構造のため、電極材料のパーティクルコンタ
ミの発生を抑制できる。
(vii)パッケージサイズはフリーであり、1個あたりの廃材を６４ピンのＳＱＦＰパッケー
ジと比較すると、約１／１０の量となるため、環境負荷を低減できる。
(viii)部品を載せるプリント回路基板から、機能の入った回路基板へと、新しい概念のシ
ステム構成を実現できる。
(ix)ＩＳＢのパターン設計は、プリント回路基板のパターン設計と同じように容易であり
、セットメーカーのエンジニアが自ら設計できる。
【００３７】
　次にＩＳＢの製造プロセス上のメリットについて説明する。図３は、従来のＣＳＰおよ
び本発明に係るＩＳＢの製造プロセスの対比図である。図３（Ｂ）は、従来のＣＳＰの製
造プロセスを示す。はじめにベース基板上にフレームを形成し、各フレームに区画された
素子形成領域にチップが実装される。その後、各素子について熱硬化性樹脂によりパッケ
ージが設けられ、その後、素子毎に金型を利用して打ち抜きを行う。最終工程の打ち抜き
では、モールド樹脂およびベース基板が同時に切断されるようになっており、切断面にお
ける表面荒れなどが問題になる。また打ち抜きを終わった後の廃材が多量に生じるため、
環境負荷の点で課題を有していた。
【００３８】
　一方、図３（Ａ）は、ＩＳＢの製造プロセスを示す図である。はじめに、金属箔の上に
フレームを設け、各モジュール形成領域に、配線パターンを形成し、その上にＬＳＩなど
の回路素子を搭載する。続いて各モジュール毎にパッケージを施し、スクライブ領域に沿
ってダイシングを行い、製品を得る。パッケージ終了後、スクライブ工程の前に、下地と
なる金属箔を除去するので、スクライブ工程におけるダイシングでは、樹脂層のみの切断
となる。このため、切断面の荒れを抑制し、ダイシングの正確性を向上させることが可能
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となる。
【００３９】
　第一の実施の形態
　以下、本発明の好ましい実施形態について、前述したＩＳＢの構造を有する半導体モジ
ュールを例に挙げて説明する。図４は、本実施形態に係る半導体モジュールの断面構造を
示す図である。この半導体モジュールは、層間絶縁膜４０５および銅からなる配線４０７
からなる配線層が複数層積層し、最上層にソルダーレジスト層４０８が形成された多層配
線構造体と、その表面に形成された素子４１０ａおよび４１０ｂにより構成されている。
多層配線構造体の裏面には、半田ボール４２０が設けられている。素子４１０ａおよび４
１０ｂは、モールド樹脂４１５によりモールドされた構造となっている。図４（ｂ）では
、図４（ａ）の構造に対し、さらに金属材料からなるダミー配線４３５が設けられている
。これにより、多層配線構造体とモールド樹脂４１５との間の密着性が向上する。
【００４０】
　素子４１０ａの実装方法につき、図４ではワイヤボンディング方式を採用したが、図１
０に示すように素子４１０ａをフェイスダウンに配置したフリップ実装とすることもでき
る。
【００４１】
　図１に示した従来の半導体モジュールでは、ＬＳＩチップ１０２は、ベアチップが封止
樹脂により封止されたチップ構造を有する。これに対して図４の半導体モジュールでは、
素子４１０ａが封止樹脂によって封止されていないベアチップである。このため吸湿対策
をより確実に行うことが重要となる。モールド樹脂４１５と多層配線構造との間の界面に
剥離が生じると、この箇所からたとえば半田工程において水分が浸入し、ベアチップが直
接水分の影響を受けることとなる。この場合、チップの性能が大幅に損なわれる結果とな
る。こうしたことから、図４に示すＩＳＢ構造の半導体モジュールにおいては、上記界面
の密着性を改善し、水分の透過を充分に抑制することが重要な技術的課題となる。
【００４２】
　こうした課題を解決するため、本実施形態では、ソルダーレジスト層４０８の表面を特
定の条件を選択したプラズマ処理により改質した。具体的には、ソルダーレジスト層４０
８のモールド樹脂４１５と接する側の面において、微小突起群を形成した。また、ソルダ
ーレジスト層４０８の上記面において、Ｘ線光電子分光分析スペクトルが、束縛エネルギ
ー２８４．５ｅＶにおける検出強度をｘ、束縛エネルギー２８６ｅＶにおける検出強度を
ｙとしたときに、ｙ／ｘの値が０．４以上であるようにした。
【００４３】
　さらに、ソルダーレジスト層４０８のモールド樹脂４１５と接する領域を露出させたと
きの純水に対する接触角が３０～１２０度の範囲内にあるようにした。
【００４４】
　ソルダーレジスト層４０８、層間絶縁膜４０５およびモールド樹脂４１５を構成する材
料は、それぞれ独立に樹脂材料を選択することができ、たとえば、ＢＴレジン等のメラミ
ン誘導体、液晶ポリマー、エポキシ樹脂、ＰＰＥ樹脂、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂、フ
ェノール樹脂、ポリアミドビスマレイミド等の熱硬化性樹脂が例示される。このうち、高
周波特性に優れる液晶ポリマー、エポキシ樹脂、ＢＴレジン等のメラミン誘導体が好適に
用いられる。これらの樹脂とともに、適宜、フィラーや添加剤を添加してもよい。
【００４５】
　本発明における絶縁基材を構成する材料としては、エポキシ樹脂、ＢＴレジン、液晶ポ
リマー等が好ましく用いられる。こうした樹脂を用いることにより高周波特性や製品信頼
性に優れる半導体モジュールが得られる。
【００４６】
　次に、図４（ａ）に示す半導体モジュールの製造方法について、図５～図７を参照して
説明する。まず、図５（Ａ）のように、金属箔４００上に所定の表面に選択的に導電被膜
４０２を形成する。具体的には、フォトレジスト４０１で金属箔４００を被覆した後、電
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界メッキ法により、金属箔４００の露出面に導電被膜４０２を形成する。導電被膜４０２
の膜厚は、例えば１～１０μｍ程度とする。この導電被膜４０２は、最終的に半導体モジ
ュールの裏面電極となるので、半田等のロウ材との接着性の良い金、または銀を用いて形
成することが好ましい。次に、フォトレジスト４０１を除去する。
【００４７】
　つづいて図５（Ｂ）に示すように、金属箔４００上に、第一層目の配線パターンを形成
する。まず金属箔４００を化学研磨して表面のクリーニングと表面粗化を行う。次に、金
属箔４００上に熱硬化性樹脂で導電被膜４０２全面を覆い、加熱硬化させて平坦な表面を
有する膜とする。つづいてこの膜中に、導電被膜４０２に到達する直径１００μｍ程度の
ビアホールを形成する。ビアホールを設ける方法としては、本実施形態ではレーザ加工に
よったが、そのほか、機械加工、薬液による化学エッチング加工、プラズマを用いたドラ
イエッチング法などを用いることもできる。その後、レーザ照射によりエッチング滓を除
去した後、ビアホールを埋め込むように全面に銅メッキ層を形成する。その後、フォトレ
ジストをマスクとして銅メッキ層をエッチングし、銅からなる配線４０７を形成する。た
とえば、レジストから露出した箇所に、化学エッチング液をスプレー噴霧して不要な銅箔
をエッチング除去し、配線パターンを形成することができる。
【００４８】
　以上のように、層間絶縁膜４０５の形成、ビアホール形成、銅メッキ層の形成および銅
メッキ層のパターニングの手順を繰り返し行うことにより、図５（Ｃ）のように、配線４
０７および層間絶縁膜４０５からなる配線層が積層した多層配線構造を形成する。
【００４９】
　つづいて図６（Ａ）に示すように、ソルダーレジスト層４０８を形成した後、レーザ加
工によりソルダーレジスト層４０８中にコンタクトホール４２１を形成する。ソルダーレ
ジスト層４０８の構成材料として、フィラー含有エポキシ樹脂系絶縁膜を用いた。本実施
形態ではレーザ加工によったが、そのほか、機械加工、薬液による化学エッチング加工、
ドライエッチング法などを用いることもできる。その後、プラズマ照射によりエッチング
滓を除去する。本実施形態では、アルゴンおよび酸素からなるプラズマガスを用いプラズ
マ処理を行った。
【００５０】
　プラズマ照射条件は、前述したモホロジおよび樹脂特性を有する表面層が形成されるよ
う、用いる樹脂材料に応じて適宜設定する。なお、基板へのバイアス印加は行わないこと
が好ましい。たとえば以下のような条件とする。
バイアス：　無印加
プラズマガス：　アルゴン１０～２０ｓｃｃｍ、酸素０～１０ｓｃｃｍ
【００５１】
　このプラズマ照射により、配線４０７の表面のエッチング滓が除去されるとともに、ソ
ルダーレジスト層４０８の表面が改質し、前述したモホロジおよび樹脂特性を有する表面
層が形成される。
【００５２】
　次に図６（Ｂ）に示すように、ソルダーレジスト層４０８上に素子４１０ａ、４１０ｂ
を搭載する。素子４１０としては、トランジスタ、ダイオード、ＩＣチップ等の半導体素
子や、チップコンデンサ、チップ抵抗等の受動素子が用いられる。なお、ＣＳＰ、ＢＧＡ
等のフェイスダウンの半導体素子も実装できる。図６（Ｂ）の構造では、素子４１０ａが
ベアーの半導体素子（トランジスタチップ）であり、素子４１０ｂがチップコンデンサで
ある。これらはソルダーレジスト層４０８に固着される。この状態で再度プラズマ処理を
行う。プラズマ照射条件は、前述したモホロジおよび樹脂特性を有する表面層が形成され
るよう、用いる樹脂材料に応じて適宜設定する。なお、基板へのバイアス印加は行わない
ことが好ましい。たとえば以下のような条件とする。
バイアス：　無印加
プラズマガス：　アルゴン１０～２０ｓｃｃｍ、酸素０～１０ｓｃｃｍ
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【００５３】
　このプラズマ照射により、配線４０７の表面のエッチング滓が除去されるとともに、ソ
ルダーレジスト層４０８の表面が改質し、前述したモホロジおよび樹脂特性を有する表面
層が形成される。
【００５４】
　その後、形成したビアホールを介して素子４１０ａを配線４０７と金線４１２により結
線した後、これらをモールド樹脂４１５でモールドする。図７（Ａ）は、モールドされた
状態を示す。半導体素子のモールドは、金属箔４００に設けた複数個のモジュールに対し
て、金型を用いて同時に行う。この工程は、トランスファーモールド、インジェクション
モールド、ポッティングまたはディッピングにより実現できる。樹脂材料としては、エポ
キシ樹脂等の熱硬化性樹脂がトランスファーモールドまたはポッティングで実現でき、ポ
リイミド樹脂、ポリフェニレンサルファイド等の熱可塑性樹脂はインジェクションモール
ドで実現できる。
【００５５】
　その後、図７（Ｂ）に示すように、多層配線構造から金属箔４００を除去し、裏面に半
田ボール４２０を形成する。金属箔４００の除去は、研磨、研削、エッチング、レーザの
金属蒸発等により行うことができる。本実施形態では以下の方法を採用する。すなわち、
研磨装置または研削装置により金属箔４００全面を５０μｍ程度削り、残りの金属箔４０
０を化学的にウエットエッチングにより除去する。なお、金属箔４００全部をウェトエッ
チングにより除去してもよい。こうした工程を経ることにより、半導体素子の搭載された
側と反対側の面に、第１層目の配線４０７の裏面が露出する構造となる。これにより、本
実施形態で得られるモジュールでは裏面が平坦となり、半導体モジュールのマウント時に
半田等の表面張力でそのまま水平に移動し、容易にセルフアラインできるというプロセス
上の利点が得られる。つづいて露出した導電被膜４０２に半田等の導電材を被着して半田
ボール４２０を形成し、半導体モジュールを完成する。その後、ウエハをダイシングによ
り切断し、半導体モジュールチップを得ることができる。上記した金属箔４００の除去工
程を行うまでは、金属箔４００が支持基板となる。金属箔４００は、配線４０７形成時の
電解メッキ工程において電極としても利用される。また、モールド樹脂４１５をモールド
する際にも、金型への搬送、金型への実装の作業性を良好にすることができる。以上のよ
うにして、図４（Ａ）に示す構造の半導体モジュールが得られる。
【００５６】
　この半導体モジュールは、図６（Ｂ）の工程において、ソルダーレジスト層４０８をア
ルゴンプラズマ処理し、表面改質しているため、ソルダーレジスト層４０８とモールド樹
脂４１５との間の界面密着性が顕著に改善される。この結果、半導体モジュールの信頼性
を顕著に向上させることができる。
【００５７】
　ここで、ソルダーレジスト層４０８を構成する材料として、多官能オキセタン化合物ま
たはエポキシ化合物を含有する光硬化性・熱硬化性樹脂を用いてもよい。こうすることに
より、微小突起にくわえ、表面に複数のクレーター状の凹部が形成されるため、密着性が
より改善される。
【００５８】
　また、ソルダーレジスト層４０８の表面に凹凸が存在していることの確認は、ソルダー
レジスト層４０８を斜めに切断し、その断面を走査型電子顕微鏡観察などを用いて分析す
ることにより行うことができる。
【００５９】
　また、たとえば、ソルダーレジスト層４０８の端部のように、モールド樹脂４１５によ
りモールドされていない部分の表面に凹凸が存在していることの確認は、上記表面を走査
型電子顕微鏡観察などを用いて分析することにより行うことができる。
【００６０】
　第二の実施の形態
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　第一の実施の形態では、ソルダーレジスト層４０８上に素子４１０ａ、素子４１０ｂを
半田により固着した構成としたが、半田を利用せず、接着剤等により素子を固着すること
もできる。この場合はソルダーレジスト層４０８を設けない構造とすることも可能である
。
【００６１】
　図９は、ソルダーレジスト層なしに配線に直接、素子を接着させた構成を示す。多層配
線構造は、第一の実施の形態で説明したものと同様の構造を有する。層間絶縁膜４０５は
、本実施形態ではエポキシ樹脂を用いた。
【００６２】
　この半導体モジュールは以下のようにして作製することができる。まず図５（Ｃ）まで
の工程を行う。次いで、図８のように素子４１０ａ、素子４１０ｂを接着剤により固着す
る。この状態で素子形成面に対してプラズマ処理を行う。プラズマ処理は、第一の実施の
形態と同様にする。このプラズマ照射により、配線４０７の表面が清浄な状態となり、素
子４１０ａ、素子４１０ｂと配線４０７とを良好に結線させることが可能となる。また、
このとき同時に層間絶縁膜４０５の表面がプラズマ処理により改質し、前述したモホロジ
および樹脂特性を有する表面層が形成される。
【００６３】
　その後、素子４１０ａを配線４０７と金線４１２により結線した後、これらをモールド
樹脂４１５でモールドする。以上により図９に示す構造の半導体モジュールが得られる。
この半導体モジュールは、図８の工程において、層間絶縁膜４０５をアルゴンプラズマ処
理し、表面改質しているため、層間絶縁膜４０５とモールド樹脂４１５との間の界面密着
性が顕著に改善される。この結果、半導体モジュールの信頼性を顕著に向上させることが
できる。
【００６４】
　ここで、層間絶縁膜４０５を構成する材料として、多官能オキセタン化合物またはエポ
キシ化合物を含有する光硬化性・熱硬化性樹脂を用いてもよい。こうすることにより、微
小突起にくわえ、表面に複数のクレーター状の凹部が形成されるため、密着性がより改善
される。
【００６５】
　また、層間絶縁膜４０５の表面に凹凸が存在していることの確認は、層間絶縁膜４０５
を斜めに切断し、その断面を走査型電子顕微鏡観察などを用いて分析することにより行う
ことができる。
【００６６】
　また、たとえば、層間絶縁膜４０５の端部のように、モールド樹脂４１５によりモール
ドされていない部分の表面に凹凸が存在していることの確認は、上記表面を走査型電子顕
微鏡観察などを用いて分析することにより行うことができる。
【００６７】
　第三の実施形態
　本実施形態においては、図１５に示すように、素子５０２は接着部材５１０を介して、
半田ボール５１４が裏面に設けられた基板５０６に接着されている。素子５０２と配線５
０８は金線５１２により導通している。素子５０４は接着部材５１１を介して素子５０２
に接着されており、素子５０４と配線５０８は金線５１２により導通している。素子５０
２、素子５０４および基板５０６などは、モールド樹脂４１５によりモールドされる。
【００６８】
　このため、素子５０２と基板５０６との間の界面の密着性に難があると、この箇所から
素子５０２の剥離が生じてしまうおそれがあり、半導体モジュールの信頼性が大幅に損な
われる結果となる。
【００６９】
　こうした課題を解決するため、本実施形態では、素子５０２の下面と接する接着部材５
１０と接する基板５０６の表面を、第一の実施形態および第二の実施形態と同じ条件を選
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択したプラズマ処理により改質した。具体的には、基板５０６の配線５０８を有する側の
面において微小突起群と、たとえば、直径が１００ｎｍ以上の複数のクレーター状の凹部
を形成した。また、基板５０６の上記面において、Ｘ線光電子分光分析スペクトルが、束
縛エネルギー２８４．５ｅＶにおける検出強度をｘ、束縛エネルギー２８６ｅＶにおける
検出強度をｙとしたときに、ｙ／ｘの値が０．４以上であるようにした。
【００７０】
　さらに、基板５０６のモールド樹脂４１５と接する領域を露出させたときの純水に対す
る接触角が３０～１２０度の範囲内にあるようにした。
【００７１】
　ここで、基板５０６を構成する材料として、多官能オキセタン化合物またはエポキシ化
合物を含有する光硬化性・熱硬化性樹脂を用いてもよい。こうすることにより、微小突起
にくわえ、表面に複数のクレーター状の凹部が形成されるため、密着性がより改善される
。
【００７２】
　また、基板５０６の表面に凹凸が存在していることの確認は、基板５０６を斜めに切断
し、その断面を走査型電子顕微鏡観察などを用いて分析することにより行うことができる
。
【００７３】
　また、たとえば、基板５０６の端部のように、モールド樹脂４１５によりモールドされ
ていない部分の表面に凹凸が存在していることの確認は、上記表面を走査型電子顕微鏡観
察などを用いて分析することにより行うことができる。
【００７４】
　以上、発明の好適な実施の形態を説明した。しかし、本発明は上述の実施の形態に限定
されず、当業者が本発明の範囲内で上述の実施形態を変形可能なことはもちろんである。
【００７５】
　たとえば、上記実施形態においては、半導体モジュールについて説明したが、それ以外
のモジュールであってもよい。
【００７６】
　また、上記実施形態においては、配線４０７を設けたソルダーレジスト層４０８を用い
る形態について説明したが、たとえば、リードフレームなど、配線４０７以外の導電体を
設けたソルダーレジストであってもよい。
【００７７】
　また、上記実施形態においては、絶縁基材であるソルダーレジスト層４０８を用いる形
態について説明したが、絶縁基材以外の基材を用いてもよい。
【実施例】
【００７８】
　実施例１
　銅箔表面にドライフィルムレジスト（商品名ＰＤＦ３００、新日鐵化学社製）を貼った
後、このフィルムをパターニングして銅箔の表面の一部を露出させた。この状態で銅箔露
出面およびドライフィルムレジストの面を含む全面にアルゴンプラズマ処理を行った。プ
ラズマガス中の酸素濃度を変えて２種類の試料を作製した。
バイアス：　無印加
プラズマガス：試料１　アルゴン１０ｓｃｃｍ、酸素０ｓｃｃｍ
　　　　　　　試料２　アルゴン１０ｓｃｃｍ、酸素１０ｓｃｃｍ
ＲＦパワー（Ｗ）：　５００
圧力（Ｐａ）：　２０
処理時間（ｓｅｃ）：　２０　
【００７９】
　プラズマ照射前後のドライフィルムレジスト表面について走査型電子顕微鏡により観察
した。結果を図１１、図１２および図１３に示す。図１１は試料１、図１２は試料２、図
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１３はプラズマ未処理の外観を示す。プラズマ照射により樹脂表面に複数の微小突起が形
成されることが明らかになった。走査型電子顕微鏡観察により得られた画像データを用い
、微小突起の平均直径および密度を測定した。密度は、長さ１μｍのライン上の微小突起
の数（線密度）を測定し、これを２乗することにより求めた。結果を以下に示す。
試料１
平均直径　４ｎｍ
数密度　　１．２×１０３個／μｍ２

試料２
平均直径　４ｎｍ
数密度　　１．６×１０３個／μｍ２

【００８０】
　次に、上記試料１、２について、Ｘ線光電子分光分析を行った。結果を図１４に示す。
図中、試料１、２とともに、アルゴンプラズマ処理前のものを参照として示した。プラズ
マ照射により、２８６ｅＶにおけるＣ＝Ｏ結合に由来する強度が増大するとともに２８４
．５ｅＶにおけるＣ－Ｏ結合またはＣ－Ｎ結合に由来する強度が減少していることがわか
る。２８４．５ｅＶにおけるＣ－Ｏ結合またはＣ－Ｎ結合に由来する強度をｘ、２８６ｅ
ＶにおけるＣ＝Ｏ結合に由来する強度をｙ、としたときに、本実施例に係るモジュールの
ｙ／ｘの値は、試料１、２とも約０．４４となった。
【００８１】
　つづいて、上記試料１、２について、接触角を測定した。フィルム表面に純水を滴下し
、水滴の様子を拡大鏡で観察して接触角を測定した。接触角の測定は、試料作製２日後に
行った。得られた接触角の値は、以下の通りであった。このことにより、ドライフィルム
レジスト（商品名ＰＤＦ３００、新日鐵化学社製）を用いた試料１、試料２においては、
接触角が３０～７０度になることが好ましいことがわかる。
試料１　５２．０度
試料２　５３．６度
【００８２】
　第一の実施の形態で述べたプロセスにおいて上記試料１および２と同様の成膜、プラズ
マ処理工程を適用して半導体モジュールを作製した。この半導体モジュールは、試料１、
２のドライフィルムレジストをソルダーレジスト層として、その表面に半導体素子が搭載
された構造を有する。この半導体モジュールを評価したところ、耐ヒートサイクル性に優
れるとともに、プレッシャークッカー試験結果も良好であった。
【００８３】
　実施例２
　銅箔表面にドライフィルムレジスト（商品名ＡＵＳ４０２、太陽インキ製造社製）を貼
った後、このフィルムをパターニングして銅箔の表面の一部を露出させた。この状態で銅
箔露出面およびドライフィルムレジストの面を含む全面にアルゴンプラズマ処理を行った
。
【００８４】
　なお、ここで、上記ドライフィルムレジスト（商品名ＡＵＳ４０２、太陽インキ製造社
製）は、多官能オキセタン化合物またはエポキシ化合物を含有する光硬化性・熱硬化性樹
脂を使って作製されているため、表面にクレーター状の凹部が存在している。
バイアス：　無印加
プラズマガス：アルゴン１０ｓｃｃｍ、酸素０ｓｃｃｍ
ＲＦパワー（Ｗ）：　５００
圧力（Ｐａ）：　２０
処理時間：　試料３：　２０（ｓｅｃ）
　　　　　　試料４：　６０（ｓｅｃ）
【００８５】
　プラズマ照射前後のドライフィルムレジスト表面について走査型電子顕微鏡により観察
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した。結果を図１６、図１７および図１８に示す。図１６は試料３、図１７は試料４、図
１８はプラズマ未処理の外観を示す。プラズマ照射により樹脂表面に複数の微小突起が形
成されることが明らかになった。走査型電子顕微鏡観察により得られた画像データを用い
、微小突起の平均直径および密度を測定した。密度は、長さ１μｍのライン上の微小突起
の数（線密度）を測定し、これを２乗することにより求めた。結果を以下に示す。
試料３
平均直径　４ｎｍ
数密度　　２×１０３個／μｍ２

試料４
平均直径　４ｎｍ
数密度　　２×１０３個／μｍ２

また、試料３、試料４ともに、直径１００ｎｍ以上の複数のクレーター状の凹部が存在す
ることが確認された。
【００８６】
　次に、上記試料について、Ｘ線光電子分光分析を行った。結果を図１９に示す。図中、
試料４は、アルゴンプラズマ処理前のものを参照として示した。プラズマ照射により、２
８６ｅＶにおけるＣ＝Ｏ結合に由来する強度が増大するとともに２８４．５ｅＶにおける
Ｃ－Ｏ結合またはＣ－Ｎ結合に由来する強度が減少していることがわかる。２８４．５ｅ
ＶにおけるＣ－Ｏ結合またはＣ－Ｎ結合に由来する強度をｘ、２８６ｅＶにおけるＣ＝Ｏ
結合に由来する強度をｙ、としたときに、本実施例に係るモジュールのｙ／ｘの値は、約
０．４となった。
【００８７】
　つづいて、上記試料について、接触角を測定した。フィルム表面に純水を滴下し、水滴
の様子を拡大鏡で観察して接触角を測定した。接触角の測定は、試料作製２日後に行った
。得られた接触角の値は、以下の通りであった。
試料３　８０度
試料４　１０５度
【００８８】
　第一の実施の形態で述べたプロセスにおいて上記試料と同様の成膜、プラズマ処理工程
を適用して半導体モジュールを作製した。この半導体モジュールは、上記試料のドライフ
ィルムレジストをソルダーレジスト層として、その表面に半導体素子が搭載された構造を
有する。この半導体モジュールを評価したところ、耐ヒートサイクル性に優れるとともに
、プレッシャークッカー試験結果も良好であった。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】ＢＧＡの構造を説明するための図である。
【図２】ＩＳＢ（登録商標）の構造を説明するための図である。
【図３】ＢＧＡおよびＩＳＢ（登録商標）の製造プロセスを説明するための図である。
【図４】実施の形態に係る半導体モジュールの構造を説明するための図である。
【図５】実施の形態に係る半導体モジュールの製造方法を説明するための図である。
【図６】実施の形態に係る半導体モジュールの製造方法を説明するための図である。
【図７】実施の形態に係る半導体モジュールの製造方法を説明するための図である。
【図８】実施の形態に係る半導体モジュールの製造方法を説明するための図である。
【図９】実施の形態に係る半導体モジュールの製造方法を説明するための図である。
【図１０】実施の形態に係る半導体モジュールの構造を説明するための図である。
【図１１】プラズマ処理後のフィルム表面を走査型電子顕微鏡により観察した結果を示す
図である。
【図１２】プラズマ処理後のフィルム表面を走査型電子顕微鏡により観察した結果を示す
図である。
【図１３】プラズマ処理前のフィルム表面を走査型電子顕微鏡により観察した結果を示す
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図である。
【図１４】プラズマ処理後のフィルム表面のＸ線光電子分光分析結果を示す図である。
【図１５】実施の形態に係る半導体モジュールの構造を説明するための図である。
【図１６】プラズマ処理後のフィルム表面を走査型電子顕微鏡により観察した結果を示す
図である。
【図１７】プラズマ処理後のフィルム表面を走査型電子顕微鏡により観察した結果を示す
図である。
【図１８】プラズマ処理前のフィルム表面を走査型電子顕微鏡により観察した結果を示す
図である。
【図１９】プラズマ処理後のフィルム表面のＸ線光電子分光分析結果を示す図である。
【符号の説明】
【００９０】
　４００　金属箔、４０１　フォトレジスト、４０２　導電被膜、４０５　層間絶縁膜、
４０７　配線、４０８　ソルダーレジスト層、４１０ａ　素子、４１０ｂ　素子、４１２
　金線、４１５　モールド樹脂、４２０　半田ボール、４２１　ビアホール、４３５　ダ
ミー配線、５０２　素子、５０４　素子、５０６　基板、５０８　配線、５１０　接着部
材、５１１　接着部材、５１２　金線、５１４　半田ボール。

【図１】 【図２】
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【図１４】

【図１５】

【図１９】
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【図１７】



(19) JP 4067507 B2 2008.3.26

【図１８】



(20) JP 4067507 B2 2008.3.26

10

フロントページの続き

    審査官  日比野　隆治

(56)参考文献  特開２００２－１１０７２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２７４２９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２８４６４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０６９５４１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２３／１２　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／５２　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２３／２８　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２５／０４　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２５／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

