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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置と電子部品構造体とを具備し、
　前記半導体装置は、
　半導体基板と、
　前記半導体基板の能動面側に設けられた第１の電極と、
　前記第１の電極に電気的に接続して前記能動面側に設けられた外部接続端子と、
　前記半導体基板の能動面側に設けられた接続用端子とを備え、
　前記外部接続端子と前記接続用端子との少なくとも一方には、銅膜上に金メッキ膜、銀
メッキ膜、パラジウムメッキ膜のいずれかが成膜され、
　前記電子部品構造体は、水晶発振器、圧電振動子、圧電音叉、弾性表面波素子ＭＥＭＳ
構造体、前記半導体装置とは別の半導体装置のいずれかであり、前記半導体装置における
前記半導体基板の能動面側と反対の側に配設され、前記接続用端子とワイヤボンディング
によって接続されることを特徴とする電子部品。
【請求項２】
　請求項１記載の電子部品において、
　前記金メッキ膜、銀メッキ膜、パラジウムメッキ膜のいずれかが無電解メッキで形成さ
れることを特徴とする電子部品。
【請求項３】
　請求項１または２記載の電子部品において、
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　前記第１の電極と前記外部接続端子との電気的接続が、前記能動面側に設けられた再配
置配線によってなされていることを特徴とする電子部品。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の電子部品において、
　前記接続用端子が、前記半導体基板の能動面側に設けられた第２の電極に電気的に接続
されていることを特徴とする電子部品。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の電子部品において、
　前記接続用端子が、電気的な検査や調整を行うための端子であることを特徴とする電子
部品。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の電子部品において、
　前記外部接続端子が前記第１の電極に配線を介して接続され、
　前記半導体基板と前記外部接続端子との間に、応力緩和層が設けられていることを特徴
とする電子部品。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の電子部品において、
　前記接続用端子が、封止樹脂によって封止されてなることを特徴とする電子部品。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の電子部品において、
　前記接続用端子が、柱状に形成されていることを特徴とする電子部品。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の電子部品が実装されていることを特徴とする回
路基板。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の電子部品が実装されていることを特徴とする電
子機器。
【請求項１１】
　半導体基板の能動面側に第１の電極を設ける工程と、
　前記第１の電極に電気的に接続する外部接続端子を前記半導体基板の能動面側に設ける
工程と、
　前記半導体基板の能動面側に接続用端子を設ける工程と、
　前記外部接続端子と前記接続用端子との少なくとも一方に、銅膜上に金メッキ膜、銀メ
ッキ膜、パラジウムメッキ膜のいずれかを成膜する工程と、
　前記半導体基板の能動面側と反対の側に配設した水晶発振器、圧電振動子、圧電音叉、
弾性表面波素子ＭＥＭＳ構造体、前記半導体装置とは別の半導体装置のいずれかの電子部
品構造体と、前記接続用端子とをワイヤボンディングによって接続する工程とを備えたこ
とを特徴とする電子部品の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載の電子部品の製造方法において、
　前記金メッキ膜、銀メッキ膜、パラジウムメッキ膜のいずれかを無電解メッキで成膜す
ることを特徴とする電子部品の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１１または１２記載の電子部品の製造方法において、
　前記接続用端子を、封止樹脂によって封止する工程を有することを特徴とする電子部品
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品、電子部品の製造方法、回路基板及び電子機器に関するものである
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。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置をより高密度に実装するためには、ベアチップ実装が理想的である。しかし
、ベアチップは品質の保証及び取り扱いが難しいといった問題がある。
　そこで、従来よりＣＳＰ（Chip Scale / Size Package）が適用された半導体装置が開
発されている。また、特に近年では、ウエハレベルでＣＳＰを形成する、いわゆるウエハ
レベルＣＳＰ（Ｗ－ＣＳＰ）が注目されている（例えば、特許文献１、特許文献２参照）
。ウエハレベルＣＳＰでは、再配線が施された複数の半導体素子（集積回路）をウエハ単
位で形成し、その後、各半導体素子（集積回路）毎に切断し個片化して、半導体装置を得
るようにしている。
【０００３】
　ところで、上述した半導体装置においては、外部構造体とボンディングワイヤやハンダ
ボールにより接続される形態が多い。このワイヤやハンダボールが接続される電極として
は、回路パターンの銅箔の上にニッケル層、更にニッケル層の上に置換型メッキ法、無電
解還元型メッキ法および電解メッキ法などの手法で金層を形成した多層構造を有するもの
がある。
【０００４】
　このような半導体装置の製造プロセスにおいて、半導体ベアチップを回路基板に固定す
る接着剤の加熱硬化の工程で以下に述べるような問題が生じることが明らかになっている
。それは、接着剤の加熱硬化時に加えられる熱によってニッケル層の表層部からニッケル
が離脱してその上層の金層内に拡散し、ニッケル化合物（主として水酸化ニッケル）の形
態となって金層の表面（大気に露出した部分）に析出されるものである。また、ニッケル
メッキの代わりにニッケル－リン合金メッキを用いた場合には、金層の表面にリン濃化層
が形成される場合がある（例えば、特許文献３参照）。
【０００５】
　このような状態の金層の表面にワイヤボンディングやハンダを施した場合、ボンディン
グワイヤと金層との間や、ハンダボールと金層との間に上記化合物が介在して両者の接合
を阻害し、接合強度の弱いものとなってしまう。
　そこで、十分な接合強度を確保する方法として、金層の表層部を薄く除去して水酸化ニ
ッケル成分等を取り除く方法が考えられる。
【特許文献１】再表０１／０７１８０５号公報
【特許文献２】特開２００４－１６５４１５号公報
【特許文献３】特開２００５－２２３０８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述したような従来技術には、以下のような問題が存在する。
　金層をメッキ形成した後に、エッチング洗浄工程等を別途設ける必要があり、半導体基
板の製造効率低下を招いてしまう。
【０００７】
　本発明は、以上のような点を考慮してなされたもので、製造効率の低下を招くことなく
充分な接合強度が得られる電極を有する半導体装置、半導体装置の製造方法、電子部品、
回路基板及び電子機器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】
【０００８】
　上記の目的を達成するために本発明は、以下の構成を採用している。
　本発明の電子部品は、半導体装置と電子部品構造体とを具備し、前記半導体装置は、　
半導体基板と、　前記半導体基板の能動面側に設けられた第１の電極と、前記第１の電極
に電気的に接続して前記能動面側に設けられた外部接続端子と、前記半導体基板の能動面
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側に設けられた接続用端子とを備え、前記外部接続端子と前記接続用端子との少なくとも
一方には、銅膜上に金メッキ膜、銀メッキ膜、パラジウムメッキ膜のいずれかが成膜され
、
　前記電子部品構造体は、水晶発振器、圧電振動子、圧電音叉、弾性表面波素子ＭＥＭＳ
構造体、前記半導体装置とは別の半導体装置のいずれかであり、前記半導体装置における
前記半導体基板の能動面側と反対の側に配設され、前記接続用端子とワイヤボンディング
によって接続されることを特徴とする。
　従って、本発明の電子部品では、ニッケル層等を用いた場合のように外部接続端子及び
接続用端子を形成する金属が拡散することを抑制できるので、表層部を薄く除去する工程
を別途設ける必要がなくなり、製造効率の低下を防止することができる。また、本発明で
は、外部接続端子とは別に接続用端子が設けられているので、この接続用端子を用いて例
えば他の機能構造体との機械的接続や電気的接続を行うことにより、この半導体装置と機
能構造体とを一体化して電子部品を形成し、その小型化を図ることが可能になる。
【０００９】
　また、本発明では、前記金メッキ膜、銀メッキ膜、パラジウムメッキ膜のいずれかが無
電解メッキ膜で形成される構成を好適に採用できる。
　これにより、本発明では、電解メッキ用配線が不要になり、高密度の配線を実現するこ
とが可能になる。
【００１０】
　また、前記半導体装置においては、前記第１の電極と前記外部接続端子との電気的接続
が、前記能動面側に設けられた再配置配線によってなされているのが好ましい。
　このようにすれば、外部接続端子の位置やその配列を自由（任意）に設計することがで
きる。
【００１１】
　また、前記半導体装置においては、前記接続用端子が、前記半導体基板の能動面側に設
けられた第２の電極に電気的に接続しているのが好ましい。
　このようにすれば、接続用端子を用いて半導体装置の電気的な処理が可能になる。また
、接続用端子を用いて他の機能構造体との電気的接続を行うことにより、例えばこの半導
体装置を前記機能構造体の駆動用素子として機能させることも可能になる。
【００１２】
　また、前記半導体装置においては、前記接続用端子が、電気的な検査や調整等のメンテ
ナンスを行うための端子であってもよい。
　このようにすれば、例えば電気的検査やトリミングなどによる半導体装置の機能の保証
や調整を、前記接続用端子を用いて行うことが可能になる。
【００１３】
　また、前記半導体装置においては、前記外部接続端子が前記第１の電極に配線を介して
接続され、前記半導体基板と前記外部接続端子との間に、応力緩和層が設けられているの
が好ましい。
　このようにすれば、配線を介して第１電極と外部接続端子とが電気的に接続されること
により、この半導体装置に再配置配線が形成され、したがって外部接続端子の大きさや形
状、配置等の自由度が大となる。また、応力緩和層が設けられているので、外部接続端子
を介しての半導体装置と外部機器等との接続信頼性が高められる。
【００１４】
　また、前記半導体装置においては、前記接続用端子が、封止樹脂によって封止されてな
るのが好ましい。
　接続用端子を電気的な検査や調整に用いた後、これを封止樹脂で封止するようにすれば
、その後この接続用端子を用いた調整等が不可能となることにより、検査や調整後の半導
体装置の信頼性を高めることができる。また、接続用端子を他の部品との間の電気的接続
に用いた後、封止樹脂で封止するようにすれば、この接続用端子での不測の短絡を防止す
ることができ、さらにはこの接続用端子での接続強度を高めることもできる。
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【００１５】
　また、前記半導体装置においては、前記接続用端子が柱状に形成されていてもよい。
　このようにすれば、柱状の接続用端子が例えば下層の導電部と上層の導電部とを導通さ
せる上下導通部材として機能することにより、半導体装置全体での再配置配線についての
自由度が高まる。
【００１６】
　一方、本発明の電子部品は、先に記載の半導体装置と、前記半導体装置における前記半
導体基板の能動面側と反対の側に配設され、前記接続用端子と電気的接続手段によって接
続された機能構造体とを具備してなることを特徴とするものである。
　この電子部品によれば、半導体装置と機能構造体とを、接続用端子を利用して電気的接
続手段で接続しているので、半導体装置と機能構造体とが一体化されて電子部品となり、
したがって小型化が図られたものとなる。
【００１７】
　また、特に前記電気的接続手段については、ワイヤボンディングやハンダボールである
ことが好ましい。
　このようにすれば、半導体装置と機能構造体との立体接続構造を簡便に得ることができ
る。
【００１８】
　そして、本発明の回路基板は、先に記載の電子部品が実装されていることを特徴として
いる。また、本発明の電子機器は、先に記載の電子部品が実装されていることを特徴とし
ている。
　従って、本発明によれば、小型化が図られた電子部品が実装されているので、その分高
密度実装が可能となり、したがって高機能化が図られた回路基板及び電子機器を得ること
ができる。
【００１９】
　また、本発明の電子部品の製造方法は、半導体基板の能動面側に第１の電極を設ける工
程と、　前記第１の電極に電気的に接続する外部接続端子を前記半導体基板の能動面側に
設ける工程と、　前記半導体基板の能動面側に接続用端子を設ける工程と、前記外部接続
端子と前記接続用端子との少なくとも一方に、銅膜上に金メッキ膜、銀メッキ膜、パラジ
ウムメッキ膜のいずれかを成膜する工程と、前記半導体基板の能動面側と反対の側に配設
した水晶発振器、圧電振動子、圧電音叉、弾性表面波素子ＭＥＭＳ構造体、前記半導体装
置とは別の半導体装置のいずれかの電子部品構造体と、前記接続用端子とをワイヤボンデ
ィングによって接続する工程とを備えたことを特徴とするものである。
　従って、本発明では、ニッケル層等を用いた場合のように外部接続端子及び接続用端子
を形成する金属が拡散することを抑制できるので、表層部を薄く除去する工程を別途設け
る必要がなくなり、製造効率の低下を防止することができる。

【００２０】
　また、本発明では、前記金メッキ膜、銀メッキ膜、パラジウムメッキ膜のいずれかを無
電解メッキで成膜することが好ましい。
　これにより、本発明では、電解メッキ用配線が不要になり、高密度の配線を実現するこ
とが可能になる。
　また、本発明では、前記接続用端子を、封止樹脂によって封止する工程を有することが
好ましい。

【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の半導体装置、半導体装置の製造方法、電子部品、回路基板及び電子機器
の実施の形態を、図１ないし図７を参照して説明する。
［半導体装置］
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　図１、図２は本発明の半導体装置の一実施形態を示す図であり、これらの図において符
号１は、ウエハレベルＣＳＰ（Ｗ－ＣＳＰ）構造の半導体装置である。なお、図１の側断
面図は、図２の模式平面図における、Ａ－Ａ線矢視断面図とする。
【００２２】
　図１に示すように半導体装置１は、トランジスタやメモリ素子などの半導体素子からな
る集積回路（図示せず）を形成してなるシリコン基板（半導体基板）１０と、このシリコ
ン基板１０の能動面１０ａ側、すなわち前記集積回路を形成した側に設けられた第１の電
極１１と、該第１の電極１１に電気的に接続して前記能動面１０ａ側に設けられた外部接
続端子１２と、前記能動面１０ａ側に設けられた接続用端子１３と、を備えて構成された
ものである。
【００２３】
　第１の電極１１は、シリコン基板１０の前記集積回路に直接導通して形成されたもので
、例えば図２に示すように、矩形状のシリコン基板１０の周辺部に複数が配列して設けら
れたものである。また、前記能動面１０ａ上には、図１に示すようにパッシベーション膜
となる第１絶縁層１４が形成されており、この第１絶縁層１４には、前記第１の電極１１
上に開口部１４ａが形成されている。このような構成によって第１の電極１１は、前記開
口部１４ａ内にて外側に露出した状態となっている。
【００２４】
　第１絶縁層１４上には、前記第１の電極１１や後述する第２の電極を避けた位置、本実
施形態ではシリコン基板１０の中央部に、絶縁樹脂からなる応力緩和層１５が形成されて
いる。また、前記第１の電極１１には、前記絶縁層１４の開口部１４ａ内にて配線１６が
接続されている。この配線１６は、前記集積回路の電極の再配置を行うためのもので、図
２に示すようにシリコン基板１０の周辺部に配置された第１の電極１１から中央部側に延
びて形成され、さらに図１に示すように応力緩和層１５上にまで引き回されて形成された
ものである。この配線１６は、シリコン基板１０の第１の電極１１と後述する外部接続端
子１２との間を配線することから一般的には再配置配線と呼ばれ、微細設計されることの
多いシリコン基板１０の電極１１の位置と、客先のボード実装で使用されるラフピッチの
外部接続端子１２との物理的な位置をずらして配置するための重要な手段である。
【００２５】
　また、シリコン基板１０の能動面１０ａ側には、配線１６や応力緩和層１５、第１絶縁
層１４を覆ってソルダーレジストからなる耐熱性の第２絶縁層１７が形成されている。こ
の第２絶縁層１７には、前記応力緩和層１５上にて前記配線１６上に開口部１７ａが形成
されている。このような構成によって配線１６は、前記開口部１７ａ内にて外側に露出し
た状態となっている。
【００２６】
　そして、この開口部１７ａ内に露出した配線１６上には、外部接続端子１２との接続部
（接続端子）１６ａが設けられている。この接続部１６ａは、銅膜の配線１６に銀メッキ
膜２１が成膜された構成となっている。メッキ膜２１の種類としては、銀メッキ膜または
パラジウムメッキ膜から選択される。
　外部接続端子１２は、例えばはんだボールによってバンプ形状に形成されたもので、図
１中二点鎖線で示す、外部機器としてのプリント配線板（回路基板）Ｐに電気的に接続さ
れるものである。このような構成のもとに、シリコン基板１０に形成された集積回路（半
導体素子）は、第１の電極１１、再配置配線である配線１６、外部接続端子１２を介して
プリント配線板Ｐに電気的に接続されるようになっているのである。
【００２７】
　また、シリコン基板１０に形成された前記集積回路には、図２に示すように前記第１の
電極１１以外に第２の電極１８が形成されている。この第２の電極１８は、例えば前記プ
リント配線板Ｐとは別の、他の機能構造体を駆動するための出力をなすものであったり、
あるいは、前記集積回路の各種の機能検査や機能調整等のメンテナンスを電気的に行うた
めのものとなっている。なお、本実施形態では、前記第１の電極１１の場合と同様に、こ
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の第２の電極１８に再配置配線１９が接続され、この再配置配線１９に、外部に露出する
前記の接続用端子１３が接続されている。
【００２８】
　接続用端子１３は、電気的、あるいは機械的な接続をなすためのパッド状のものであっ
て、特に前記第２の電極１８が機能構造体を駆動するための出力をなすものである場合に
、本実施形態の半導体装置１が、前記プリント配線板Ｐとは別の、他の機能構造体との接
続をなす際に好適に利用されるものである。また、前述したように、前記第２の電極１８
が前記集積回路の各種の機能検査や機能調整を電気的に行うためのものとなっている場合
には、接続用端子１３は、検査や調整用のプローブなどと電気的に接続（コンタクト）さ
れるようになっている。このとき、検査や調整用のプローブは同時に外部接続端子１２に
も接続し各種の機能検査や機能調整を接続用端子１３と協調して電気的に行うようにして
も良い。
【００２９】
　また、この接続用端子１３は、例えば前記集積回路の各種の機能検査や機能調整がなさ
れた後、図１中二点鎖線で示すように、エポキシ樹脂等の封止樹脂２０によって封止され
るようになっている。こうすることで、一時的に機能検査や機能調整に使用された接続用
端子はそれ以降、外部環境とは遮断され、そこから半導体素子としての信頼性を低下させ
るような情況とは隔絶することができる。
【００３０】
　また、前記第１の電極１１、第２の電極１８、接続用端子１３は、チタン（Ｔｉ）、窒
化チタン（ＴｉＮ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、あるいは、これらを含む合金
等によって形成することができるが、本実施形態では電極１１、１８をＡｌで形成し、接
続用端子１３をＣｕ膜に上記メッキ膜２１として銀メッキ膜を成膜して形成している。
【００３１】
　さらに、配線１６、再配置配線１９は、金（Ａｕ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、チタン
（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、チタンタングステン（ＴｉＷ）、窒化チタン（ＴｉＮ）
、ニッケル（Ｎｉ）、ニッケルバナジウム（ＮｉＶ）、クロム（Ｃｒ）、アルミニウム（
Ａｌ）、パラジウム（Ｐｄ）等によって形成することができるが、本実施形態では、Ｃｕ
膜で形成している。
　なお、これら配線１６、再配置配線１９としては、前記材料による単層構造としてもよ
く、複数種を組み合わせた積層構造としてもよい。また、これら配線１６及び再配置配線
１９については、通常は同一工程で形成するため、互いに同じ材料となる。
【００３２】
　また、第１絶縁層１４や第２絶縁層１７を形成するための樹脂としては、例えばポリイ
ミド樹脂、シリコーン変性ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン変性エポキシ樹脂
、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ＢＣＢ（benzocyclobutene）及びＰＢＯ（polybenzox
azole）等が用いられる。
　なお、第１絶縁層１７については、酸化珪素（ＳｉＯ２）、窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）等
の無機絶縁材料によって形成することもできる。
【００３３】
［半導体装置の製造方法］
　次に、前記構成の半導体装置１の製造方法について図３を参照して説明する。なお、本
実施形態においては、図４に示すように同一のシリコンウエハ（基板）１００上に半導体
装置１を複数一括して形成しておき、その後ダイシング（切断）して個片化することによ
り、半導体装置１を得るようにしているが、図３では説明を簡単にするため、単純化して
１つの半導体装置１の形成のみを示している。
【００３４】
　まず、図３（ａ）に示すように、シリコン基板１０の能動面１０ａ上の、前記集積回路
の導電部となる位置に、第１の電極１１、第２の電極１８（図３（ａ）に示さず、図２参
照）を形成する。
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　次に、第１の電極１１及び第２の電極１８を覆ってシリコン基板１０上に第１絶縁層１
４を形成し、さらに、この第１絶縁層１４を覆って樹脂層（図示せず）を形成する。
【００３５】
　次いで、周知のフォトリソグラフィ法及びエッチング法によって前記樹脂層をパターニ
ングし、所定の形状、すなわち前記第１の電極１１や第２の電極１８の直上位置を除いた
シリコン基板１０の中央部に、応力緩和層１５を形成する。
　さらに、周知のフォトリソグラフィ法及びエッチング法によって第１の電極１１及び第
２の電極１８を覆う位置の絶縁材料を除去し、開口部１４ａを形成する。これにより、こ
れら開口部１４ａ内に第１の電極１１及び第２の電極１８を露出させる。
【００３６】
　次いで、図３（ｂ）に示すように第１の電極１１に接続する配線１６を形成するととも
に、第２の電極１８に接続する再配置配線１９を形成する。これら配線１６、再配置配線
１９の形成については、前記開口部１４ａ内にて第１の電極１１、第２の電極１８に導通
するようにして導電材料、例えばＣｕをこの順にスパッタ法で成膜し、配線形状にパター
ニングした後、得られたパターン上にＣｕをメッキ法で積層することなどによって行う。
　また、特に再配置配線１９の先端側、すなわち図２に示したように第２の電極１８と反
対の側は、パッド形状にパターニングしておくことにより、これを接続用端子部とする。
【００３７】
　次いで、前記配線１６、再配置配線１９、及び接続用端子１３を覆って第２絶縁層１７
を形成し、さらに、周知のフォトリソグラフィ法及びエッチング法によって配線１６の一
部、すなわち第１の電極１１と反対の側を覆う絶縁材料を除去し、開口部１７ａを形成す
る。これにより、該開口部１７ａ内に配線１６を露出させて接続部１６ａを形成する。ま
た、これと同時に、接続用端子１３を覆う絶縁材料も除去し、開口部１７ｂを形成するこ
とにより、該開口部１７ｂ内に接続用端子１３を露出させる。
【００３８】
　次いで、所定温度に加温した無電解Ａｇメッキ浴中に基板１０を浸漬し、第２絶縁層１
７をマスクとして、図３（ｃ）に示すように、開口部１７ａ、１７ｂから露出する接続部
１６ａ及び接続用端子１３の銅膜上に銀メッキ膜２１をメッキ形成する。
　このように、銅膜の表面に銀メッキ膜２１を成膜することにより、電気的接触性を高め
、あるいはワイヤボンディングの際の接合性を高めることができる。
【００３９】
　その後、図３（ｄ）に示すように、開口部１７ａ内に露出する配線１６（銀メッキ膜２
１）上の接続部１６ａに例えば鉛フリーはんだからなるはんだボールを配設し、外部接続
端子１２を形成する。なお、この外部接続端子１２については、はんだボールを配設して
形成するのに代えて、はんだペーストを配線１６上に印刷することで形成するようにして
もよい。
　そして、図４に示すように、ダイシング装置１１０によってシリコンウエハ（基板）１
００を半導体装置１毎にダイシング（切断）し、個片化することにより、半導体装置１を
得る。
【００４０】
　ここで、このようにして得られた半導体装置１については、特に前記接続用端子１３が
検査や調整用（メンテナンス用）となっている場合、すなわち、前記第２の電極１８が前
記集積回路の各種の機能検査や機能調整を電気的に行うためのものとなっている場合、こ
の接続用端子１３を利用して前記集積回路の機能検査や機能調整等のメンテナンスを行う
。具体的には、ＩＣプローブ検査や、このプローブ検査と同時に行われるトリミング（ヒ
ューズカット）などを行うことにより、集積回路の機能を保証し、またはその機能を調整
する。
　なお、前記接続用端子１３が、集積回路の機能検査や機能調整のみに用いられる場合に
は、これら機能検査や機能調整を終了した後、前述したようにこれら接続用端子１３を封
止樹脂２０によって封止する。
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【００４１】
　また、本実施形態では、接続用端子１３を、集積回路の機能検査や機能調整用として構
成すれば、半導体装置１の品質安定性を確保し、信頼性を高めることができる。
　すなわち、外部接続端子１２はユーザー実装用として用いられるため、一般的にその端
子ピッチを大きくする必要がある。したがって、設計的な制約により、集積回路（ＩＣ）
の電極から全端子を外部接続端子として引き出せなくなることがある。しかし、本実施形
態では、外部接続端子１２とは別に、ユーザー実装用として用いない接続用端子１３を設
け、これを利用して集積回路の機能検査や機能調整を行っているので、外部接続端子１２
に関する設計的な制約を少なくし、設計自由度を高めることができる。
【００４２】
　つまり、本発明において前記接続用端子１３は、外部接続端子１２の位置に干渉せず、
したがって設計自由度を損なわない位置であれば、前記したように第２の電極１８から再
配置配線１９によって任意の位置にまで引き回して配置してもよく、さらには、この再配
置配線１９上の任意の位置に配置してもよく、もちろん、再配置配線１９を用いることな
く第２の電極１８上に直接配設してもよいのである。また、接続用端子１３の形態につい
ても、前述したように再配置配線１９の一部を直接接続用端子１３に形成してもよく、再
配置配線１９や第２の電極１８とは別に、パッドなどによって接続用端子１３を形成して
もよい。
【００４３】
　また、調整用の端子やデータ書き込み用の端子など、機能によってはユーザーに開放し
てはいけない場合もあるが、本実施形態の接続用端子１３では、特に機能検査や機能調整
を終了した後、封止樹脂２０で封止することにより、その後この接続用端子１３を用いた
調整等が行えないようにすることができる。したがって、検査や調整が終了したときの状
態をそのまま保持することができ、これにより前述したように半導体装置１の品質安定性
を確保し、信頼性を高めることができる。
【００４４】
　　［電子部品］
　前述のようにして得られた接続用端子１３は、その全てが集積回路の機能検査や機能調
整用として用いられてもよいが、一部のみが集積回路の機能検査や機能調整用として用い
られ、残りは、前記プリント配線板Ｐとは別の、他の機能構造体との接続をなす際に利用
されるものであってもよい。さらには、全ての接続用端子１３が、他の機能構造体との接
続をなす際に利用されるようにしてもよい。
【００４５】
　すなわち、前記半導体装置１と機能構造体とを一体化することにより、本発明の電子部
品を構成することができる。以下、前記半導体装置１を用いてなる本発明の電子部品につ
いて説明する。
　図５は、本発明の電子部品の一実施形態を示す図であり、図５中符号３０は電子部品で
ある。この電子部品３０は、前記の半導体装置１と機能構造体３１とを具備して構成され
たものである。
【００４６】
　機能構造体３１としては、特に限定されることなく各種のものが用いられる。具体的に
は、水晶発振器や圧電振動子、圧電音叉、弾性表面波素子（ＳＡＷ（Surface Acoustic W
ave）素子）、ＭＥＭＳ構造体、半導体装置１とは別の半導体装置、その他各種電子部品
構造体などが用いられる。そして、半導体装置１は、特にこのような機能構造体３１を駆
動するための駆動装置として用いられる。
【００４７】
　すなわち、前記半導体装置１における第２の電極１８は、本実施形態では機能構造体３
１を駆動するための出力をなすものとなっており、したがってこれに接続する接続用端子
１３は、機能構造体３１側の接続端子（図示せず）と電気的に接続されるようになってい
る。
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【００４８】
　本発明の電子部品３０では、機能構造体３１の上面に半導体装置１が搭載され、接着剤
等によって固定されている。半導体装置１は、その能動面１０ａ側が外側に向くようにし
て搭載され、これによって機能構造体３１は、半導体装置１における能動面１０ａと反対
の側の面に接合されたものとなっている。このような構成のもとに機能構造体３１と半導
体装置１とは、それぞれの上面側にて、接続用端子１３と機能構造体３１側の接続端子と
が、電気的接続手段によって接続されている。電気的接続手段としては、金ワイヤ３２に
よるワイヤボンディングが、簡便であり好ましい。ただし、これに限ることなく、例えば
ワイヤのハンダ付け、ビームリード、ＴＡＢなど、他の公知の実装技術を採用することも
できる。
【００４９】
　このような金ワイヤ３２によるワイヤボンディングは、半導体装置１の能動面１０ａ側
にてなされることから、図５に示したように半導体装置１における外部接続端子１２と同
じ面に形成されることになる。
　電子部品３０は、プリント配線板Ｐに実装される際、これら外部接続端子１２を用いて
実装がなされることから、金ワイヤ３２はプリント配線板Ｐ側に向くことになる。そこで
、本実施形態では、特に実装時において金ワイヤ３２がプリント配線板Ｐに当接しないよ
う、この金ワイヤ３２のワイヤボンディング高さ、すなわちこの金ワイヤ３２の頂点高さ
を、外部接続端子１２の高さより十分に低くしている。
【００５０】
　このようにすることで、外部接続端子１２を用いて電子部品３０をプリント配線板Ｐ（
外部機器）に接続する際、金ワイヤ３２によって干渉されることなく、したがって外部接
続端子１２と金ワイヤ３２との短絡等を招くことなく、良好に接続を行うことができる。
　なお、半導体装置１の接続用端子１３と機能構造体３１側の接続端子とをワイヤボンデ
ィングした後には、図５中二点鎖線で示すように、接続用端子１３を封止樹脂３３で封止
するのが好ましい。このようにすれば、接続用端子１３に対する金ワイヤ３２の接続強度
を高めることができる。さらに、接続用端子１３、金ワイヤ３２が樹脂で被覆されるので
、特に後の工程による接続部構造へのダメージも低減でき、接続信頼性をも著しく向上さ
せることができる。
【００５１】
　また、このような電子部品３０を製造するにあたっては、前記の半導体装置１の製造方
法において、特にシリコンウエハ（基板）１００を半導体装置１毎にダイシング（切断）
し、個片化する前に、各半導体装置１に対してはんだボールによる外部接続端子１２を形
成することなく、半導体装置１を個片化し、機能構造体３１との間でワイヤボンディング
を行った後、外部接続端子１２を形成するようにしてもよい。
【００５２】
　以上のように、接続部１６ａや接続用端子１３において、銅膜上に無電解ニッケル－リ
ン、金のメッキ処理を施した場合には、金層の表面にリン濃化層が形成されたり、ニッケ
ル化合物（主として水酸化ニッケル）が析出し、メッキ上にハンダを塗布した場合にニッ
ケル－ハンダ界面で層間剥離を起こすことが知られているが、本実施形態のように、銅膜
上に銀メッキ膜２１を形成することにより、このような不具合が抑制され、ワイヤボンデ
ィングやハンダを介した機能構造体の実装後の信頼性を高めることが可能になる。
【００５３】
　また、本実施形態では、ニッケルやリンを用いた場合のように、金層の表層部を除去す
る工程を別途設ける必要がなくなるため、製造効率の向上にも寄与できる。
　さらに、本実施形態では、メッキ膜２１を無電解メッキで成膜しているので、電解メッ
キを採用した場合に用いる電解メッキ用配線が不要になり、高密度の配線を実現すること
が可能になる。
【００５４】
　さらに、本実施形態では、外部接続端子１２とは別に接続用端子１３が設けられている
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ので、この接続用端子１３を用いて機能構造体３１との機械的接続や電気的接続を行うこ
とにより、この半導体装置１と機能構造体３１とを一体化して電子部品３０を形成し、そ
の小型化及び製造効率の向上を図ることができる。
　また、シリコン基板１０と外部接続端子１２との間に応力緩和層１５を設けているので
、例えば外部接続端子１２を介して半導体装置１とプリント配線板Ｐなどの外部機器とを
接続した際、接続時に圧力や熱に起因する応力が外部接続端子１２に生じても、応力緩和
層１５でこれを緩和し吸収することにより、断線などの不都合が生じるのを防止すること
ができる。したがって、外部接続端子１２と外部機器との接続信頼性を高めることができ
る。
【００５５】
　そして、本実施形態の電子部品３０にあっては、半導体装置１と機能構造体３１とを、
接続用端子１３を利用してワイヤボンディングで接続しているので、半導体装置１と機能
構造体３１とを既存の技術だけで容易に一体化し、３次元構造の電子部品を構成するので
、集合体として十分な小型化を図り、しかもその低価格化を実現することができる。
　本願では、接続端子との電気的な接続手段にワイヤボンディングを用いる例について説
明してきたが、これに限ることはなく、ＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎ
ｄｉｎｇ）や、ＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ）などのリードを伴う実装方
式での接続としても良い。以下、どの実施の形態でも同様である。
【００５６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施形態について説明したが、本発
明は係る例に限定されないことは言うまでもない。上述した例において示した各構成部材
の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計
要求等に基づき種々変更可能である。
【００５７】
　例えば、上記実施形態では、銅膜上に成膜されるメッキ膜２１として銀を例示したが、
金またはパラジウム等の酸化しにくく金属接合可能な金属、もしくは他金属との複合膜で
あっても同様の作用・効果を得ることができる。
　また、図５に示した実施形態では、接続用端子１３を電気的接続としてのワイヤボンデ
ィングに利用したが、これ以外にも、接続用端子１３を単に機械的接続のために用いても
よい。すなわち、接続用端子１３を、そのシリコン基板１０に形成した集積回路とは関係
なく、電気的に独立したランドとして金属などで形成しておき、機能構造体３１との間で
機械的な接続のみを目的としたワイヤボンディングに用いてもよい。具体的には、機能構
造体３１に対して半導体装置１を宙づり構造にしたい場合や、接着剤の使用が困難な場合
、さらには接着剤だけでは十分な接合強度が得られない場合などに、接続用端子１３を利
用したワイヤボンディングによる機械的接続を採用することができる。
【００５８】
　また、接続用端子１３の構造についても、図１に示したようなパッド状のものに代えて
、図６に示すように、柱状（ポスト状）のものとすることができる。図６に示す半導体装
置４０において接続用端子４１は、例えば銅によって柱状（ポスト状）に形成されており
、その接続面となる上面には、表面酸化防止、ボンディング性の向上のため、銀またはパ
ラジウムのメッキ膜２１が施されている。
　なお、この半導体装置４０では、外部接続端子１２と配線１６との間にも、前記接続用
端子４１と同一工程で形成されたポスト（接続部）４２が形成されている。これによって
外部接続端子１２は、第２絶縁層１７の上面側にて、メッキ膜２１及びポスト４２を介し
て配線１６と電気的に接続したものとなっている。
【００５９】
　このような構造にすれば、柱状の接続用端子４１が例えば下層の導電部となる第２の電
極１８や再配置配線１９と、上層（第２絶縁層１７の上）に必要に応じて形成する導電部
（図示せず）とを導通させる上下導通部材として機能するようになり、したがって、半導
体装置４０全体での再配置配線についての自由度をより一層高めることができる。
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【００６０】
［回路基板及び電子機器］
　本発明の回路基板は、前記の電子部品３０が、例えば図１中二点鎖線で示したプリント
配線板Ｐに実装されることで形成される。すなわち、電子部品３０における半導体装置１
（４０）の外部接続端子１２が、プリント配線板Ｐの導電部に電気的に接続されることに
より、本発明の一実施形態となる回路基板が形成されるのである。
　この回路基板によれば、小型化が図られた電子部品３０が実装されているので、その分
高密度実装が可能となり、したがって高機能化を図ることができる。
【００６１】
　また、本発明の電子機器も、前記の電子部品が実装されることで形成される。具体的に
は、前記電子部品３０を搭載した電子機器の一例として、図７に示すような携帯電話３０
０を挙げることができる。
　この電子機器にあっても、小型化が図られた電子部品が実装されているので、その分高
密度実装が可能となり、したがって高機能化を図ることができるとともに、製造効率の向
上に伴う低価格化にも寄与できる。
【００６２】
　また、本発明が適用される電子機器としては、携帯電話以外にも、例えばＩＣカード、
ビデオカメラ、パーソナルコンピュータ、ヘッドマウントディスプレイ、プロジェクタ、
ファックス装置、デジタルカメラ、携帯型ＴＶ、ＤＳＰ装置、ＰＤＡ、電子手帳等を挙げ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の半導体装置の一実施形態を示す側断面図である。
【図２】図１の半導体装置を模式的に示す平面図である。
【図３】（ａ）～（ｄ）は図１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図４】図１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図５】本発明の電子部品の一実施形態を示す斜視図である。
【図６】本発明の半導体装置の他の実施形態を示す側断面図である。
【図７】本発明の電子部品が搭載された電子機器の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１、４０…半導体装置、　１０…シリコン基板（半導体基板）、　１０ａ…能動面、　
１１…第１の電極、　１３、４１…接続用端子（接続端子）、　１６ａ…接続部（接続端
子）、　２０…封止樹脂、　２１…メッキ膜（銀メッキ膜、接続部）、　３０…電子部品
、　３１…機能構造体、　４２…ポスト（接続部）、　１００…シリコンウエハ（基板）
、　３００…携帯電話（電子機器）
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