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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１主面、前記第１主面の反対側に位置する第１裏面、前記第１主面上に形成される複
数の電極パッド、および前記第１主面上を覆うように形成され、前記複数の電極パッドが
それぞれ露出する複数の開口部が形成された第１絶縁膜、を有する半導体チップと、
　前記半導体チップの周囲に配置される複数の第１端子と、
　前記複数の電極パッドと前記複数の第１端子をそれぞれ電気的に接続する複数のワイヤ
と、を有し、
　前記複数のワイヤは、それぞれ線径部、および前記線径部の一方の端部に形成され、前
記線径部よりも広い幅で形成された幅広部を有する銅製ワイヤであり、
　前記複数のワイヤの前記幅広部は、銅よりも硬度が低い金属材料からなるバンプを介し
て前記複数の電極パッドに接合し、
　前記バンプの幅は、それぞれ、前記複数のワイヤの前記幅広部の幅よりも狭いことを特
徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記バンプは、前記開口部において、前記電極パッドの一部が前記バンプから露出して
いることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２において、
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　前記複数の電極パッドの表面は、それぞれ前記開口部内に窪み部を有していることを特
徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記複数の電極パッドは、前記複数の電極パッドの中心を結ぶパッド配列ラインに沿っ
て中心を揃えて配置され、
　前記複数のワイヤは、
　前記パッド配列ラインよりも内側に前記幅広部の中心が配置されるように接合される第
１のワイヤと、
　前記第１のワイヤの隣に配置され、前記パッド配列ラインよりも外側に前記幅広部の中
心が配置されるように接合される第２のワイヤと、からなることを特徴とする半導体装置
。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記バンプは、
　前記パッド配列ラインよりも内側に中心を有し、前記第１のワイヤと接合する第１のバ
ンプと、
　前記第１のバンプが接合された第１の電極パッドの隣に配置される第２の電極パッドに
接合され、前記パッド配列ラインよりも外側に中心を有し、前記第２のワイヤと接合する
第２のバンプと、からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記第１のワイヤの前記幅広部と前記第１のバンプ、および前記第２のワイヤの前記幅
広部と前記第２のバンプは、それぞれ中心を揃えて接合されていることを特徴とする半導
体装置。
【請求項７】
　請求項５において、
　前記バンプは、前記窪み部を避けて形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記窪み部は、
　前記パッド配列ラインよりも外側に中心を有し、前記第１のバンプが接合される前記第
１の電極パッドに形成される第１の窪み部と、
　前記パッド配列ラインよりも内側に中心を有し、前記第２のバンプが接合される前記第
２の電極パッドに形成される第２の窪み部と、からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項５において、
　前記開口部の前記パッド配列ラインと交差する方向の長さは、前記開口部の前記パッド
配列ラインに沿った方向の幅よりも長いことを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１において、
　前記半導体装置は、前記半導体チップの前記第１裏面側に配置され、第２主面、前記第
２主面の反対側に位置する第２裏面、前記第２主面上に形成される前記複数の第１端子、
および前記第２主面上を覆うように形成され、前記複数の電極パッドがそれぞれ露出する
複数の開口部が形成された第２絶縁膜、を有する第２の半導体チップを有し、
　前記複数のワイヤは、前記幅広部と反対側に位置する接合部が、銅よりも硬度が低い金
属材料からなる第２バンプを介して前記複数の第１端子に接合していることを特徴とする
半導体装置。
【請求項１１】
　請求項３において、
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　前記バンプは、前記開口部内において、前記窪み部と重なる位置に配置されていること
を特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　第１主面、前記第１主面の反対側に位置する第１裏面、前記第１主面上に形成される複
数の電極パッド、および前記第１主面上を覆うように形成され、前記複数の電極パッドが
それぞれ露出する複数の開口部が形成された第１絶縁膜、を有する半導体チップと、
　前記半導体チップの周囲に配置される複数の第１端子と、
　前記複数の電極パッドと前記複数の第１端子をそれぞれ電気的に接続する複数のワイヤ
と、を有し、
　前記複数のワイヤは、それぞれ線径部、および前記線径部の一方の端部に形成され、前
記線径部よりも広い幅で形成された幅広部を有する銅製ワイヤであり、
　前記複数のワイヤの前記幅広部は、銅よりも硬度が低い金属材料からなるバンプを介し
て前記複数の電極パッドに接合し、
　前記バンプの幅は、それぞれ、前記複数のワイヤの前記幅広部の幅よりも狭く、
　前記複数の電極パッドの表面は、それぞれ前記開口部内に窪み部を有していることを特
徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記バンプは、前記開口部内において、前記窪み部と重なる位置に配置されていること
を特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置の技術に関し、特に半導体チップの主面上に形成された電極パッド
にＣｕ（銅）からなるワイヤをボンディングする半導体装置に適用して有効な技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の製造技術に、半導体チップの主面上に形成された電極パッドと配線基板や
リードフレームに形成された端子を、金属ワイヤを介して電気的に接続する、ワイヤボン
ディング技術がある。例えば、特開平１１－１３５７１４号公報（特許文献１）には、電
極パッド上に金製のバンプをめっき形成し、該バンプ上に金線ワイヤをボンディングする
構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１３５７１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　半導体チップの電極パッドと配線基板やリードフレームに形成された端子を電気的に接
続する金属ワイヤには、電気抵抗が低い材料を用いることが好ましい。このため一般に金
製ワイヤが用いられる。しかし、近年、半導体装置の高機能化が進み、金属ワイヤのイン
ピーダンスをさらに低減する技術が要求されている。
【０００５】
　そこで、本願発明者は、金属ワイヤとして、金（Ａｕ）よりもさらに電気抵抗が低い銅
（Ｃｕ）からなるワイヤを用いる技術について検討を行い、以下の課題を見出した。
【０００６】
　銅は金と比較しても電気抵抗がさらに低いため、半導体装置内の導電経路のインピーダ
ンスを低減する材料として好適である。ところが、銅は金と比較して硬い（硬度が高い）
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金属であるため、ワイヤボンディング時にＣｕからなるワイヤを電極パッドに圧着しよう
とすると、圧着時の応力が半導体チップの主面側に形成された層間絶縁膜に伝わって、層
間絶縁膜などが破損してしまうという課題が生じる。
【０００７】
　また、銅は金と比較して細線化が難しく、インピーダンス低減の観点からもワイヤ径は
ある程度の太さを有していることが好ましい。しかし、高機能化にともなって狭い配置ピ
ッチで多数の電極パッドを配置する半導体装置に適用する場合、隣り合うワイヤ同士が短
絡してしまう場合がある。
【０００８】
　このように、半導体チップの層間絶縁膜が破損する、あるいは隣り合うワイヤ同士が短
絡した場合、半導体装置が正常に動作せず、信頼性が低下することとなる。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、銅製のワイヤを用いた
ワイヤボンディングを行う半導体装置の信頼性を向上させる技術を提供することにある。
【００１０】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１２】
　すなわち、本発明の一つの実施の形態における半導体装置は、
　第１主面、前記第１主面の反対側に位置する第１裏面、前記第１主面上に形成される複
数の電極パッドを有する半導体チップと、
　前記半導体チップの周囲に配置される複数の第１端子と、
　前記複数の電極パッドと前記複数の第１端子をそれぞれ電気的に接続する複数のワイヤ
と、を有し、
　前記複数のワイヤは、線径部、および前記線径部の一方の端部に形成され、前記線径部
よりも広い幅で形成された幅広部を有する銅製ワイヤであり、
　前記複数のワイヤの前記幅広部は、銅よりも硬度が低い金属材料からなるバンプを介し
て前記複数の電極パッドに接合し、
　前記バンプの幅は、それぞれ、前記複数のワイヤの前記幅広部の幅よりも狭くなってい
るものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００１４】
　すなわち、銅製のワイヤを用いたワイヤボンディングを行う半導体装置の信頼性を向上
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置の内部構造の概要を示す平面図である。
【図２】図２は図１に示す半導体装置の断面図である。
【図３】図１に示す半導体装置の下面側を示す平面図である。
【図４】図２に示す半導体チップの構造の概要を示す要部拡大断面図である。
【図５】図２に示すパッド周辺を拡大して示す要部拡大断面図である。
【図６】図１に示す半導体チップのパッド周辺を、ワイヤを取り除いた状態で示す要部拡
大平面図である。
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【図７】図６に示すバンプにワイヤを接合した状態を示す要部拡大平面図である。
【図８】本発明の実施の形態１のウエハ準備工程で準備する半導体ウエハの主面側の平面
を示す平面図である。
【図９】図８に示すウエハのデバイス領域の一つに形成されたパッド周辺を示す拡大平面
図である。
【図１０】図９に示すパッドの表面にプローブを押し当てた状態を示す要部拡大断面図で
ある。
【図１１】図１０に示すプローブを引き離した後のパッドの表面状態を示す要部拡大平面
図である。
【図１２】図１０に示すパッドの表面にバンプを接合した状態を示す要部拡大断面図であ
る。
【図１３】配線基板に、半導体チップを搭載した状態を示す断面図である。
【図１４】図１３に示す半導体チップの複数のパッドと配線基板の端子とをワイヤを介し
て電気的に接続した状態を示す断面図である。
【図１５】図１４に示す配線基板の上面側を樹脂封止した状態を示す断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態２の半導体装置が有する半導体チップのパッド周辺を示す
要部拡大平面図である。
【図１７】図１６に示す複数のパッドのうち、一つのパッド周辺を示す要部拡大断面図で
ある。
【図１８】図１６に示す複数のパッドのうち、図１７に示すパッドの隣に配置されるパッ
ド周辺を示す要部拡大断面図である。
【図１９】本発明の実施の形態３の半導体装置が有する半導体チップのパッド周辺を示す
要部拡大平面図である。
【図２０】図１９に示す複数のパッドのうち、一つのパッド周辺を示す要部拡大断面図で
ある。
【図２１】図１９に示す複数のパッドのうち、図２０に示すパッドの隣に配置されるパッ
ド周辺を示す要部拡大断面図である。
【図２２】本発明の実施の形態４の半導体装置が有する半導体チップのパッド周辺を示す
要部拡大平面図である。
【図２３】図２２に示す複数のパッドのうち、一つのパッド周辺を示す要部拡大断面図で
ある。
【図２４】図２２に示す複数のパッドのうち、図２３に示すパッドの隣に配置されるパッ
ド周辺を示す要部拡大断面図である。
【図２５】複数の半導体チップを有する半導体装置の概要を示す断面図である。
【図２６】本発明の実施の形態１に対する比較例である半導体装置の半導体チップのパッ
ド周辺を拡大して示す要部拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（本願における記載形式・基本的用語・用法の説明）
　本願において、実施の態様の記載は、必要に応じて、便宜上複数のセクション等に分け
て記載するが、特にそうでない旨明示した場合を除き、これらは相互に独立別個のもので
はなく、記載の前後を問わず、単一の例の各部分、一方が他方の一部詳細または一部また
は全部の変形例等である。また、原則として、同様の部分は繰り返しの説明を省略する。
また、実施の態様における各構成要素は、特にそうでない旨明示した場合、理論的にその
数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、必須のものではない
。
【００１７】
　同様に実施の態様等の記載において、材料、組成等について、「ＡからなるＸ」等とい
っても、特にそうでない旨明示した場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、
Ａ以外の要素を主要な構成要素のひとつとするものを排除するものではない。たとえば、
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成分についていえば、「Ａを主要な成分として含むＸ」等の意味である。たとえば、「シ
リコン部材」等といっても、純粋なシリコンに限定されるものではなく、ＳｉＧｅ（シリ
コン・ゲルマニウム）合金やその他シリコンを主要な成分とする多元合金、その他の添加
物等を含む部材も含むものであることはいうまでもない。また、金めっき、Ｃｕ層、ニッ
ケル・めっき等といっても、そうでない旨、特に明示した場合を除き、純粋なものだけで
なく、それぞれ金、Ｃｕ、ニッケル等を主要な成分とする部材を含むものとする。
【００１８】
　さらに、特定の数値、数量に言及したときも、特にそうでない旨明示した場合、理論的
にその数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、その特定の数
値を超える数値であってもよいし、その特定の数値未満の数値でもよい。
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２０】
　（実施の形態１）
　＜半導体装置の構造＞
　図１は、本実施の形態１の半導体装置の上面側の内部構造の概要を示す平面図、図２は
図１に示す半導体装置の断面図、図３は、図１に示す半導体装置の下面側を示す平面図で
ある。なお、図１では、半導体装置内部の平面的配置を示すため、封止樹脂を透過した状
態で示している。
【００２１】
　本実施の形態では、配線基板上に半導体チップをフェイスアップ実装し、半導体チップ
の主面上に形成された複数の電極パッドと、配線基板上において半導体チップの周囲に形
成された複数のボンディングリードを、それぞれワイヤを介して電気的に接続する、ＣＳ
Ｐ（Chip Scale Package）１を一例として取り上げて説明する。
【００２２】
　図１～図３において、本実施の形態のＣＳＰ１は、主面１０ａ、主面１０ａの反対側に
位置する裏面１０ｂ、主面１０ａ上に形成される複数のパッド（電極パッド）１１、およ
び主面１０ａ上を覆うように形成され、複数のパッド１１がそれぞれ露出する複数の開口
部１２ａが形成された絶縁膜１２、を有する半導体チップ１０を有している。なお、図１
では、絶縁膜１２の図示を省略している。半導体チップ１０の主面１０ａは、例えば四角
形の外形を有し、主面１０ａ上に形成される複数のパッド１１は、主面１０ａの外形を構
成する各辺に沿ってそれぞれ配置されている。
【００２３】
　また、ＣＳＰ１は、上面２０ａ、上面２０ａの反対側に位置する下面２０ｂ、上面２０
ａに配置されるチップ搭載領域、および上面２０ａにおいて、チップ搭載領域の周囲（す
なわち半導体チップ１０の周囲）に配置される複数の端子（ボンディングリード）２１を
有する配線基板（基板）２０を有している。
【００２４】
　配線基板２０の上面２０ａに配置されるチップ搭載領域は、例えば、上面２０ａの中央
に配置され、半導体チップ１０は、裏面１０ｂと配線基板２０の上面２０ａを対向させた
状態で図示しない接着材を介して上面２０ａ上に固定する、所謂フェイスアップ実装方式
により搭載されている。複数の端子２１は、四角形の外形を有する配線基板２０の上面２
０ａの外形を構成する各辺に沿ってそれぞれ配置（形成）されている。また、配線基板２
０の下面２０ｂには、ＣＳＰ１の外部端子となる複数のランド２２が形成され、複数の端
子２１とランド２２とは、配線基板２０の上面２０ａ、下面２０ｂ、および配線基板２０
内に形成された配線やビアなどの導電経路を介して電気的に接続されている。また、本実
施の形態のＣＳＰ１は、ランド２２の表面に、図示しない実装基板の端子と接合するため
の半田ボール（導電性部材、外部端子）２３を接合する、所謂ＢＧＡ（Ball Grid Array
）型の半導体装置である。このように半導体装置の外部端子を配線基板２０の下面２０ｂ
に配置することは、半導体装置の平面寸法を小型化する観点、あるいは半導体装置の実装
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面積を低減する観点から好適である。また、配線基板２０の下面２０ｂの外部端子形成エ
リア内に、外部端子を複数列で整列させて配置する、ＢＧＡやＬＧＡ（Land Grid Array
）などのエリアアレイ型半導体装置は、半導体装置の高機能化に伴い、外部端子数が増大
した場合であっても、下面２０ｂを外部端子配置スペースとして有効に活用することがで
きるので、外部端子数の多い半導体装置に適用すると、小型化、実装面積低減の観点から
特に有効である。
【００２５】
　また、半導体チップ１０の周囲に配置される複数の端子２１と、半導体チップ１０の主
面１０ａ上に形成される複数のパッド１１は、複数のワイヤ３０を介してそれぞれ電気的
に接続されている。また、配線基板２０の上面２０ａ側は、封止樹脂（封止体）２により
覆われ、半導体チップ１０および複数のワイヤ３０は封止樹脂２に封止されている。
【００２６】
　次に、半導体チップ１０のパッド１１周辺の詳細構造について説明する。図４は図２に
示す半導体チップの構造の概要を示す要部拡大断面図、図５は図２に示すパッド周辺を拡
大して示す要部拡大断面図である。また、図６は図１に示す半導体チップのパッド周辺を
、ワイヤを取り除いた状態で示す要部拡大平面図、図７は図６に示すバンプにワイヤを接
合した状態を示す要部拡大平面図である。なお、図４は、図７に示すＡ－Ａ線に沿った断
面、図５は図７に示すＢ－Ｂ線に沿った断面をそれぞれ示している。
【００２７】
　半導体チップ１０は、例えばシリコン（Ｓｉ）からなる基材である半導体基板１３を有
し、半導体基板１３の主面１０ａには、半導体素子層１３ａが配置され、半導体素子層１
３ａに、例えばトランジスタやダイオードなど、複数の半導体素子が形成されている。
【００２８】
　半導体素子層１３ａに形成される複数の半導体素子は主面１０ａに形成される複数の配
線（チップ内配線）１４および主面１０ａ上に形成される表面配線１５を介して複数のパ
ッド１１にそれぞれ電気的に接続されている。
【００２９】
　配線１４は、例えば、銅（Ｃｕ）からなる埋め込み配線であり、主面１０ａ側に形成さ
れる絶縁層１６に溝あるいは孔を形成し、この溝あるいは孔に銅などの導電性金属材料を
埋め込んだ後、表面を研磨して配線を形成する、所謂、ダマシン技術により形成されてい
る。配線１４は、複数の配線層に積層形成され、層間導電路となるビアを介して、各配線
層の配線１４が電気的に接続されている。また、配線１４は、複数の半導体素子を電気的
に接続し、あるいは複数の半導体素子を各パッド１１に電気的に接続して回路を形成する
が、この配線経路の引き回しスペースを確保するため、複数の絶縁層１６を介して複数層
に積層されている。
【００３０】
　各配線層の配線１４の間に配置される層間絶縁膜である絶縁層１６は、例えば、酸化シ
リコン（ＳｉＯ２）などの半導体化合物からなる絶縁層である。基材である半導体基板１
３との密着性を向上させる観点から、半導体化合物を用いることが好ましい。
【００３１】
　また、ＳｉＯ２の他、所謂、Ｌｏｗ－ｋ材と呼ばれる、低誘電率材料を用いることもで
きる。近年、半導体チップ（半導体装置）に形成される集積回路の集積度の向上に伴い、
半導体チップに形成した回路内に発生するノイズを防止する重要性が増している。このノ
イズは、例えば、複数層に積層された配線１４間、あるいは、配線１４と半導体素子の間
に寄生容量が発生することにより生じる。したがって、寄生容量を低減する観点からは、
各配線層の配線１４の間に配置される層間絶縁膜として、ＳｉＯ２よりも比誘電率が低い
低誘電率材料からなる絶縁層１６とすることが好ましい。このような低誘電率材料として
は、例えば、ＳｉＯＣ、ＳｉＯＦ、ＳｉＣＮ、メチル基を含有するＳｉＯ２、ＭＳＱ（Me
thyl Silses Quioxane）等が含まれる。これらの低誘電率材料からなる絶縁層は、いずれ
もＳｉＯ２からなる絶縁層（比誘電率３．９～４程度）よりも比誘電率が低い。これによ
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り、各配線層に配置される配線１４の間に寄生容量が発生することを防止ないしは抑制す
ることができる。つまり、ノイズの発生を防止ないしは抑制することができる。
【００３２】
　なお、半導体チップ１０の主面１０ａとは、複数の半導体素子の形成面からパッド１１
を形成する面、すなわち、複数層で積層される絶縁層１６のうち、最上段に積層される絶
縁層１６の上面までを指す。したがって、複数の半導体素子が形成される半導体素子層１
３ａ、および半導体素子層１３ａ上に複数の絶縁層１６を介して積層され、複数の半導体
素子と電気的に接続される配線１４が形成される面は、主面１０ａに含まれる。
【００３３】
　主面１０ａ上には、パッド１１、パッド１１と一体に形成され、配線１４を介して複数
のパッド１１と半導体素子とをそれぞれ電気的に接続する表面配線１５が形成されている
。パッド１１および表面配線１５は、例えばアルミニウム（Ａｌ）、（詳しくは、アルミ
ニウム（Ａｌ）に銅（Ｃｕ）やシリコン（Ｓｉ）などの不純物を含んでいる場合もある）
からなり、主面１０ａを保護するパッシベーション膜となる絶縁膜（表面絶縁膜）１２に
覆われている。この絶縁膜１２は、半導体チップ１０の主面１０ａを保護する保護膜とな
るので、絶縁層１６と剥離し難く、衝撃などにより破壊し難い材料を用いることが好まし
い。したがって、例えばＳｉＯ２などの半導体酸化物やＳｉＮなどの半導体窒化物、ある
いはこれらの積層膜からなる。図５では、ＳｉＯ２膜１２ｂ上にＳｉＮ膜１２ｃを積層し
た構造例を示している。また、アルミニウムからなるパッド１１および表面配線１５と絶
縁層１６あるいは絶縁膜１２との密着性を向上させる観点から、パッド１１、表面配線１
５と絶縁層１６の間、およびパッド１１、表面配線１５と絶縁膜１２の間には、例えば、
図５に示すように窒化チタン（ＴｉＮ）からなる導電膜１８が形成されている。
【００３４】
　半導体チップ１０の主面１０ａ上において、パッド１１の表面（主面１０ａとの対向面
の反対側に位置する面）には、絶縁膜１２に開口部１２ａが形成され、パッド１１は、該
開口部１２ａにおいて、絶縁膜１２およびパッド１１上に形成された導電膜１８から露出
している。なお、開口部１２ａは、例えばフォトエッチングにより形成するが、この時、
アルミニウムからなるパッド１１を窒化チタンで覆うことにより、光の反射を抑制するこ
とができるので、精度良く開口部１２ａを形成することができる。パッド１１は、この開
口部１２ａ上に接合されるワイヤ３０と電気的に接続され、これにより半導体チップ１０
の外部との導通を確保している。
【００３５】
　ワイヤ３０は、パッド１１と、図２に示す端子２１を電気的に接続する金属細線である
ので、インピーダンスを低減する観点から電気抵抗が低い材料を用いることが好ましい。
このため一般に、金属細線としては金製ワイヤが用いられる。しかし、近年、半導体装置
の高機能化が進み、金属ワイヤのインピーダンスをさらに低減する技術が要求されている
。
【００３６】
　そこで、本実施の形態では、ワイヤ３０として、金（Ａｕ）よりもさらに電気抵抗が低
い銅を用いている。銅は金と比較しても電気抵抗がさらに低いため、図２に示すパッド１
１から端子２１までの導電経路のインピーダンスを低減することができる。
【００３７】
　ところが、銅は金と比較して硬い（硬度が高い）金属であるため、ワイヤボンディング
時に銅からなるワイヤ３０をパッド１１に圧着しようとすると、圧着時の応力が半導体チ
ップ１０の主面１０ａ側に形成された層間絶縁膜である絶縁層１６に伝わって、絶縁層１
６が破損してしまう場合がある。特に、絶縁層１６として、前記した低誘電率材料を用い
る場合、低誘電率材料はＳｉＯ２からなる絶縁層と比較して脆いため、ワイヤボンディン
グ時に破損し易くなる。また、近年、半導体チップ１０の主面１０ａ側のスペースを有効
活用して高機能の半導体チップを小型化する観点から、パッド１１と厚さ方向に重なる位
置に半導体素子を形成する、所謂、ＰＡＡ（Pad on Active Area）技術を適用する場合も
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ある。パッド１１と厚さ方向に重なる位置に半導体素子が形成されている場合、該半導体
素子あるいはこれに接続される配線１４などが絶縁層１６の破損にともなって半導体チッ
プ１０が破損して信頼性が低下してしまう場合がある。
【００３８】
　そこで、本実施の形態では、ワイヤ３０とパッド１１との間に、銅よりも柔らかい（硬
度が低い）金属材料からなるバンプ３１を形成し、バンプ３１を介してワイヤ３０とパッ
ド１１を接合している。バンプ３１を構成する金属材料としては、例えば金（Ａｕ）、パ
ラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）、銀（Ａｇ）、鉛（Ｐｂ）－錫（Ｓｎ）合金、錫（Ｓｎ
）などを例示することができるが、本実施の形態では、加工の容易が容易であり、現在ま
でに蓄積された金製のワイヤボンディング技術を適用可能である点から金からなるバンプ
３１を用いている。
【００３９】
　このように、パッド１１上に銅よりも硬度が低い金からなるバンプ３１を形成し、銅か
らなるワイヤ３０をバンプ３１と接合することにより、ワイヤボンディング時に半導体チ
ップ１０に印加される応力をバンプ３１により緩和することができる。このため、銅製の
ワイヤ３０を用いた場合であっても、絶縁層１６の破損を防止ないしは抑制することがで
きるので、ＣＳＰ１の信頼性を向上することができる。
【００４０】
　ワイヤ３０をバンプ３１と電気的に接続するワイヤボンディング工程では、銅製のワイ
ヤの一方の端部を球状に溶融させて、これをバンプ３１に押しつけて圧着する。このため
、接合されたワイヤ３０は、図４および図５に示すように線径部３０ａ、および線径部３
０ａの一方の端部に形成され、線径部３０ａよりも広い幅で形成された幅広部３０ｂを有
し、幅広部３０ｂとバンプ３１とが接合している。
【００４１】
　また、本実施の形態では、ワイヤ３０のインピーダンスを低減する観点から銅製のワイ
ヤを用いている。インピーダンスはワイヤ３０の線径に比例して低減するので、ワイヤ３
０の線径は太い方が好ましい。また、銅は金と比較して細線化が難しく、極端に線径を細
くし過ぎると、断線などが発生し、製造効率や信頼性が低下する原因となる。このため、
製造効率や信頼性を向上させる観点からもワイヤ３０の線径は太くすることが好ましい。
本実施の形態では、例えば、２５μｍ以上、５０μｍ以内程度の線径のワイヤを用いてい
る。また、ワイヤ３０の幅広部３０ｂの幅Ｗａは、線径部３０ａの線径（線径部３０ａの
幅Ｗａ）により概略規定され、例えば線径部３０ａの線径が２５μｍの場合には幅Ｗｂは
約４０μｍ程度、線径部３０ａの線径（線径部３０ａの幅Ｗａ）が５０μｍの場合には幅
Ｗｂは約８０μｍ程度となる。
【００４２】
　ここで、線径の太い銅製のワイヤ３０をボンディングする場合、図５や図７に示すよう
に、ワイヤ３０の幅広部３０ｂの幅Ｗｂが、開口部１２ａの幅（開口幅）Ｗｄよりも広く
なる場合がある。このように開口部１２ａの幅Ｗｄよりも幅広の幅広部３０ｂを有するワ
イヤ３０を直接、パッド１１に接合する場合、幅広部３０ｂの端部が開口部１２ａ周辺の
絶縁膜１２と干渉して、接合強度が低下する虞がある。また、ワイヤ３０とパッド１１を
強固に接合するためには、非常に強い外力を印加してワイヤ３０の幅広部３０ｂをパッド
１１に押しつける必要があり、半導体チップ１０が破損する危険性が増大する。一方、絶
縁膜１２は半導体チップ１０の主面１０ａを保護する保護膜であり、信頼性向上の観点か
ら開口部１２ａの開口面積は極力小さくすることが好ましい。
【００４３】
　そこで、本実施の形態では、バンプ３１の幅Ｗｃがワイヤ３０の幅広部３０ｂよりも狭
くなるように形成している。また、本実施の形態ではバンプ３１の幅Ｗｃは、開口部１２
ａの幅Ｗｄよりも狭い。また、図５に示すように、バンプ３１の高さＨａは、パッド１１
上の絶縁膜１２の高さ、すなわち、開口部１２ａの高さＨｂよりも高い。このため、開口
部１２ａの開口面積を小さくした場合であっても、バンプ３１とパッド１１、バンプ３１
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とワイヤ３０をそれぞれ強固に接合することができる。換言すれば、接合強度の低下を抑
制しつつ、かつ、開口面積を小さくすることができる。なお、バンプ３１の高さＨａにつ
いては、開口部１２ａの高さ１２ａより多少低い場合であっても、パッド１１の表面と、
パッド１１を覆う絶縁膜１２の高低差を低減することができるので、接合性を向上させる
ことができる。ただし、確実に接合する観点からは、高さＨａを高さＨｂよりも高くする
ことがより好ましい。
【００４４】
　ところで、本実施の形態のバンプ３１は、被接合物であるパッド１１の表面にバンプ３
１を構成する金属部材を圧着して形成する、所謂、スタッドバンプである。例えば、本実
施の形態のバンプ３１は、ワイヤボンディング技術を応用して、例えば金からなるワイヤ
の端部を球状に溶融させて、パッド１１の表面に圧着した後、不要なワイヤを切断するこ
とにより形成している。パッド１１上に形成するバンプの種類として、本実施の形態のよ
うにスタッドバンプを用いる他、電解めっき法により金属膜を形成する、所謂めっきバン
プを用いることも考えられる。しかし、以下の観点からバンプ３１はスタッドバンプとす
ることが好ましい。図２６は本実施の形態に対する比較例である半導体装置の半導体チッ
プのパッド周辺を拡大して示す要部拡大断面図である。
【００４５】
　図２６に示す比較例の半導体装置と図５に示す本実施の形態の半導体装置との相違点は
、半導体チップ１００が有するバンプが電解めっき法により形成されためっきバンプであ
る点である。図２６に示すように、電解めっきを行うためには、電位を供給するためのシ
ード膜として金属薄膜１０１を形成する必要がある。金属薄膜１０１は、例えば金との接
合性が良好な銅からなる銅膜１０１ａと、銅膜１０１ａの下層に形成され、銅やアルミニ
ウムとの接合性が良好なチタンからなるチタン膜１０１ｂとで構成される。めっきバンプ
１０２は、この金属薄膜１０１上に形成される。すなわち、めっきバンプ１０２は、パッ
ド１１上に金属薄膜１０１上を介して接合される。
【００４６】
　ここで、図５および図２６において、パッド１１の表面は、一部が窪んでいる。すなわ
ち、パッド１１は表面（開口部１２ａ内）に窪み部１１ａを有している。この窪み部１１
ａは、半導体チップの製造段階で行う検査工程において、検査用の接触端子（以下プロー
ブと呼ぶ）が押しつけられて形成された痕（以下プローブ痕と呼ぶ）である。半導体装置
の製造工程において製造効率を向上させる観点から、製造不良が発生した中間製品を出来
る限り早い段階で検出、識別し、修復不可能な不良製品に加工を施すロスを低減すること
が好ましい。
【００４７】
　このため、半導体チップ１０の製造工程では、例えば半導体チップ１０を個片化する前
のウエハプロセスの段階で、主面１０ａに半導体素子や配線などが正しく形成され、所定
の電気特性が得られることを確認する電気的試験を行う。この電気的試験では、検査用の
プローブをパッド１１の表面に押し当てて電気的に接続する。この時、正しく試験を行う
ためには、プローブとパッド１１を確実に接触させる必要があるので、比較的強い押圧力
でプローブを押しつけることとなる。この結果、この電気的試験が終了した後のパッド１
１の表面には、図５や図２６に示すように、局所的に深く窪んだ窪み部１１ａが形成され
る。
【００４８】
　ところが、パッド１１の表面に窪み部１１ａのように局所的な窪みが形成されると、金
属薄膜１０１およびめっきバンプ１０２を安定的に形成することが困難になる。特に金属
薄膜１０１は、めっき工程において電位を供給するシード膜として形成するので、めっき
バンプ１０２の応力緩和機能を発揮させる観点から極力薄く形成することが好ましいが、
パッド１１の表面の一部が窪んでいることにより、均一な厚さで形成することが困難にな
る。また、めっきバンプ１０２、金属薄膜１０１、パッド１１の各接合界面が窪み部１１
ａの存在に起因して部分的に接合強度が低下する懸念がある。
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【００４９】
　一方、図５に示す本実施の形態のバンプ３１は、前記の通りスタッドバンプなので、バ
ンプ３１を直接パッド１１に熱圧着することにより接合している。このため、図５に示す
ように、窪み部１１ａが存在する場合であっても、窪み部１１ａにバンプ３１が埋め込ま
れ、あるいは、埋め込まれない場合であっても窪み部１１ａの周囲の領域に強固に接合す
ることができる。つまり、本実施の形態では、バンプ３１をスタッドバンプとすることに
より、パッド１１の表面にプローブ痕などの窪み部１１ａが存在する場合であっても、バ
ンプ３１とパッド１１とを強固に接合することができるので、電気的接続信頼性を向上さ
せることができる。
【００５０】
　＜半導体装置の製造方法＞
　次に、図１～図３に示すＣＳＰ１の製造方法について説明する。
【００５１】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法は、半導体チップを準備する半導体チップ準備工
程と半導体チップを配線基板上に搭載するダイボンディング工程と、半導体チップの主面
上に形成された複数のパッドと配線基板の半導体チップ搭載面において、半導体チップの
周囲に形成された複数の端子を複数のワイヤを介して電気的に接続するワイヤボンディン
グ工程と、半導体チップおよびワイヤを樹脂封止する封止工程と、配線基板を分割して複
数の半導体装置を取得する個片化工程と、を有している。
【００５２】
　半導体チップ準備工程には、複数のデバイス領域を有する半導体ウエハを準備する半導
体ウエハ準備工程、デバイス領域に形成された複数のパッドにプローブを押し当てて、デ
バイス領域に形成された半導体素子の電気的特性を確認する電気的試験工程（以下、プロ
ーブ検査工程と呼ぶ）、複数のパッドの露出面上に複数のバンプをそれぞれ接合するバン
プ形成工程、および半導体ウエハをスクライブ領域に沿って切断し、複数の半導体チップ
を取得するダイシング工程が含まれる。以下順に説明する。
【００５３】
　まず、ウエハ準備工程では、図８に示すウエハ（半導体ウエハ）４０を準備する。図８
は、本実施の形態のウエハ準備工程で準備する半導体ウエハの主面側の平面を示す平面図
、図９は図８に示すウエハのデバイス領域の一つに形成されたパッド周辺を示す拡大平面
図である。
【００５４】
　本実施の形態で準備するウエハ４０は、略円形の平面形状を有する主面１０ａおよび主
面１０ａの反対側に位置する図示しない裏面を有している。なお、ウエハ４０の主面１０
ａは、図４を用いて説明した半導体チップ１０の主面１０ａに対応している。
【００５５】
　また、ウエハ４０は、複数のデバイス領域４０ａを有し、ウエハ４０の主面１０ａにお
いて、マトリクス状に配置されている。各デバイス領域４０ａは、それぞれ図４～図７に
示す半導体チップ１０に相当する。複数のデバイス領域４０ａには、それぞれ半導体チッ
プ１０が有する半導体素子、配線１４、絶縁層１６、パッド１１、表面配線１５、絶縁膜
１２が形成されている。なお、プローブ検査工程の前段階では、パッド１１の表面は、図
９に示すように略平坦である。
【００５６】
　また、複数のデバイス領域４０ａのうちの隣り合うデバイス領域４０ａの間には、スク
ライブ領域４０ｂが形成されている。スクライブ領域４０ｂは格子状に形成され、ウエハ
４０の主面１０ａ上を複数のデバイス領域４０ａに区画している。なお、スクライブ領域
４０ｂには、ＴＥＧ（Test Element Group）と呼ばれる複数のテストパターン（図示は省
略）が形成されている。このＴＥＧは、デバイス領域４０ａ内に形成される半導体素子や
配線などが正しく形成されているか否かを確認するためのテストに用いるパターンであっ
て、後述するダイシング工程で、スクライブ領域４０ｂを切断する際にデバイス領域４０
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ａから切り離される。
【００５７】
　次に、プローブ検査工程として、デバイス領域４０ａの主面１０ａに形成された半導体
素子を含む集積回路の電気的特性を確認する。図１０は、図９に示すパッドの表面にプロ
ーブを押し当てた状態を示す要部拡大断面図、図１１は、図１０に示すプローブを引き離
した後のパッドの表面状態を示す要部拡大平面図である。本工程では、図１０に示すよう
に、試験装置（図示は省略）に電気的に接続される検査用のプローブ（接触端子）４１を
パッド１１の表面に押し当てて電気的に接続する。このため、電気的特性を測定している
間は、プローブ４１とパッド１１とが確実に接触している必要がある。また、本工程では
、複数のプローブ４１を複数のパッド１１のそれぞれに同時に接触させて、電気的特性を
検査する（図１０では、複数のプローブ４１および複数のパッド１１のうち、１個を拡大
して示している）。したがって、正確に試験を行うには、プローブ４１とパッド１１の各
接触部の接触抵抗を揃えることが好ましい。したがって、本工程では、プローブ４１の先
端がパッド１１に食い込む程度の押圧力で、プローブ４１をパッド１１に押し当てて測定
を行う。この結果、プローブ４１を引き離した後のパッド１１の表面には、図１１に示す
ように、プローブ４１（図１０参照）の先端形状に倣って局所的に窪んだ窪み部１１ａが
形成される。また、開口部１２ａ内にプローブ４１を確実に当接させる観点からは、プロ
ーブ４１の先端が、開口部１２ａの略中央に当接するような位置関係で接触させることが
好ましい。加工精度や位置合わせ精度の関係で、プローブ４１の先端の位置が多少ずれて
もパッド１１と接触させることができるからである。
【００５８】
　次に、バンプ形成工程として、パッド１１の表面に図５に示すバンプ３１を接合する。
図１２は、図１０に示すパッドの表面にバンプを接合した状態を示す要部拡大断面図であ
る。本工程では、前記したプローブ検査工程で、良品と判定されたデバイス領域４０ａに
形成された複数のパッド１１上に複数のバンプ３１を圧着し、それぞれ接合する（図１２
では、複数のバンプ３１および複数のパッド１１のうち、１個を拡大して示している）。
本工程では、ワイヤボンディング技術を応用して、例えば金からなるワイヤの端部を球状
に溶融させて、パッド１１の表面に圧着した後、不要なワイヤを切断することによりバン
プ３１を形成する。金のように銅よりも加工性の良好な材料を用いてバンプ３１を形成す
ることにより、バンプ３１の幅Ｗｂを狭くすることができるので、開口部１２ａの幅Ｗｄ
を狭くしても開口部１２ａ内に形成することができる。したがって、バンプ３１とパッド
１１の接合界面をしっかりと接合することができる。バンプ３１の幅Ｗｂを開口部１２ａ
の幅Ｗｄよりも狭くすると、図１２に示すようにパッド１１の表面は、開口部１２ａ内に
おいて一部（詳しくはバンプ３１と接合した領域の周囲）がバンプ３１から露出した状態
となる。
【００５９】
　本実施の形態では、バンプ形成工程を、ウエハを個片化する（ダイシング工程）前に行
う、つまり、ウエハプロセスでバンプ３１を形成する実施態様について説明している。こ
のようにウエハプロセスでバンプ３１を形成すると、ウエハを安定した作業ステージ上に
固定した状態でバンプ３１を形成することができるので、半導体チップを配線基板に搭載
した後で形成する場合と比較して、加工精度、あるいは作業効率の観点から好ましい。た
だし、バンプ３１を形成するタイミングは、後述するワイヤボンディング工程の前であれ
ば良く、例えば、後述するダイシング工程の後やダイボンディング工程の後で行うことも
できる。
【００６０】
　次に、ダイシング工程として、図８に示す略円形のウエハ４０をスクライブ領域４０ｂ
に沿って切断し、複数の半導体チップ１０を取得する。本工程では、スクライブ領域４０
ｂに沿って例えばダイシングブレードと呼ばれる切断治具（図示は省略）を走査して切断
する。
【００６１】
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　次に、前記半導体チップ準備工程で準備した半導体チップを配線基板上に搭載する（ダ
イボンディング工程）。図１３は、配線基板に、半導体チップを搭載した状態を示す断面
図である。図１３において、配線基板３５は、複数個分の配線基板２０（図２参照）が、
例えばマトリクス状に複数個並べられた状態で一体に形成された、所謂多数個取り配線基
板である。配線基板３５の上面２０ａには、図２に示す配線基板２０に相当する製品形成
領域３５ａが複数形成され、それぞれに図１および図２に示す複数の端子２１が形成され
ている。
【００６２】
　本工程では、配線基板３５の上面２０ａと半導体チップ１０の裏面１０ｂを対向させた
状態で半導体チップ１０を配線基板３５上に搭載する、いわゆるフェイスアップ実装によ
り搭載する。半導体チップ１０は、各製品形成領域３５ａがそれぞれ有するチップ搭載領
域に、図示しない接着材を介してしっかりと固定する。
【００６３】
　次に、半導体チップ１０の周囲に配置された複数の端子２１を複数のワイヤ３０を介し
て電気的に接続する（ワイヤボンディング工程）。図１４は、図１３に示す半導体チップ
の複数のパッドと配線基板の端子とをワイヤを介して電気的に接続した状態を示す断面図
である。なお、図１４に示すパッド１１上の詳細な構造は図４および図５と同様であるの
で、図４、図５および図１４を用いて説明する。本工程では、まず、銅製のワイヤを準備
して、一方の端部を球状に溶融させてバンプ３１（図５参照）上に圧着する。つまり、第
１ボンディングをバンプ３１（図５参照）に対して行う。圧着方法は、例えば、ワイヤ３
０およびバンプ３１を加熱した状態で、ワイヤ３０の先端をバンプ３１の方向に押しつけ
て圧着する。また、この時、熱に加えて超音波を印加することもできる。
【００６４】
　ここで、銅製のワイヤ３０は、金製のワイヤと比較して硬度が高いので、圧着する際に
強い応力がパッド１１の方向に印加される。しかし、本実施の形態によれば、ワイヤ３０
を銅よりも硬度が低い金からなるバンプ３１（図５参照）を介して接合することにより、
バンプ３１が、応力を緩和して、パッド１１の下層（図４に示す絶縁層１６や配線１４、
あるいは半導体素子層１３ａに形成された半導体素子）に伝達されることを防止ないしは
抑制することができる。この結果、ワイヤボンディング工程における半導体チップ１０の
破損を防止することができるので、信頼性を向上させることができる。
【００６５】
　続いて、ワイヤを保持するキャピラリからワイヤを送り出しながら、例えば、図１４に
示すような所定のワイヤループ形状を描くようにキャピラリを端子２１の方向に移動させ
て、ワイヤ３０の幅広部３０ｂ（図５参照）の反対側の端部を端子２１に擦りつけて圧着
し、接合する（第２ボンディング）。その後、ワイヤ３０を切断すると、一方の端部がバ
ンプ３１と接合し、他方が端子２１と接合したワイヤ３０が得られる。なお、この第２ボ
ンディングでは、ワイヤ３０の幅広部３０ｂと反対側の端部を端子２１と接合するが、不
要なワイヤを切断するマージンが必要となるため、「端部」とは、必ずしも先端を意味す
るものではなく、先端付近を含んでいる。
【００６６】
　次に、配線基板３５の上面２０ａ側に配置された半導体チップ１０、および複数のワイ
ヤ３０を樹脂封止して、これらを保護する（封止工程）。図１５は、図１４に示す配線基
板の上面側を樹脂封止した状態を示す断面図である。本工程は、例えば、図１５に示すよ
うに、上型３６ａおよび下型３６ｂよりなる成型金型３６のキャビティ３６ｃ内に図１０
に示す配線基板３５を配置した後、キャビティ３６ｃ内に封止樹脂２を注入することによ
り行う。
【００６７】
　次に、ボールマウント工程として、配線基板３５の下面２０ｂ側に、図２に示す複数の
半田ボール２３を形成する。その後、製品形成領域３５ａ（図１５参照）毎に配線基板３
５（図１５参照）を封止樹脂２（図１５参照）とともに切断し、個片化して複数のＣＳＰ
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１を取得する（個片化工程）。
【００６８】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、銅よりも硬度が低い金属材料である金か
らなるバンプ３１を介してワイヤ３０とパッド１１を接合することにより、ワイヤボンデ
ィング時に半導体チップ１０に印加される応力を低減することができるので、銅からなる
ワイヤを用いたワイヤボンディングを行う半導体装置の信頼性を向上することができる。
【００６９】
　また、バンプ３１の幅Ｗｃをワイヤ３０の幅広部３０ｂの幅Ｗｂよりも狭くすることに
より、開口部１２ａを小さくした場合であっても、ワイヤ３０とパッド１１をしっかりと
接合することができるので、電気的接続信頼性を向上させることができる。
【００７０】
　また、バンプ３１をスタッドバンプとすることにより、パッド１１の表面に窪み部１１
ａが形成されていた場合であっても、バンプ３１とパッド１１をしっかりと接合すること
ができるので、ワイヤ３０とパッド１１の電気的接続信頼性を向上させることができる。
【００７１】
　（実施の形態２）
　前記実施の形態１では、バンプ３１をパッド１１の露出面の略中央に配置する実施態様
について説明した。本実施の形態２では、前記実施の形態１の変形例として、バンプの配
置をパッドの露出面の中央からずらして、千鳥状に接合する実施態様について説明する。
図１６は、本実施の形態２の半導体装置が有する半導体チップのパッド周辺を示す要部拡
大平面図、図１７および図１８は、図１６に示す複数のパッドのうち、隣り合って配置さ
れるパッド周辺をそれぞれ示す要部拡大断面図である。なお、図１７は図１６に示すＣ－
Ｃ線に沿った断面、図１８はＤ－Ｄ線に沿った断面をそれぞれ示している。
【００７２】
　図５および図７に示す前記実施の形態１の半導体チップ１０と、図１６～図１８に示す
本実施の形態２の半導体チップ５０との相違点は、パッド１１の配置ピッチ、パッド１１
の開口部１２ａに対するバンプ３１およびワイヤ３０の配置である。
【００７３】
　図１６～図１８に示す半導体チップ５０は、複数のパッド１１の配置ピッチ（パッド１
１の配列方向に対する隣り合うパッド１１の中心間距離）Ｗｅが前記実施の形態１で説明
した半導体チップ１０と比較して狭い。半導体チップの高機能化に伴い、端子数、すなわ
ちパッド１１の数が増加すると、主面１０ａ上のスペースを有効に活用するため、パッド
１１の配置間隔、すなわち配置ピッチＷｅを狭くする必要がある（狭ピッチ化、あるいは
狭ピッチ多ピン化と呼ばれる）。
【００７４】
　前記実施の形態１で説明したように、銅製のワイヤ３０は幅広部３０ｂの幅Ｗｂが開口
部１２ａの幅Ｗｄよりも広い。このため、パッド１１の配置ピッチＷｅを狭くすると、隣
り合うワイヤ３０同士が短絡してしまう懸念が生じる。
【００７５】
　そこで、本実施の形態２では、複数のパッド１１（詳しくは開口部１２ａから露出して
いる領域）の中心を結ぶパッド配列ラインＬａに対するワイヤ３０の配置を交互にずらし
、所謂千鳥配置としている。詳しくは、複数のパッド１１は、パッド配列ラインＬａに沿
って中心を揃えて配置されている。また複数のワイヤ３０の配置は、パッド配列ラインＬ
ａよりも内側（半導体チップ５０の内側）に幅広部３０ｂの中心が配置されるように接合
するワイヤ（第１のワイヤ）３０の隣に、パッド配列ラインＬａよりも外側（半導体チッ
プ５０の外側）に幅広部３０ｂの中心が配置されるように接合するワイヤ（第２のワイヤ
）３０を配置する。このように隣り合うワイヤ３０をパッド配列ラインＬａに対して交互
にずらして千鳥状に配置することにより、ワイヤ３０の幅広部３０ｂ間の距離を引き離す
ことができるので、隣り合うワイヤ３０同士の短絡を防止することができる。
【００７６】
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　また、本実施の形態２では、開口部１２ａのパッド配列ラインＬａと交差する方向の長
さＷｆを、パッド配列ラインＬａに沿った方向の幅Ｗｄよりも長くしている。幅Ｗｄは、
パッド１１の配置ピッチＷｅにより規定されるため、狭ピッチ化を実現するためには極端
に広くすることはできない。そこで、本実施の形態２では、長さＷｆを広くすることによ
り、隣り合うワイヤ３０の幅広部３０ｂ間の距離を十分に引き離し、隣り合うワイヤ３０
同士の短絡を防止している。例えば、幅広部３０ｂの幅Ｗｂがパッド１１の配置ピッチＷ
ｅと同等あるいはそれ以上となる場合であっても、長さＷｆを広くすることにより、短絡
を防止することができる。
【００７７】
　また、本実施の形態２では、前記したワイヤ３０の配置に倣ってバンプ３１の配置もパ
ッド配列ラインＬａに対して交互にずらし、千鳥配置としている。詳しくは、パッド１１
の露出面（開口部１２ａ内）において、パッド配列ラインＬａよりも内側（半導体チップ
５０の内側）に中心を有し、ワイヤ（第１のワイヤ）３０と接合するバンプ（第１のバン
プ）３１の隣に、パッド配列ラインＬａよりも外側（半導体チップ５０の外側）に中心を
有し、ワイヤ（第２のワイヤ）３０と接合するバンプ（第２のバンプ）３１を配置する。
これにより、バンプ３１とワイヤ３０の幅広部３０ｂの中心を揃えて接合する、すなわち
、バンプ３１の略中央にワイヤ３０を接合することとなり、バンプ３１とワイヤ３０の接
合面積を広くとることができるので、接合強度を向上する観点から好ましい。また、バン
プ３１とワイヤ３０の幅広部３０ｂの中心を揃えると、ワイヤボンディング工程において
印加される応力を、バンプ３１に略均等に分散させることができる。したがって、ワイヤ
ボンディング時の応力を緩和して半導体チップの破損を防止する観点からも好ましい。
【００７８】
　また、長さＷｆを広くして、バンプ３１の配置をパッド配列ラインＬａに対してずらす
と、図１７および図１８に示すように、窪み部１１ａが形成されていない領域にバンプ３
１を接合することができる。すなわち、窪み部１１ａを避けてバンプ３１を形成すること
ができる。この結果、バンプ３１は略平坦な面に接合されることとなる。ここで、バンプ
３１の一部が窪み部１１ａと重なって形成されている場合であっても、図１７や図１８に
示すようにバンプ３１が窪み部１１ａを避けて形成されている場合と比較して、接合強度
の観点からは大きな違いはない。しかし、前記実施の形態１で説明したように、バンプ３
１はワイヤ３０をボンディングする際に応力を緩和する機能を果たす。この応力緩和機能
の観点からは、バンプ３１が平坦な面に接合することで、応力を略均等に分散させること
ができるので、より好ましい。
【００７９】
　なお、本実施の形態２では、各パッド１１に形成された窪み部１１ａは、前記実施の形
態１と同様に開口部１２ａの略中央に形成されている。すなわち、複数の窪み部１１ａは
。パッド配列ラインに沿って中心を揃えて配置されている。
【００８０】
　（実施の形態３）
　前記実施の形態２では、バンプ３１をワイヤ３０の配置に倣って、パッド配列ラインＬ
ａに対して交互にずらして配置する実施態様について説明した。本実施の形態３では、前
記実施の形態２の変形例として、ワイヤの配置をバンプが形成された位置からずらして接
合する実施態様について説明する。図１９は、本実施の形態３の半導体装置が有する半導
体チップのパッド周辺を示す要部拡大平面図、図２０および図２１は、図１９に示す複数
のパッドのうち、隣り合って配置されるパッド周辺をそれぞれ示す要部拡大断面図である
。なお、図２０は図１９に示すＣ－Ｃ線に沿った断面、図２１はＤ－Ｄ線に沿った断面を
それぞれ示している。
【００８１】
　前記実施の形態２で説明した半導体装置と本実施の形態３の半導体装置の相違点は、バ
ンプ３１とワイヤ３０の位置関係、および開口部１２ａの開口面積である。本実施の形態
３では、ワイヤ３０の中心（詳しくは幅広部３０ｂの中心）をバンプ３１の中心とずらし
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て千鳥配置して接合している。
【００８２】
　さらに詳しく説明すると、本実施の形態３では、半導体チップ５１の複数のパッド１１
は、パッド配列ラインＬａに沿って中心を揃えて配置され、複数のバンプ３１は、それぞ
れパッド配列ラインＬａに沿って中心を揃えて配置している。一方、ワイヤ３０は、パッ
ド配列ラインＬａよりも内側（半導体チップ５０の内側）に幅広部３０ｂの中心が配置さ
れるように接合するワイヤ（第１のワイヤ）３０の隣に、パッド配列ラインＬａよりも外
側（半導体チップ５０の外側）に幅広部３０ｂの中心が配置されるように接合するワイヤ
（第２のワイヤ）３０を配置する。
【００８３】
　このように、本実施の形態３ではバンプ３１をパッド配列ラインＬａからずらさずに配
置するため、開口部１２ａのパッド配列ラインＬａと交差（直交）する方向の長さＷｆを
前記実施の形態２と比較して狭くすることができる。また、隣り合うワイヤ３０は、パッ
ド配列ラインＬａに対して交互にずらして配置するので、前記実施の形態２で説明したよ
うに、ワイヤ３０の幅広部３０ｂ間の距離を引き離すことが可能となり、隣り合うワイヤ
３０同士の短絡を防止することができる。
【００８４】
　ただし、ワイヤ３０の中心とバンプ３１の中心をずらして接合する場合、バンプ３１と
ワイヤ３０の接合面積が前記実施の形態２と比較して小さくなる場合がある。また、ワイ
ヤボンディング工程において印加される応力が特定の方向に集中する場合がある。したが
って、バンプ３１とワイヤ３０の接合強度の観点、およびワイヤボンディング工程におけ
る応力を緩和する観点からは、前記実施の形態２で説明した半導体装置の構造の方がより
好ましい。
【００８５】
　（実施の形態４）
　前記実施の形態１～前記実施の形態３では、プローブ検査工程で形成されるプローブ痕
である窪み部１１ａが開口部１２ａの略中央に形成されている例について説明した。本実
施の形態４では、窪み部１１ａの位置を開口部１２ａの中心からずらして、千鳥状に形成
する実施態様について説明する。
【００８６】
　図２２は、本実施の形態３の半導体装置が有する半導体チップのパッド周辺を示す要部
拡大平面図、図２３および図２４は、図２２に示す複数のパッドのうち、隣り合って配置
されるパッド周辺をそれぞれ示す要部拡大断面図である。なお、図２３は図２２に示すＣ
－Ｃ線に沿った断面、図２４はＤ－Ｄ線に沿った断面をそれぞれ示している。
【００８７】
　前記実施の形態２で説明した半導体チップ５０と図２２～図２４に示す本実施の形態４
の半導体チップ５２の相違点は、開口部１２ａの開口面積、および開口部１２ａに対する
窪み部１１ａの位置である。
【００８８】
　前記実施の形態２の半導体チップ５０では、窪み部１１ａが開口部１２ａの略中央に形
成されていた。しかし、本実施の形態４の半導体チップ５２では、複数のパッド１１の中
心を結ぶパッド配列ラインＬａに対する窪み部１１ａの位置が交互にずらしてある。
【００８９】
　さらに詳しく説明すると、本実施の形態４では、複数のパッド１１は、パッド配列ライ
ンＬａに沿って中心を揃えて並べて配置され、窪み部１１ａは、パッド配列ラインＬａよ
りも内側（半導体チップ５２の内側）に中心を有する窪み部（第１の窪み部）１１ａの隣
に、パッド配列ラインＬａよりも外側（半導体チップ５２の外側）に中心を有する窪み部
（第２の窪み部）１１ａを配置する。一方、複数のバンプ３１は開口部１２ａ内において
、各窪み部１１ａと重ならない位置に配置（接合）され、ワイヤ３０はバンプ３１と中心
を揃えてバンプ３１上に接合されている。詳しくはワイヤ３０の幅広部３０とバンプ３１
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の中心が揃っている。
【００９０】
　このように、窪み部１１ａの位置を開口部１２ａの中心からずらし、千鳥状に配置する
ことにより、前記実施の形態２と比較して、より確実に窪み部１１ａが形成されていない
領域にバンプ３１を接合することができる。すなわち、バンプ３１は確実に窪み部１１ａ
を避けて形成することができる。これにより、バンプ３１を平坦な面に接合することがで
きるので、ワイヤボンディング工程で印加される応力を略均等に分散させ、半導体チップ
５２の破損等を防止できることは前記実施の形態２で説明した通りである。
【００９１】
　また、本実施の形態４によれば、前記実施の形態２と比較して、開口部１２ａの長さＷ
ｆを短くすることができるので、開口面積を低減することができる。
【００９２】
　また、本実施の形態４では、ワイヤ３０とバンプ３１の中心を揃えて接合するので、ワ
イヤボンディング工程において、印加される応力を均等に分散させることができる点で前
記実施の形態３と比較して好ましい。また、ワイヤ３０とバンプ３１の中心を揃えて接合
することにより、ワイヤ３０とバンプ３１の接合面積を広く確保できるので、接合強度の
観点からも前記実施の形態３と比較して好ましい。
【００９３】
　本実施の形態４では、窪み部１１ａをパッド配列ラインＬａから交互に内側と外側に中
心をずらして配置しているが、このような構造とするためには、前記実施の形態１で説明
したプローブ検査工程において、プローブの配置を千鳥配置とすることにより実現するこ
とができる。
【００９４】
　以上、本願発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更
可能であることは言うまでもない。
【００９５】
　例えば、実施の形態１～４では、各構造の特徴的な部分について説明したが、これらを
組み合わせて適用することもできる。
【００９６】
　また例えば、実施の形態１～４では、銅製のワイヤ３０を用いた半導体装置の例として
、配線基板上に半導体チップを搭載するタイプの半導体装置を例示して説明したが、半導
体チップを搭載する対象は、配線基板には限定されず、例えば、リードフレーム（基板）
に搭載することもできる。
【００９７】
　また例えば、１つの半導体装置内に搭載する半導体チップの数も実施の形態１～４で説
明した１個には限定されず、複数の半導体チップを有する半導体装置に適用することもで
きる。図２５は、複数の半導体チップを有する半導体装置の概要を示す断面図である。例
えば、図２５に示す半導体装置５５は、２個の半導体チップ１０がそれぞれフェイスアッ
プ実装により配線基板２０上に搭載されている。
【００９８】
　ここで、上段側の半導体チップ５６のパッド１１は、下段側に配置される半導体チップ
１０のパッド（端子）１１と銅製のワイヤ５７を介して電気的に接続され、下段側の半導
体チップ１０は、銅製のワイヤ３０を介して端子２１と接続されている。つまり、半導体
チップ１０のパッド１１には、ワイヤ５７の第２ボンド側が接合されている。ワイヤボン
ディング工程において、第２ボンド側を接合する際には、ワイヤを接合対象物に擦りつけ
て接合するため、第１ボンド側よりもさらに強い荷重が加わる。しかし、図２５に示すよ
うに、半導体チップ１０のパッド１１とワイヤ５７を、銅よりも硬度が低い金属材料であ
る金からなるバンプ３１を介して接合することにより、応力を緩和することができるので
、銅製のワイヤ５７の第２ボンド側をパッド１１に接合する場合であっても、半導体チッ
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プ１０の損傷を防止ないしは抑制することができる。
【００９９】
　なお、実施の形態１で説明したように、第２ボンディングでは、ワイヤ３０の幅広部３
０ｂと反対側の端部を端子２１と接合するが、不要なワイヤを切断するマージンが必要と
なるため、「端部」とは、必ずしも先端を意味するものではなく、先端付近を含んでいる
。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は、半導体チップの主面上に形成された電極パッドにＣｕ（銅）からなるワイヤ
をボンディングする半導体装置に利用可能である。
【符号の説明】
【０１０１】
１　ＣＳＰ（半導体装置）
２　封止樹脂（封止体）
１０、５０、５１、５２、１００　　半導体チップ
１０ａ　主面
１０ｂ　裏面
１１　パッド（電極パッド）
１１ａ　窪み部（第１の窪み部、第２の窪み部）
１２　絶縁膜
１２ａ　開口部
１２ｂ　ＳｉＯ２膜
１２ｃ　ＳｉＮ膜
１３　半導体基板
１３ａ　半導体素子層
１４　配線
１５　表面配線
１６　絶縁層
１８　導電膜
２０　配線基板
２０ａ　上面
２０ｂ　下面
２１　端子
２２　ランド
２３　半田ボール
３０　ワイヤ（第１のワイヤ、第２のワイヤ）
３０ａ　線径部
３０ｂ　幅広部
３１　バンプ（第１のバンプ、第２のバンプ）
３５　配線基板
３５ａ　製品形成領域
３６　成型金型
３６ａ　上型
３６ｂ　下型
３６ｃ　キャビティ
４０　ウエハ
４０ａ　デバイス領域
４０ｂ　スクライブ領域
４１　プローブ
５５　半導体装置
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５７　ワイヤ
１０１　金属薄膜
１０１ａ　銅膜
１０１ｂ　チタン膜
１０２　めっきバンプ
Ｈａ　高さ
Ｌａ　パッド配列ライン
Ｗａ、Ｗｂ、Ｗｃ、Ｗｄ　幅
Ｗｅ　配置ピッチ
Ｗｆ　長さ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】
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