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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極パッドを有する半導体素子と、
　前記複数の電極パッドに接続された複数の柱状電極と、
　前記半導体素子及び前記柱状電極を覆う樹脂層と、
　前記柱状電極に電気的に接続されるように前記樹脂層の表面に配置された外部端子とを
備え、
　前記柱状電極は、前記半導体素子の電極パッドから延びるワイヤ部分と、前記外部端子
から延び且つ該ワイヤ部分よりも大きい断面積を有する膨大部分とを含み、
　前記樹脂層は、半導体素子の表面に形成された柔軟性を有する第１の樹脂層と、該第１
の樹脂層よりも半導体素子から遠い側にあり且つ第１の樹脂層よりも高い弾性をもつ第２
の樹脂層とからなることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記柱状電極の膨大部分は前記ワイヤ部分の延長部分に肉太化処理してなることを特徴
とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記柱状電極の膨大部分は前記ワイヤ部分に付着された導電性材料を含むことを特徴と
する請求項１に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　本発明は柱状電極を有する半導体装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から半導体チップを樹脂で封止してなる半導体パッケージは知られている。半導体パ
ッケージはますます小型化されてきており、最近では半導体チップの大きさとほぼ同じ大
きさの半導体パッケージが出現している。このような半導体パッケージは例えばＣＳＰ（
チップサイズパッケージ）と呼ばれている。
【０００３】
ＣＳＰの製造方法の一つとして、ウエハに集積回路や電極パッド等を形成し、ウエハの電
極パッドに接続される柱状電極をウエハに形成し、ウエハの表面及び柱状電極を樹脂で封
止し、封止の後でウエハをダイシングして個々の半導体チップを含む半導体パッケージに
分離する方法がある（例えば、特開平９－６４０４９号公報）。
【０００４】
樹脂層は柱状電極の高さとほぼ同じ厚さになるように形成され、柱状電極の先端が樹脂層
の表面に露出する。柱状電極に接続される外部端子（電極パッド）が樹脂層の表面に形成
され、この外部端子にははんだバンプを取り付けることができる。また、導体パターンか
らなる再配線導体部分をウエハの表面に形成し、柱状電極の位置をウエハに形成された電
極パッドの位置とは異なるように配置することができるようにする。
【０００５】
また、特開平９－２６０４２８号公報は金属ワイヤを用いて半導体チップを実装基板に実
装することを開示している。金属ワイヤの一端は半導体チップの電極パッドにボンディン
グされ、金属ワイヤの他端ははんだにより実装基板に固定される。この構成によれば、半
導体チップと実装基板との熱膨張の差により発生した応力を金属ワイヤのしなりにより吸
収することができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
半導体装置を回路基板に搭載して使用する場合、半導体装置の外部端子（又ははんだバン
プ）が回路基板の電極パッドに接続され、半導体装置の半導体チップと回路基板とが半導
体装置の封止樹脂を間に挟んで対向する。使用においては、半導体装置の半導体チップの
熱膨張量と実装基板の熱膨張量とが異なっているので、半導体装置の外部端子や柱状電極
等に熱応力が発生し、外部端子や柱状電極は繰り返しの熱応力によって疲労する。
【０００７】
この熱応力は、半導体装置の半導体チップの熱膨張量と回路基板の熱膨張量との差に比例
し、封止樹脂層の厚さに反比例する。従って、応力緩和を図るためには、封止樹脂層の厚
さを厚くした方がよいことが分かった。しかし、封止樹脂層の厚さを厚くするためには、
柱状電極の長さを長くすることが必要である。柱状電極は通常はメッキにより形成される
が、メッキにより形成された柱状電極の長さを長くすることは限られてしまう。
【０００８】
そこで、柱状電極をワイヤ（ボンディングワイヤ）によって形成すると、柱状電極の長さ
を長くすることができ、よって封止樹脂層の厚さを厚くすることができる。しかし、ワイ
ヤボンダーで処理されるワイヤを柱状電極として用いる場合、ワイヤは柱状電極としては
細すぎ、強度が不足することがある。従って、十分な長さ及び強度をもつワイヤで形成さ
れた柱状電極を形成することが望まれている。
【０００９】
さらに、ワイヤは十分に長い柱状電極を提供できるとともにフレキシビリティを備えてお
り、ワイヤからなる柱状電極に熱応力がかかっても柱状電極は破壊されることはない。し
かし、半導体装置の封止樹脂層が硬いと、封止樹脂で拘束されたワイヤからなる柱状電極
と回路基板に固定された外部端子との間の接合部に大きな応力がかかる。従って、半導体
装置の封止樹脂はできるだけ軟らかい樹脂からなるのが好ましい。



(3) JP 4526651 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

【００１０】
また、柱状電極の先端を研削したりして調整するときに、ウエハ全体に圧力がかかり、ウ
エハを損傷してしまうという問題があった。また、樹脂封止の際に、樹脂の流れが柱状電
極に望ましくない変形を生じさせることがあった。
他方、近年、半導体装置は、軽く且つ小さいだけでなく高速で作動し、高い機能を備える
ことを要求されている。半導体チップをインターポーザやマザーボード等の装置に搭載す
る場合、上記要求を満足するものとして、はんだボールを使用したフリッチチップタイプ
の搭載方法がある。しかし、この方法では、半導体チップの電極パッド間が狭ピッチであ
るため、接続に使用されるはんだボールは、ボール径が小さく、バラツキも少ない特別の
仕様となり、非常に高価となる。回路面の封止のために使用されるアンダーフィルも、半
導体チップとマザーボードの間の狭い隙間を埋めるにあたってボイド等が発生しないこと
が特性として要求されるため、半導体チップやマザーボードの仕様毎に流れ性や密着性な
どを改善した特別仕様となる場合が多い。従って、フリップチップタイプの半導体装置は
、コストが高くなる。
【００１１】
また、導電粒子を内在した接着剤による接合方法や、スタッドバンプを用いた接合方法な
どがあるが、これらの方法では、半導体チップの反り、ボイド、端子のレベリング精度な
どにより密着性がバラツクため、信頼性が低く、これらのバラツキ管理のためのコストが
アップすることが懸念されている。
フリッチチップタイプの搭載方法においてはんだボールを使用する代わりに、金属ワイヤ
を使用することが考えられる。金属ワイヤの使用は、自動ワイヤボンダーを使用した従来
のワイヤボンディングにおいて発展している。しかし、従来のワイヤボンディングでは、
金属ワイヤの先端部を半導体チップの先端に接合し、金属ワイヤの所望の部分をマザーボ
ードの電極に接合した後、キャピラリを動かして金属ワイヤを引っ張ることにより金属ワ
イヤを切断する。この場合、金属ワイヤは引きちぎられるので、金属ワイヤの切断部は一
様な形状にならず、引きちぎられた金属ワイヤの長さも一様にならないという問題があっ
た。
【００１２】
本発明の目的は熱応力に対して優れた耐久性のある半導体装置を提供することである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の特徴による半導体装置は、複数の電極パッドを有する半導体素子と、前記複数
の電極パッドに接続された複数の柱状電極と、前記半導体素子及び前記柱状電極を覆う樹
脂層と、前記柱状電極に電気的に接続されるように前記樹脂層の表面に配置された外部端
子とを備え、前記柱状電極は、前記半導体素子の電極パッドから延びるワイヤ部分と、前
記外部端子から延び且つ該ワイヤ部分よりも大きい断面積を有する膨大部分とを含み、前
記樹脂層は、半導体素子の表面に形成された柔軟性を有する第１の樹脂層と、該第１の樹
脂層よりも半導体素子から遠い側にあり且つ第１の樹脂層よりも高い弾性をもつ第２の樹
脂層とからなることを特徴とするものである。
【００１４】
　この構成において、柱状電極としてワイヤを用いることができ、長さやフレキシビリテ
ィがあり、同時に十分な強度がある柱状電極とすることができる。よって、柱状電極の長
さを長く且つ封止樹脂層の厚さを厚くすることができ、熱疲労に対して優れた耐久性のあ
る半導体装置を得ることができる。
【００１５】
　好ましくは、前記柱状電極の膨大部分は前記ワイヤ部分の延長部分に肉太化処理してな
る。あるいは、前記柱状電極の膨大部分は前記ワイヤ部分に付着された導電性材料を含む
。
【００２１】
【発明の実施の形態】
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以下本発明の実施例について図面を参照して説明する。
図１は本発明の第１実施例による半導体装置１０を示す部分断面斜視図である。図２はは
んだボール付着前の図１の半導体装置を示す断面図である。
図１及び図２において、半導体装置１０は、複数の電極パッド１２を有する半導体素子１
４と、複数の電極パッド１２に接続され且つ半導体素子１４に対して垂直に延びる複数の
柱状電極１６と、半導体素子１４及び柱状電極１６を覆う樹脂層１８と、柱状電極１６に
電気的に接続されるように樹脂層１８の表面に配置された外部端子２０とを備える。
【００２２】
半導体素子１４はシリコンチップからなり、集積回路（図示せず）とこの集積回路に適切
に接続された電極パッド１２を含む。外部端子２０は樹脂層１８の表面に配置され、柱状
電極１６の先端に接続、固定されている電極パッドである。さらに、はんだボール２０ａ
が外部端子２０に接続、固定されている。
樹脂層１８は、半導体素子１４の表面に形成された柔軟性を有する第１の樹脂層１８ａと
、第１の樹脂層１８ａよりも半導体素子１４から遠い側にあり第１の樹脂層１８ａよりも
高い弾性をもつ第２の樹脂層１８ｂとからなる。第１の樹脂層１８ａはシリコン系樹脂や
低弾性エポキシ系樹脂等からなるヤング率が数～数１００ｋｇ／ｍｍ2 の低弾性樹脂であ
り、第２の樹脂層１８ｂは高弾性エポキシ系樹脂等からなるヤング率が１０００～２００
０ｋｇ／ｍｍ2 の高弾性樹脂である。
【００２３】
柱状電極１６は、半導体素子１４の電極パッド１２から延び、軸線方向に沿ってほぼ一定
の断面積を有するワイヤ部分１６ａと、外部端子２０ａから延び且つワイヤ部分１６ａよ
りも大きい断面積を有する膨大部分１６ｂとを有する。従って、柱状電極１６は、基本的
にワイヤによって作られ、長さ及びフレキシビリティを備えるとともに、柱状電極１６と
外部端子２０との接合領域が膨大部分１６ｂを設けることによって強化されている。例え
ば、柱状電極１６は金のワイヤで形成され、柱状電極１６のワイヤ部分１６ａの直径は３
０～５０μｍであり、膨大部分１６ｂの直径はワイヤ部分１６ａの直径の２～３倍である
。外部端子２０の直径は膨大部分１６ｂの直径値～バンプピッチ×０．５であった。
【００２４】
図３は図１の半導体装置１０の変形例を示す図である。図１の例と同様に、半導体装置１
０は、複数の電極パッド１２を有する半導体素子１４と、複数の電極パッド１２に接続さ
れた複数の柱状電極１６と、半導体素子１４及び柱状電極１６を覆う樹脂層１８と、柱状
電極１６に電気的に接続されるように樹脂層１８の表面に配置された外部端子２０とを備
える。
【００２５】
柱状電極１６は、半導体素子１４の電極パッド１２から延び、軸線方向に沿ってほぼ一定
の断面積を有するワイヤ部分１６ａと、外部端子２０から延び且つワイヤ部分１６ａより
も大きい断面積を有する膨大部分１６ｂとを有する。従って、柱状電極１６は、基本的に
ワイヤによって作られ、長さ及びフレキシビリティを備えるとともに、柱状電極１６と外
部端子２０との接合領域が膨大部分１６ｂを設けることによって強化されている。
【００２６】
この実施例においては、樹脂層１８は、半導体素子１４の表面に形成された柔軟性を有す
る第１の樹脂層１８ａと、第１の樹脂層１８ａよりも半導体素子１４から遠い側にあり第
１の樹脂層１８ａよりも高い弾性をもつ第２の樹脂層１８ｂと、第１の樹脂層１８ａと第
２の樹脂層１８ｂとの間にあってこれらの２つの樹脂層の接着を補助する第３の樹脂層１
８ｃとからなる。この例の作用は基本的に図１及び図２の例の作用と同様である。
【００２７】
図４は図１の半導体装置を回路基板に取り付けた例を示す図である。回路基板２２は半導
体装置１０の外部端子２０及びはんだボール２０ａと同じ配列の電極パッド２４を有し、
半導体装置１０は外部端子２０（はんだボール２０ａ）を電極パッド２４に接合させるこ
とにより回路基板２２に搭載される。従って、半導体素子１４と回路基板２２とは樹脂層
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１８を介して対向する。
【００２８】
使用時には、半導体素子１４及び回路基板２２は発熱素子の作動によって膨張収縮する。
半導体素子１４の熱膨張係数と回路基板２２の熱膨張係数との差に従って半導体素子１４
の変形量と回路基板２２の変形量との間には差が生じ、柱状電極１６及び外部端子２０（
及びその他の部材）に熱応力が発生する。半導体装置１０の外部端子２０や柱状電極１６
は繰り返しの熱応力によって疲労する。
【００２９】
しかし、本発明によれば、柱状電極１６を基本的にワイヤ部分１６ａによって構成するこ
とによって、長さやフレキシビリティを備え、同時に、膨大部分１６ｂを設けることによ
って少くとも外部電極２０との接合部において十分な強度がある柱状電極１６とすること
ができる。よって、柱状電極１６の長さを長く且つ封止樹脂層１８の厚さを厚くすること
ができ、熱疲労に対して優れた耐久性のある半導体装置１０を得ることができる。
【００３０】
図５は樹脂層１８の厚さと外部端子２０における応力（バンプ応力）との関係を示す図で
ある。樹脂層１８の厚さが厚いほど、外部端子２０における応力（バンプ応力）は小さく
なる。四角マーク及び菱形マークで示される例は樹脂層１８が一層のみであり、その樹脂
層の弾性率をＡとする。
四角マークで示される例では、外部端子２０が０．８ｍｍピッチで配置され、樹脂層１８
の厚さが１００μｍのときにバンプ応力が４．３ｋｇ／ｍｍ2 であった。菱形マークで示
される例では、外部端子２０が０．５ｍｍピッチで配置され、樹脂層１８の厚さが１５０
μｍのときにバンプ応力が４．３ｋｇ／ｍｍ2 となる。
【００３１】
三角マークで示された例では、第１の樹脂層１８ａの弾性率を（１／６）Ａとし、第２の
樹脂層１８ｂの弾性率をＡとした。Ｘマークで示された例では、第１の樹脂層１８ａの弾
性率は（１／６）Ａとし、第２の樹脂層１８ｂの弾性率は５Ａとした。いずれの場合にも
、第１の樹脂層１８ａの厚さは５０μｍ、第２の樹脂層１８ｂの厚さは１００μｍであっ
た。今後、端子の微細化がすすんでも、バンプの接合応力は十分に信頼性のあるものを得
ることができる。低弾性の第１の樹脂層１８ａはヤング率が数～数１００kg/mm2のシリコ
ン樹脂または低弾性のエポキシ樹脂とすることができ、高弾性の第２の樹脂層１８ｂはヤ
ング率が１０００～２０００kg/mm2の高弾性のエポキシ樹脂とすることができる。
【００３２】
図６は図１から図３の半導体装置１０を製造するための方法の例を示す図である。図６（
Ａ）はシリコンウエハ３０に集積回路や電極パッド１２や柱状電極１６を形成する工程を
示す。図６（Ｂ）はシリコンウエハ３０に樹脂層１８やはんだボール２０ａを形成した工
程を示す。図６（Ｃ）ははんだボール２０ａを形成したシリコンウエハ３０を個別の半導
体装置１０にダイシングする工程を示す図である。図６（Ｄ）は分離された半導体装置１
０を示す図である。図６（Ａ）～図６（Ｄ）から分かるように、本発明による半導体装置
１０は、シリコンウエハ３０の段階で封止用の樹脂層１８を形成し、その後で１つの半導
体チップを含むチップサイズパッケージ（ＣＳＰ）として個別の半導体装置１０を形成さ
れたものである。従って、封止用の樹脂層１８はスピンコートによって塗布されることが
できるものである。
【００３３】
図７は、樹脂層を形成し、それから外部端子に膨大部を形成する工程を含む半導体装置の
製造方法の例を示す図である。図７（Ａ）において、ウエハ３０に集積回路及び電極パッ
ド１２を形成し、図７（Ｂ）において、電極パッド１２に接続された柱状電極１６を形成
する。柱状電極１６は図１から図３に示されるようにワイヤ部分１６ａと膨大部分１６ｂ
とを含む。図７（Ｃ）において、第１の樹脂層１８ａを形成し、図７（Ｄ）において、第
２の樹脂層１８ｂを形成する。図７（Ｅ）において、第２の樹脂層１８ｂを研磨加工し、
第２の樹脂層１８ｂから突出する柱状電極１６の先端部分を切断する。このとき、柱状電



(6) JP 4526651 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

極１６の膨大部分１６ｂの先端のみを切断する。それから、図７（Ｅ）において、柱状電
極１６の膨大部分１６ｂの先端に外部端子２０を形成する。それから、図６（Ｂ）に示さ
れるようにはんだボール２０ａを形成し、図６（Ｃ）に示されるようにしてウエハ３０を
個々の半導体装置１０に切断する。
【００３４】
図８は膨大部分を有する柱状電極の形成方法の例を示す図である。この例では、柱状電極
１６をワイヤボンダーを用いてボンディングワイヤ３６によって形成する。ワイヤボンダ
ーは市販のものを利用することができる。図８（Ａ）において、ワイヤボンダーのキャピ
ラリ３２をウエハ３０の電極パッド１２に向かって下降させる。キャピラリ３２の先端に
はワイヤ材料の小塊３４が形成されている。図８（Ｂ）において、キャピラリ３２をウエ
ハ３０に向かってさらに下降させ、キャピラリ３２の先端のワイヤ材料の小塊３４をウエ
ハ３０に接触させる。
【００３５】
図８（Ｃ）において、キャピラリ３２をウエハ３０から引き上げ、ボンディングワイヤ３
６を形成する。通常のワイヤボンディングにおいては、キャピラリ３２がさらに別の電極
パッドへ下降され、そこに接触せしめられる。本発明においては、キャピラリ３２はウエ
ハ３０に対してほぼ垂直にほぼ一定の断面積でまっすぐ引き上げられる。例えば金のワイ
ヤであれば、直径３０～５０μｍで、高さ５００μｍ程度まで引き上げることができる。
【００３６】
それから、図８（Ｄ）において、電気スパーク発生装置３８でボンディングワイヤ３６に
電気スパークを印加すると、ボンディングワイヤ３６の一部が小塊状に丸くなる。このと
き、電気スパークのエネルギーは、ボンディングワイヤ３６が切断されない程度となるよ
うに設定する。それから、図８（Ｅ）において、ボンディングワイヤ３６の先端部の小塊
が適当な大きさ（例えば、ボンディングワイヤ３６の直径の２～３倍）になるまで、さら
に電気スパークを続けて印加し、最後に、ボンディングワイヤ３６が切断される程度のエ
ネルギーで電気スパークを印加する。こうして、図８（Ｆ）において、ボンディングワイ
ヤ３６は切断され、キャピラリ３２を次のポイントへ移動させる。
【００３７】
図９はこうして形成された、ワイヤ部分１６ａと膨大部分１６ｂとを有する柱状部分１６
を示す。なお、膨大部分１６ｂに接続される外部端子２０の大きさは膨大部分１６ｂの大
きさ～パンプピッチ×０．５程度にする。
図１０は膨大部分を有する柱状電極の形成方法の他の例を示す図である。この例でも、柱
状電極１６をワイヤボンダーを用いてボンディングワイヤによって形成する。図８の例と
同様に、図９において、ワイヤボンダーのキャピラリ３２をウエハ３０の電極パッド１２
から上方へ持ち上げ、ボンディングワイヤ３６を形成する。それから、電気スパーク発生
装置３８でボンディングワイヤ３６に電気スパークを印加する。このとき、電気スパーク
のエネルギーは、ボンディングワイヤ３６の一部が小塊状に丸くなり、かつ、ボンディン
グワイヤ３６が丸くなった小塊において切断される程度となるように設定する。こうして
、ワイヤ部分１６ａと膨大部分１６ｂとを有する柱状部分１６が形成される。
【００３８】
図１１は、柱状電極１６の形成方法の他の例を示す図である。この例では、ワイヤボンダ
ーによってボンディングワイヤ３６を形成し、ボンディングワイヤ３６の表面にメッキ層
４０を形成する。例えば、ボンディングワイヤ３６は銅であり、５０～１００μｍｍの直
径を有する。メッキ層４０ははんだのメッキ層であり、その直径はボンディングワイヤ３
６の直径１．５～２倍とする。膨大部分１６ｂに接続される外部端子２０の大きさは膨大
部分１６ｂの大きさ～パンプピッチ×０．５程度にする。
【００３９】
この例では、ボンディングワイヤ３６は、半導体素子１４の電極パッド１２から延びるワ
イヤ部分１６ａとなり、メッキ層４０は、外部端子２０から延び且つワイヤ部分１６ａよ
りも大きい断面積を有する膨大部分１６ｂとなる。この例では、柱状電極１６の形成は樹
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脂層１８の形成前に実施され、その後で柱状電極１６は樹脂層１８によって覆われる。
【００４０】
図１２は、柱状電極１６の形成方法の他の例を示す図である。図１１の例と同様に、この
例でも、ワイヤボンダーによってボンディングワイヤ３６を形成し、ボンディングワイヤ
３６の表面にメッキ層４０を形成する。ボンディングワイヤ３６は、半導体素子１４の電
極パッド１２から延びるワイヤ部分１６ａとなり、メッキ層４０は、外部端子２０から延
び且つワイヤ部分１６ａよりも大きい断面積を有する膨大部分１６ｂとなる。この例では
、ボンディングワイヤ３６の形成は第１の樹脂層１８ａの形成前に実施され、その後でボ
ンディングワイヤ３６は第１の樹脂層１８ａによって覆われる。メッキ層４０は第１の樹
脂層１８ａによって覆われていないボンディングワイヤ３６の部分に被覆され、その後で
第２の樹脂層１８ｂによって覆われる。
【００４１】
図１３は、柱状電極１６の形成方法の他の例を示す図である。図１１の例と同様に、この
例でも、ワイヤボンダーによってボンディングワイヤ３６を形成し、ボンディングワイヤ
３６の表面にメッキ層４０を形成する。ボンディングワイヤ３６は、半導体素子１４の電
極パッド１２から延びるワイヤ部分１６ａとなり、メッキ層４０は、外部端子２０から延
び且つワイヤ部分１６ａよりも大きい断面積を有する膨大部分１６ｂとなる。この例では
、樹脂層１８は第１～第３の樹脂層１８ａ、１８ｂ、１８ｃを含む。ボンディングワイヤ
３６の形成は第１の樹脂層１８ａの形成前に実施され、その後でボンディングワイヤ３６
は第１及び第３の樹脂層１８ａ、１８ｃによって覆われる。メッキ層４０は第１及び第３
の樹脂層１８ａ、１８ｃによって覆われていないボンディングワイヤ３６の部分に被覆さ
れ、その後で第２の樹脂層１８ｂによって覆われる。
【００４２】
図１４は、本発明の第２実施例による半導体装置を示す部分断面図である。半導体装置１
０は、複数の電極パッド１２を有する半導体素子１４と、複数の電極パッド１２に接続さ
れた複数の柱状電極１６と、半導体素子１４及び柱状電極１６を覆う樹脂層１８と、柱状
電極１６に電気的に接続されるように樹脂層１８の表面に配置された外部端子としてのは
んだボール２０ａと、半導体素子１４の電極パッド１２と柱状電極１６との間に設けられ
る再配線導体部分５０とを備える。
【００４３】
絶縁層５２が半導体素子１４の表面に形成され、電極パッド１２は絶縁層５２の開口部か
ら露出している。再配線導体部分５０は電極パッド１２と一対一で対応する電極パッド部
分を含む。再配線導体部分５０の電極パッド部分は半導体素子１４の電極パッド１２と電
気的に接続され、柱状電極１６はその電極パッド部分に固定、接続される。電極パッド１
２は半導体素子１４上の制限された位置に形成されるのに対して、再配線導体部分５０の
電極パッド部分は所望のパターンで形成されることができる。従って、再配線導体部分５
０の電極パッド部分は比較的に一様に配置される。従って、樹脂層１８にかかる力を特定
の柱状電極１６と外部端子としてのはんだボール２０ａの接合部に分散することができる
。
【００４４】
この実施例でははんだボール２０ａが外部端子として示されているが、前の実施例と同様
に樹脂層１８の表面に電極パッドを形成し、その電極パッドを外部端子２０とすることが
できることは言うまでもない。
樹脂層１８はスピンコートされた比較的に軟らかい樹脂からなる。逆に言えば、樹脂層１
８はスピンコートが可能なほどに軟らかいシリコン樹脂又は低弾性のエポキシ樹脂からな
る。そして、柱状電極１６は主としてボンディングワイヤで形成されている。
【００４５】
従来の柱状電極はメッキの堆積層として形成されており、大きな厚さにすることが難しい
ばかりでなく、かなり硬いものであった。そして、従来の封止樹脂層は高弾性の硬いエポ
キシ樹脂で構成されていた。そのため、硬い柱状電極が硬い封止樹脂層に埋め込まれ、封
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止樹脂の表面に対向する回路基板が熱ストレスによって封止樹脂に対して動くとき、外部
端子が力を受け、その力が柱状電極に伝達されるが、柱状電極は動きにくいために外部端
子と柱状電極との接合部が損傷しやすかった。
【００４６】
本発明においては、ボンディングワイヤで形成されている柱状電極１６自身がフレキシビ
リティがあり、且つ柱状電極１６を取り囲んでいる封止樹脂層１８も軟らかくてフレキシ
ビリティがあるので、封止樹脂層１８の表面に対向する回路基板が熱ストレスによって封
止樹脂層１８に対して動くとき、はんだボール２０ａが力を受け、その力が柱状電極１６
に伝達されるが、柱状電極１６ははんだボール２０ａの動きに追従して柔軟に動き、はん
だボール２０ａと柱状電極１６との接合部が損傷しにくい。
【００４７】
図１５は図１４の半導体装置の変形例を示す図である。この例では、ボンディングワイヤ
で形成されている柱状電極１６が全体的に膨大化されている。この例は、ボンディングワ
イヤが細すぎる場合に、太い柱状電極１６を得るのに有効である。
図１６は図１４の半導体装置の変形例を示す図である。この例では、柱状電極１６を構成
するボンディングワイヤの端部が、再配線導体部分５０に接合され、それから途中で曲が
って再び再配線導体部分５０に接合され、それから樹脂層１８の表面に向かって延びてい
る。この例は、よりフレキシビリティのある柱状電極１６を得るのに有効であり、また、
再配線導体部分５０が断線している場合でも柱状電極１６がその断線を補償することがで
きることがある。
【００４８】
図１７（Ａ）は図１４の半導体装置の変形例を示す図である。この例では、複数のボンデ
ィングワイヤを１つの柱状電極１６の形体に接合してなる。この例は、柱状電極１６の強
度を増大するとともに、フレキシビリティのある柱状電極１６を得るのに有効である。図
１７（Ｂ）から図１７（Ｄ）は図１７（Ａ）の柱状電極１６の製造工程を示する。図１７
（Ｂ）において、２つのボンディングワイヤ３６ａ、３６ｂが１つの柱状電極１６のため
に形成され、図１７（Ｃ）において、２つのボンディングワイヤ３６ａ、３６ｂの先端に
電気トーチ３８ａが適用され、よって、図１７（Ｄ）において、２つのボンディングワイ
ヤ３６ａ、３６ｂの先端が接合される。また、電気トーチ３８ａの上下動作制御により、
多数の柱状電極１６の高さを平均化することもできる。
【００４９】
図１８は図１４の半導体装置の変形例を示す図である。この例では、樹脂層１８内に柱状
電極１６とほぼ平行に配置されたダミー電極５４をさらに含む。柱状電極１６及びダミー
電極５４は再配線導体部分５０に接合される。柱状電極１６の先端がはんだボール２０ａ
に接合されるのに対して、ダミー電極５４の先端ははんだボール２０ａに接合されない。
従って、ダミー電極５４は電気的には働かないが、樹脂層１８を形成する際に、樹脂の流
れに起因する力が柱状電極１６に集中的にかかるのを防止する。
【００５０】
図１９は図１８の半導体装置の変形例を示す図である。この例では、樹脂層１８内に柱状
電極１６とほぼ平行に配置されたダミー電極５４ａをさらに含む。このダミー電極５４ａ
は例えばシリコン樹脂や低弾性の樹脂等の樹脂で作られている。ダミー電極５４ａは、樹
脂層１８を形成する際に、樹脂の流れに起因する力が柱状電極１６に集中的にかかるのを
防止し、さらに、樹脂の流れを均等化して樹脂層１８の表面が平坦になるのを助ける。
【００５１】
図２０は本発明の第３実施例による半導体装置を示す部分断面図である。半導体装置１０
は、複数の電極パッド１２を有する半導体素子１４と、複数の電極パッド１２に接続され
た複数の柱状電極１６と、半導体素子１４及び柱状電極１６を覆う樹脂層１８と、柱状電
極１６と接続して樹脂層１８の表面に設けられる再配線導体部分６０と、樹脂層１８及び
再配線導体部分６０の一部を覆う絶縁層６２と、再配線導体部分６０の絶縁層６２から露
出された部分に電気的に接続される外部端子としてのはんだボール２０ａとを備えている
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。この場合にも、はんだボール２０ａが外部端子として示されているが、前の実施例と同
様に樹脂層１８の表面に形成された電極パッドを形成し、その電極パッドを外部端子２０
とすることができることは言うまでもない。
【００５２】
つまり、この半導体装置１０では、半導体素子１４の電極パッド１２上に柱状電極１６が
形成され、半導体素子１４及び柱状電極１６が樹脂層１８によって封止された後、再配線
導体部分６０のパターニングを行い、その後で絶縁層６２が形成される。外部端子として
のはんだボール２０ａは再配線導体部分６０と接続されることになる。再配線導体部分６
０は樹脂層１８に覆われていないのでフレキシビリティがあり、再配線導体部分６０と外
部端子としてのはんだボール２０ａとの接合部にかかる応力を分散することができる。
【００５３】
図２１（Ａ）は図２０の半導体装置の変形例を示す図である。半導体装置１０は、複数の
電極パッド１２を有する半導体素子１４と、半導体素子１４の一部を覆う絶縁層６４と、
絶縁層６４から露出された電極パッド１２と接続して絶縁層６４の表面に設けられる再配
線導体部分６０と、絶縁層６４及び再配線導体部分６０の一部を覆う絶縁層６２と、再配
線導体部分６０の絶縁層６２から露出された部分に電気的に接続される外部端子としての
はんだボール２０ａとを備えている。柱状電極１６は、電極パッド１２と再配線導体部分
６０との接合部材６６である。
【００５４】
つまり、この半導体装置１０では、半導体素子１４上に絶縁層６４が形成され、絶縁層６
４の電極パッド１２上の部分は開口される。それから、絶縁層６４の上に再配線導体部分
６０のパターニングを行い、その後で絶縁層６２が形成される。外部端子としてのはんだ
ボール２０ａは再配線導体部分６０と接続されることになる。再配線導体部分６０は樹脂
層１８に覆われていないのでフレキシビリティがあり、再配線導体部分６０と外部端子と
してのはんだボール２０ａとの接合部にかかる応力を分散することができる。
【００５５】
図２１（Ｂ）は電極パッド１２と再配線導体部分６０との合金層６６の形成の例を示す図
である。合金層６６はアルミニウムと金の共晶合金からなる。表層がアルミニウムの電極
パッド１２に銅に金メッキした再配線導体部分６０を、ボンディングツール６８で超音波
熱圧着するとアルミニウムと金の共晶合金ができ、合金層６６なる。
【００５６】
図２１（Ｃ）、（Ｄ）は電極パッド１２と再配線導体部分６０との接合部材６６の形成の
例を示す図である。図２１（Ｃ）は半導体装置１０の断面図、図２１（Ｄ）は絶縁層６４
の略平面図である。絶縁層６４の電極パッド１２上の部分は開口され、その開口部には電
極パッド１２上にメッキ６６ａがなされている。このメッキ６６ａが接合部材６６となる
。メッキを堆積させるために、電極パッド１２上の部分がメッキ浴槽に晒されるように絶
縁材をデザインしている。
【００５７】
図２２は図１４から図２０の半導体装置の柱状電極の露出方法を示す図である。複数の電
極パッド１２を有する半導体素子１４と、複数の電極パッド１２に接続された複数の柱状
電極１６と、半導体素子１４及び柱状電極１６を覆う樹脂層１８とを備えた半導体装置１
０においては、樹脂層１８をコーティングした直後の状態において、樹脂層１８の表面と
柱状電極１６の先端との関係は、次の２つがある。（ａ）柱状電極１６の先端が樹脂層１
８の表面よりも突出している（図７）。（ｂ）柱状電極１６の先端が樹脂層１８の表面と
ほぼ同じになる。これから説明する例は（ｂ）の場合についてのものである。
【００５８】
図２２（Ａ）は樹脂層１８をコーティングした直後の状態を示し、柱状電極１６の先端が
樹脂層１８の表面とほぼ同じになる。この場合、柱状電極１６の先端は樹脂層１８の材料
の膜が付着しているので、図２２（Ｂ）に示すように、柱状電極１６の先端を外部電極２
０と電気的に接続するためには、柱状電極１６の先端の樹脂層１８の材料の膜を除去しな
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ければならない。この場合、樹脂層１８の表面全体を除去する必要はなく、樹脂層１８の
表面のうちで柱状電極１６の先端が位置する部分のみを除去すればよい。
【００５９】
図２３は図２２の柱状電極の露出方法の一例を示す図である。樹脂層１８をコーティング
したウエハ３０を持ってきて、ドリルやヤスリ等の工具７０を使用して、樹脂層１８の表
面を、全ての柱状電極１６の位置を順番になぞる。すると、柱状電極１６の先端の樹脂層
１８の材料の膜が露出され、柱状電極１６の先端が露出される。従って、その後で、柱状
電極１６の先端に外部電極である電極パッド２０を形成したり、はんだボール２０ａを形
成したりすることができる。この方法によれば、樹脂層１８の表面全体をグラインダ等で
研削する場合と比べて、ウエハ３０に大きな力がかからないため、ウエハ３０が損傷しな
い。
【００６０】
図２４は図２２の柱状電極の露出方法の一例を示す図である。図２４（Ａ）は平面図、図
２４（Ｂ）は側面図である。この例では、紙ヤスリや金属等の無端状の帯部材７２が使用
される。帯部材７２は図２４（Ｂ）の矢印に沿って回転する。この例では、帯部材７２は
２つのローラ７３に巻きかけられている。金属の帯部材７２がリール巻き取り式またはリ
ール一連式になっているようにすることもできる。帯部材７２の上方走行部分はウエハ３
０の上面に接触するように配置され、帯部材７２の下方走行部分はウエハの下面の下方に
配置される。こうすることによって、樹脂層１８の表面の柱状電極１６のある部分のみを
除去し、柱状電極１６の先端が露出されるようにする。従って、この場合にも、樹脂層１
８の表面全体をグラインダ等で研削する場合と比べて、ウエハ３０に大きな力がかからな
いため、ウエハ３０が損傷しない。
【００６１】
図２５は図２４の柱状電極の露出方法の変形例を示す図である。この例では、帯部材７２
が使用され、さらに、帯部材７２を加熱可能なヒータ７４が設けられる。帯部材７２を温
めることによって、樹脂層１８の表面の除去を助ける。
図２６は図２４の柱状電極の露出方法の変形例を示す図である。この例では、金の電極パ
ッド１２に対して、柱状電極１６は金の部分１６ｘ及びはんだの部分１６ｙを含む構成に
なっている。銅の帯部材７２及びヒータ７４が使用される。
【００６２】
銅の帯部材７２を加熱しながら回転させると、樹脂層１８の表面が除去され、且つ銅の帯
部材７２と柱状電極１６のはんだの部分１６ｙとが反応して、柱状電極１６のはんだの部
分１６ｙが銅の帯部材７２に吸着され、よって柱状電極１６の先端が露出される。この場
合、銅の帯部材７２を粗くしたり、フラックスを塗布しておくと、はんだの部分１６ｙを
より吸着しやすくなる。また、柱状電極１６にフラックスを塗った後、柱状電極１６の先
端に沿って銅の帯部材７２を回転させ、さらにその上部よりはんだ融点より高い熱を加え
ることにより、銅の帯部材７２に柱状電極１６のはんだの部分１６ｙを吸着させながら、
電極上面を露出させることができる。また、柱状電極１６のはんだの部分１６ｙの次の部
分を銅にすると、はんだの部分１６ｙには一方において銅の吸着があり且つ他方において
銅の吸着があるので、吸着にかかる応力が均等化される。
【００６３】
図２７を参照して本発明の第４実施例によるピンワイヤを有する半導体装置の製造する方
法について説明する。ピンワイヤは前の実施例の柱状電極１６と同様にボンディングワイ
ヤで作られ、柱状電極１６と同様に使用されることができる。しかし、この実施例のピン
ワイヤは前の実施例の柱状電極１６よりも種々の応用に使用されることができる。
【００６４】
図２７（Ａ）において、金属ワイヤ８０をキャピラリ８１に通す。キャピラリ８１は従来
的な自動ワイヤボンダーのキャピラリである。金属ワイヤ８０はワイヤボンディングで使
用される金属、例えば金のワイヤである。キャピラリ８１の下側に位置する金属ワイヤ８
０の下端部分はボール形状の膨大部８０ａとなっている。膨大部８０ａは従来的なワイヤ
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ボンディングで形成されるのと同様にして例えば加熱や放電等で形成される。
【００６５】
図２７（Ｂ）において、キャピラリ８１を矢印に示されるように金属ワイヤ８０に対して
動かし、キャピラリ８１の下端部と金属ワイヤ８０の膨大部８０ａとの間に適切な間隔を
あけさせ、金属ワイヤ８０の所定の長さ部分を露出させる。図２７（Ｃ）において、ハー
フカット用工具８２は金属ワイヤ８０及びキャピラリ８１と関連して作動するように配置
されている。工具８２を作動させ、金属ワイヤ８０の所望の位置にハーフカット処理を行
い、金属ワイヤ８０に物理的な傷をつける。実施例においては、工具８２は金属ワイヤ８
０の両側に配置され、互いに近づき且つ離れるように作動される一対のブレードからなる
。
【００６６】
図２８は、ハーフカット処理を行った金属ワイヤ８０を示す。金属ワイヤ８０にはハーフ
カット処理を行った位置にウエッジ状の窪み８０ｂが形成される。工具８２の位置は金属
ワイヤ８０から所望の長さのピンワイヤが得られるように設定される。なお、ハーフカッ
ト処理を行う工具８２は従来的な自動ワイヤボンダーにはなく、本発明を実施するために
従来的な自動ワイヤボンダーに付加されたものである。
【００６７】
図２７（Ｄ）において、キャピラリ８１を矢印に示されるように元の位置へ動かし、キャ
ピラリ８１の下端部を金属ワイヤ８０の膨大部８０ａへ近づける。この状態は、従来的な
ワイヤボンディングのスタート位置に相当する。さらに、キャピラリ８１及び金属ワイヤ
８０を所望の電子装置の電極部８３へ向かって下降させ、キャピラリ８１の下端部によっ
て金属ワイヤ８０の膨大部８０ａを電極部８３に対して圧着させ、金属ワイヤ８０の膨大
部８０ａを電極部８３に接合させる。熱圧着時に、従来のワイヤボンディングのように熱
又は高周波振動を与えることができる。
【００６８】
図２７（Ｅ）において、金属ワイヤ８０の膨大部８０ａが電極部８３に接合されたら、矢
印で示されるようにキャピラリ８１を上昇させる。金属ワイヤ８０の膨大部８０ａは電極
部８３に接合されているので、金属ワイヤ８０は動かず、キャピラリ８１のみが上昇する
。
図２７（Ｆ）において、キャピラリ８１がある距離上昇したら、キャピラリ８１に設けら
れたクランパによってキャピラリ８１をクランプし、キャピラリ８１をさらに上昇させる
。すると、金属ワイヤ８０は引っ張られ、ハーフカット処理を行った窪み８０ｂの位置で
確実に切断される。こうして、切断された金属ワイヤ８０は端部８０ｃを有するピンワイ
ヤ８４になる。
【００６９】
図２９（Ａ）はこのようにして形成されたピンワイヤ８４を示している。図２９（Ｂ）は
ピンワイヤ８４の一部を拡大して示す。本発明では、ピンワイヤ８４は金属ワイヤ８０の
窪み８０ｂの位置で確実に切断され、得られたピンワイヤ８４の長さのバラツキが少ない
。また、ハーフカット処理の影響で、ピンワイヤ８４の先端がほぼ一定な、安定した突起
形状となっている。
【００７０】
金属ワイヤ８０にハーフカット処理が行われていない金属ワイヤ８０の切断の場合には、
切断位置が正確に特定されず、金属ワイヤ８０の切断部分の形状が一定でなく、ピンワイ
ヤの長さのバラツキが大きくなる。本発明では、機械的なハーフカット処理を施した後で
金属ワイヤ８０を切断しているので、金属ワイヤ８０はハーフカット処理の位置で確実に
切断され、長さのバラツキも低減される。また、ハーフカット処理の影響で、ピンワイヤ
８４の先端がほぼ一定な、中心部が小さく突起した突起形状となっている。先端がフラッ
トな場合と比べ、導電材料との密着面積が広くなり、信頼性の向上が見込める。
【００７１】
図３０はピンワイヤ８４を有する半導体素子を示す略図である。半導体素子８５は半導体
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チップ又は半導体ウエハからなり、ＩＣ回路が形成されている。半導体素子８５の表面に
はＩＣ回路と接続された電極パッドが形成されている。電極部８３は半導体素子８５の電
極パッドである。ピンワイヤ８４は円柱状のピン部８０ｄを有し、ピン部８０ｄの先端側
の直径Φａとピン部８０ｄの根元側の直径Φｂとはほぼ等しい。ピンワイヤ８４の膨大部
８０ａはピン部８０ｄの直径Φａ、Φｂよりも大きく、ピン部８０ｄの長さｔはピン部８
０ｄの直径Φａ、Φｂよりも大きい。
【００７２】
図３１は種々のピンワイヤの例を示す図である。ピンワイヤ８４Ａはピン部８０ｄの直径
Φａ、Φｂが３０μｍの例である。ピンワイヤ８４Ｂはピン部８０ｄの直径Φａ、Φｂが
５０μｍの例である。ピンワイヤ８４Ｃはピン部８０ｄの直径Φａ、Φｂが７０μｍの例
である。このように、金属ワイヤ８０を選択することによって、所望の大きさ及び長さ、
及び材質のピンワイヤ８４Ｂを得ることができる。
【００７３】
ピンワイヤ８４（８４Ａ、８４Ｂ、８４Ｃ）を得るための金属ワイヤ８０の材質、ワイヤ
径（ピン径）、ピン長さ、膨大部８０ａのサイズには実質的に制限がなく、さらに、フリ
ップチップ用はんだボールやスタッドバンプを使用する場合と比べ、ピンワイヤ８４（８
４Ａ、８４Ｂ、８４Ｃ）を非常に低コストで形成することができる。また、ピン部８０ｄ
の長さを自由に変えることができることから、フィラー径との関係でフリップチップタイ
プでは使うことが困難とされていたトランスファーモールドによる一括封止も可能になる
。
【００７４】
図３２（Ａ）は図２７から図３０を参照して説明したピンワイヤ８４を有する半導体素子
８５を示す図である。図３０では１つのピンワイヤ８４のみが示されているが、図３２（
Ａ）に示されるように、半導体素子８５は通常多数の電極部（電極パッド）８３を有し、
ピンワイヤ８４は各電極部８３に接合される。多数のピンワイヤ８４は全てほぼ一様な長
さを有する。ピンワイヤ８４は半導体素子８５の表面に対して垂直に、非常に狭いピッチ
で配置されることができる。ピンワイヤ８４は外部端子となる。
【００７５】
図３２（Ｂ）は図３２（Ａ）の半導体素子８５に樹脂８６で樹脂封止を行い、半導体パッ
ケージとした例を示す。ピンワイヤ８４は樹脂８６の表面から突出して外部端子となる。
図３３（Ａ）は再配線技術により形成された再配線電極８３Ａにピンワイヤ８４を接合し
た半導体素子８５を示す図である。この場合にも、多数のピンワイヤ８４は全てほぼ一様
な長さを有し、外部端子となる。
【００７６】
図３３（Ｂ）は図３３（Ａ）の半導体素子８５に樹脂８６で樹脂封止を行い、半導体パッ
ケージとした例を示す。ピンワイヤ８４は樹脂８６の表面から突出して外部端子となる。
図３４（Ａ）から図３４（Ｃ）は再配線電極８３Ａにピンワイヤ８４を接合した半導体素
子８５の詳細を示す図である。図３４（Ａ）において、半導体素子８５はＩＣ回路に直接
に接続された電極パッド８８Ａを有し、絶縁層８７が半導体素子８５を覆って形成される
。柱状電極８８Ｂ及び導電膜８８Ｃが絶縁層８７を通って電極パッド８８Ａに接続され、
再配線電極８３Ａは適切な配置パターンで導電膜８８Ｃに接続される。各再配線電極８３
Ａは各電極パッド８８Ａに接続されているが、再配線電極８３Ａの位置は電極パッド８８
Ａの位置とは異なっている。
【００７７】
図３４（Ｂ）において、ピンワイヤ８４が再配線電極８３Ａに接合される。図３４（Ｃ）
において、半導体素子８５は樹脂８６で樹脂封止され、半導体パッケージとなる。
ワイヤボンディング技術を使用したピンワイヤ８４の形成は再配線電極（電極部）８３Ａ
を含む回路面に与えるダメージが少ないため、ピンワイヤ８４は、半導体素子８５の電極
パッドだけでなく、再配線技術により形成された電極８３Ａに接合されるのに適している
。このため、ピンワイヤ８４を有する複数の半導体素子を積み重ねた半導体装置を得るこ
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ともできる。さらに、ピン部８０ｄの長さｔがピン部８０ｄの直径Φａ及びΦｂを超えな
い条件において、ピン部８０ｄの長さｔとピン部８０ｄの直径ΦａやΦｂは自由に長さや
大きさを選択することができる。上記の特徴から、ダメージレス接合やチップスタック化
、フレキシブルボンディング、低コストであるトランスファーモールド一括封止などが可
能となり、軽量、小型だけでなく高速動作可能で複数の高い機能を備えた半導体装置を低
コストで得ることができる。
【００７８】
図３５（Ａ）及び図３５（Ｂ）はピンワイヤ８４の変形例を示す図である。図３５（Ａ）
はピンワイヤ８４が屈曲した形状の例を示す。図３５（Ｂ）はピンワイヤ８４が斜めに接
合された例を示す。このような変形ピンワイヤ８４は半導体素子８５側から荷重をかける
ことによって得られる。このような変形ピンワイヤ８４は応力吸収しやすくなる利点があ
る。
【００７９】
図３６はピンワイヤ８４を有する半導体装置の他の例を示す図である。この例では、図３
２（Ａ）に示される半導体素子８５がそれに接合されたピンワイヤ８４によってインター
ポーザ８９に搭載されている。ピンワイヤ８４は垂直に曲げられ、インターポーザ８９の
対応する電極（図示せず）との接触面積を増加させるようになっている。さらに、ピンワ
イヤ８４はインターポーザ８９の対応する電極との間に導電材料９０が配置され、電気的
な接続をより確実にしている。なお、ピンワイヤ８４は垂直に曲げるのは、半導体素子８
５をインターポーザ８９に対して横方向に動かすことによって達成される。
【００８０】
図３７はピンワイヤ８４を有する半導体装置の他の例を示す図である。この例では、図３
３（Ｂ）に示される半導体素子８５がそれに接合されたピンワイヤ８４によってマザーボ
ード９１に搭載されている。ピンワイヤ８４は垂直に曲げられ、マザーボード９１の対応
する電極（図示せず）との接触面積を増加させるようになっている。さらに、ピンワイヤ
８４はマザーボード９１の対応する電極との間に導電材料９０が配置され、電気的な接続
をより確実にしている。
【００８１】
図３８（Ａ）及び図３８（Ｃ）はピンワイヤの先端に導電材料を付着させ、インターポー
ザ又はマザーボードに接着し、熱を加えることによって接合した半導体装置の例を示す図
である。図３８（Ａ）においては、半導体素子８５に設けられたピンワイヤ８４を槽９０
Ａの導電材料９０に漬けることによって導電材料９０を付着させる。図３８（Ｂ）におい
ては、半導体素子８５に設けられたピンワイヤ８４を形成板９０Ｂの凹部９０Ｃの導電材
料９０に漬けることによって導電材料９０を付着させる。図３８（Ｃ）は、ピンワイヤ８
４及び導電材料９０を有する半導体素子８５をインターポーザ８９又はマザーボード９１
に搭載するところを示す。図３８（Ｂ）の方法では導電性材料の濡れ量の管理が容易であ
るという利点がある。
【００８２】
図３９は熱圧着によるピンワイヤの接合の例を示す図である。半導体素子８５に設けられ
たピンワイヤ８４をヒータ９２上に置かれたインターポーザ８９又はマザーボード９１に
搭載する。半導体素子８５には図に矢印で示される力を付加しながら、熱をかけて、ピン
ワイヤ８４をインターポーザ８９又はマザーボード９１の対応する電極（図示せず）に接
合させる。熱圧着による金属結合の場合には接合部の密着性は非常に高い。
【００８３】
図５４は印刷によるピンワイヤの接合の例を示す。図５４（Ａ）において、印刷マスク９
０Ｃを用いて導電材料９０をインターポーザ８９又はマザーボード９１の対応する電極に
印刷する。図８５（Ｂ）において、半導体素子８５に設けられたピンワイヤ８４を導電材
料に接合する。
図４０（Ａ）及び図４０（Ｂ）はピンワイヤ８４の直径を変えることによるインピーダン
スマッチングの例を示す図である。インターポーザ８９はランド８９Ａ及びランド８９Ａ
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からピンワイヤ８４に接続される電極まで延びる配線８９Ｂを有する。インターポーザ８
９側の設計により、配線８９Ｂの長さが変わることがある。図４０（Ａ）に示される配線
８９Ｂの長さは、図４０（Ｂ）に示される配線８９Ｂの長さよりも長い。このような場合
には、図４０（Ａ）に示されるピンワイヤ８４の直径を太くし、図４０（Ｂ）に示される
ピンワイヤ８４の直径を補足することにより、インピーダンスマッチングを達成すること
ができる。
【００８４】
図４１（Ａ）及び図４１（Ｂ）はピンワイヤ８４の直径を変えることによるインピーダン
スマッチングの例を示す図である。この例では、図４０（Ａ）に示される長い配線８９Ｂ
の場合にはピンワイヤ８４の膨大部８０ａの太さを太くし、図４０（Ｂ）に示される短い
配線８９Ｂの場合にはピンワイヤ８４の膨大部８０ａの太さを小さくする。
【００８５】
このように、数ＭＨｚ帯の高速半導体デバイスにおいて問題となっている各配線間の信号
遅れを低減するために、配線が長い場合には、ワイヤ径を太くしたり、膨大部を大きくし
たりして相対的な抵抗値を下げ、各配線間のインピーダンスの値を調整し、信号遅れを少
なくする。
図４２（Ａ）から図４２（Ｅ）はメッキ部によりピンワイヤを接合した半導体装置の例を
示す図である。図４２（Ａ）において、凹部９３Ａを形成したリードフレーム９３を準備
し、図４２（Ｂ）において、凹部９３Ａの表面にメッキしてメッキ部９３Ｂを形成する。
図４２（Ｃ）において、半導体素子８５のピンワイヤ８４の先端をメッキ部９３Ｂに接合
する。熱圧着により、ピンワイヤ８４の先端はメッキ部９３Ｂに簡単に接合する。図４２
（Ｄ）において、半導体素子８５を樹脂９４により樹脂封止する。樹脂９４は半導体素子
８５とリードフレーム９３との間の空間を埋める。それから、図４２（Ｅ）において、リ
ードフレーム９３を化学的なエッチングにより溶かし、メッキ部９３Ｂを露出させる。メ
ッキ部９３Ｂはピンワイヤ８４の先端に付着している。このようにして、メッキ部９３Ｂ
はピンワイヤ８４とともに外部端子となる。この技術はフェイスアップタイプのＢＣＣ（
Bump Chip Carrier ）パッケージと比較して、小型化、ファインピッチ化、高速化を実現
できる。
【００８６】
図４３はピンワイヤを有する半導体装置の一例を示す図である。図４３（Ａ）は、図３８
、図３９又は図５４に示されるように半導体素子８５が導電材料９０を付着させたピンワ
イヤ８４によりインターポーザ８９に搭載された例を示す。図４３（Ｂ）は図４３（Ａ）
に示される半導体装置にトランスファーモールドする例を示す。樹脂９４を金型９５に流
し込む。ピンワイヤ８４が高い密度で配置されている場合でも、トランスファーモールド
を行うことができる。図４３（Ｃ）においては、金型９５を除去し、インターポーザ８９
の反対面側に金属ボール９６を接合して、半導体パッケージを完成する。
【００８７】
図４４は樹脂封止の他の例を示す図である。図４３（Ｂ）のトランスファーモールドの代
わりに、図４４に示されるようにポッティングにより樹脂封止を行うこともできる。
図４５は半導体装置の一例を示す平面図である。図４６は図４５の平面的に配置された複
数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。図４５（Ａ）及び図４６（Ａ）に
おいて、それぞれにピンワイヤ８４を有する複数の半導体素子８５が金属板９７に平面的
に配置される。ピンワイヤ８４には導電材料９０を付着させてある。複数の半導体素子８
５は接着剤９８によって金属板９７に固定される。図４６（Ｂ）において、複数の半導体
素子８５はピンワイヤ８４によりインターポーザ８９に搭載される。図４６（Ｃ）におい
て、半導体素子８５を樹脂９４により樹脂封止し、インターポーザ８９の反対面側に金属
ボール９６を接合して、半導体パッケージを完成する。図４５（Ｂ）は金属ボール９６の
配置を示している。
【００８８】
図４７は立体的に配置された複数の半導体素子８５を含む半導体装置の例を示す図である
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。この例では、半導体素子８５Ａの回路面側と半導体素子８５Ｂの背面側は接着材により
固定、接着され、これらの半導体素子８５Ａ、８５Ｂはそれぞれにピンワイヤ８４を有す
る。半導体素子８５Ａ、８５Ｂはピンワイヤ８４によりインターポーザ８９に搭載される
。半導体素子８５Ａ、８５Ｂを樹脂９４により樹脂封止し、インターポーザ８９の反対面
側に金属ボール９６を接合して、半導体パッケージを完成する。
【００８９】
図４８は立体的に配置された複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。こ
の例では、半導体素子８５Ａはピンワイヤ８４及び例えば図３４（Ｃ）に示される再配線
電極８３Ａを有し、それぞれにピンワイヤ８４を有する半導体素子８５Ｂと半導体素子８
５Ｃとは背中合わせで互いに固定される。半導体素子８５Ｂのピンワイヤ８４は半導体素
子８５Ａの再配線電極８３Ａに接合される。一方、半導体素子８５Ａ、８５Ｂはピンワイ
ヤ８４によりインターポーザ８９に搭載される。半導体素子８５Ａ、８５Ｂを樹脂９４に
より樹脂封止し、インターポーザ８９の反対面側に金属ボール９６を接合して、半導体パ
ッケージを完成する。
【００９０】
図４９はスタックとして立体的に配置された複数の半導体装置を含む半導体装置の例を示
す図である。参照数字１００は半導体素子８５と、インターポーザ８９と、半導体素子８
５とインターポーザ８９とを樹脂封止する樹脂９４とからなる半導体装置（半導体パッケ
ージ）を示す。半導体素子８５とインターポーザ８９とは、図示しない適切な導体により
接続される。
【００９１】
図４９においては、３つの半導体装置（半導体パッケージ）１００がスタックとして立体
的に配置されている。各インターポーザ８９は樹脂９４から横方向に延びだし、インター
ポーザ８９の延びだした部分は電極部８３Ｂを有し、その電極部８３Ｂにはピンワイヤ８
４が接合されている。ピンワイヤ８４の電極部８３Ｂへの接合は上記したのと同様にして
行われる。上下関係で隣接する２つの半導体装置（半導体パッケージ）１００はピンワイ
ヤ８４によって接続されている。このように、パッケージとパッケージを積み重ねる際の
接続端子としてピンワイヤを適用すると、従来技術よりも伝送経路の短縮が図れるため高
速伝送に非常に有利となる。
【００９２】
図５０はスタックとして形成された立体的に配置された複数の半導体素子を含む半導体装
置の例を示す図である。図５０においては、３つの半導体装置（半導体パッケージ）１０
０がスタックとして立体的に配置されている。図５０では各半導体装置（半導体パッケー
ジ）１００の半導体素子８５とインターポーザ８９とがピンワイヤ８４によって接合され
、そして、インターポーザ８９の延びだした部分にもピンワイヤ８４が接合されている。
このようにして、ピンワイヤ８４は各半導体装置（半導体パッケージ）１００内に配置さ
れるばかりでなく、隣接する２つの半導体装置（半導体パッケージ）１００を接続する。
【００９３】
以上に説明した半導体素子５３及び半導体装置及び半導体パッケージにおいて、ピンワイ
ヤ８４の長さ及び直径は所望に応じて変えることができる。また、ピンワイヤ８４のの接
合は、半導体素子毎でも、ウエハレベルでも、パッケージとなった後でも作製できること
は当然ながら可能である。
図５１から図５３はピンワイヤを有する半導体装置の製造方法の一例を示す図である。図
５１（Ａ）においては、半導体ウエハ１０１を準備し、集積回路及び電極パッドの形成や
、必要に応じて再配線電極を形成する。図５１（Ｂ）においては、ピンワイヤ８４を半導
体ウエハ１０１の電極部（電極パッド又は再配線電極）８３に接合する。図５１（Ｃ）に
おいては、半導体ウエハ１０１のピンワイヤ８４とは反対側の表面に接着性テープ１０２
を貼りつける。
【００９４】
図５２において、半導体ウエハ１０１及び接着性テープ１０２を厚さ調整用の一対のロー



(16) JP 4526651 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

ラ１０３の間を走行させながら、半導体ウエハ１０１のピンワイヤ８４側の表面に樹脂１
０４がコーティングされたＰＥＴのシート１０５を貼りつける。低弾性樹脂のワニスが槽
１０６に入っている。ＰＥＴのシート１０５は槽１０６を通りながら半導体ウエハ１０１
のピンワイヤ８４側の表面に沿って走行する。低弾性樹脂のワニスは半導体ウエハ１０１
とＰＥＴのシート１０５との間にピンワイヤ８４の先端を突出させる程度に充填される。
乾燥した低弾性樹脂のワニスはモールド樹脂１０４となる。
【００９５】
図５３において、ＰＥＴのシート１０５を適当な時期に除去し、ダンシングして半導体ウ
エハ１０１を個々の半導体チップに分割する。分割された半導体チップはすでに樹脂封止
された半導体パッケージとなっている。最終的に個々の半導体チップは接着性テープ１０
２から除去される。この方法によれば、シートタイプの接着剤を貼り合わせる技術を応用
してできるため、作業工程数の低減と、設備的にも大幅なコストダウンができる。
【００９６】
図５５は複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。この例では、２つの半
導体素子８５Ａ、８５Ｂが１つのインターポーザ８９に搭載される。インターポーザ８９
は再配線電極８９Ｃを有する。再配線電極８９Ｃは半導体素子８５Ａ、８５Ｂの電極パッ
ドに対応して形成された第１の電極部分と、第１の電極部分に接続され且つ位置を変えて
配置された第２の電極部分とを有する。半導体素子８５Ａ、８５Ｂの電極パッドは再配線
電極８９Ｃの第１の電極部分に接続され、ピンワイヤ８４は再配線電極８９Ｃの第２の電
極部分に接合されている。こうして形成された半導体装置は樹脂９４により樹脂封止され
、ピンワイヤ８４は樹脂９４から突出している。
【００９７】
図５６は複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。この例では、２つの半
導体素子８５Ａ、８５Ｂが１つのインターポーザ８９に搭載される。インターポーザ８９
は再配線電極８９Ｃを有する。再配線電極８９Ｃは半導体素子８５Ａ、８５Ｂの電極パッ
ドに対応して形成された第１の電極部分と、第１の電極部分に接続され且つ位置を変えて
配置された第２の電極部分とを有する。ピンワイヤ８４は半導体素子８５Ａ、８５Ｂの電
極パッドに接合され、ピンワイヤ８４の先端は再配線電極８９Ｃの第１の電極部分に接続
される。金属ボール９６が再配線電極８９Ｃの第２の電極部分に接合されている。こうし
て形成された半導体装置は樹脂９４により樹脂封止され、金属ボール９６が外部天使とな
る。
【００９８】
図５７は複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。この例では、２つの半
導体素子８５Ａ、８５Ｂが１つのインターポーザ８９に搭載される。半導体素子８５Ａは
再配線電極８３Ａを有する。一群のピンワイヤ８４は半導体素子８５Ｂの電極パッドに接
合され、これらのピンワイヤ８４の先端が半導体素子８５Ａの一群の再配線電極８９Ｃに
接続される。他の一群のピンワイヤ８４は半導体素子８５Ａの一群の再配線電極８９Ｃに
接合される。こうして形成された半導体装置は樹脂９４により樹脂封止され、一群のピン
ワイヤ８４は樹脂９４から突出している。
【００９９】
図５８は複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。この例では、３つの半
導体素子８５Ａ、８５Ｂが１つのインターポーザ８９に搭載される。半導体素子８５Ａは
再配線電極８３Ａを有し、半導体素子８５Ｃも再配線電極８３Ａを有する。一群のピンワ
イヤ８４は半導体素子８５Ｂの電極パッドに接合され、これらのピンワイヤ８４の先端が
半導体素子８５Ｃの一群の再配線電極８３Ａに接続される。他の一群のピンワイヤ８４は
半導体素子８５Ｃの一群の再配線電極８３Ａに接合され、これらのピンワイヤ８４の先端
が半導体素子８５Ａの一群の再配線電極８３Ａに接続される。他の一群のピンワイヤ８４
は半導体素子８５Ａの一群の再配線電極８３Ａに接合される。こうして形成された半導体
装置は樹脂９４により樹脂封止され、一群のピンワイヤ８４は樹脂９４から突出している
。
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【０１００】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、熱応力に対して優れた耐久性のある半導体装置を
提供することができる。また、半導体素子に設けた柱状電極と外部端子間に発生する応力
を分散することができ、温度サイクルや機械的ストレスによる接合部分の信頼性を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例による半導体装置を示す部分断面斜視図である。
【図２】はんだボール付着前の図１の半導体装置を示す断面図である。
【図３】図１の半導体装置の変形例を示す図である。
【図４】図１の半導体装置を回路基板に取り付けた例を示す図である。
【図５】樹脂層の厚さと外部端子における応力との関係を示す図である。
【図６】ウエハに集積回路を形成し、はんだボールを付着し、そして個々の半導体装置に
分離する工程を含む半導体装置の製造方法の例を示す図である。
【図７】外部端子に膨大部を形成する工程を含む半導体装置の製造方法の例を示す図であ
る。
【図８】膨大部分を有する柱状電極の形成方法の例を示す図である。
【図９】図８の方法で形成された柱状電極を示す図である。
【図１０】膨大部分を有する柱状電極の形成方法の他の例を示す図である。
【図１１】柱状電極の形成方法の他の例を示す図である。
【図１２】柱状電極の形成方法の他の例を示す図である。
【図１３】柱状電極の形成方法の他の例を示す図である。
【図１４】本発明の第２実施例による半導体装置を示す部分断面図である。
【図１５】図１４の半導体装置の変形例を示す図である。
【図１６】図１４の半導体装置の変形例を示す図である。
【図１７】図１４の半導体装置の変形例の柱状電極の形成方法を示す図である。
【図１８】図１４の半導体装置の変形例を示す図である。
【図１９】図１８の半導体装置の変形例を示す図である。
【図２０】本発明の第３実施例による半導体装置を示す部分断面図である。
【図２１】図２０の半導体装置の変形例を示す図である。
【図２２】図１４から図２０の半導体装置の柱状電極の露出方法を示す図である。
【図２３】図２２の柱状電極の露出方法の一例を示す図である。
【図２４】図２２の柱状電極の露出方法の一例を示す図である。
【図２５】図２４の柱状電極の露出方法の変形例を示す図である。
【図２６】図２４の柱状電極の露出方法の変形例を示す図である。
【図２７】本発明の第４実施例によるピンワイヤを有する半導体装置の製造方法を示す図
である。
【図２８】図２７のハーフカット処理された金属ワイヤを示す拡大図である。
【図２９】図２７及び図２８の切断された金属ワイヤ（ピンワイヤ）を示す拡大側面図で
ある。
【図３０】ピンワイヤを有する半導体装置を示す略図である。
【図３１】種々のピンワイヤを示す図である。
【図３２】ピンワイヤを有する半導体装置の一例を示す図である。
【図３３】再配線電極及びピンワイヤを有する半導体装置の他の例を示す図である。
【図３４】図３３の半導体装置を形成する工程を示す詳細図である。
【図３５】ピンワイヤの変形例を示す図である。
【図３６】ピンワイヤを有する半導体装置の他の例を示す図である。
【図３７】ピンワイヤを有する半導体装置の他の例を示す図である。
【図３８】ピンワイヤの先端に導体材料を付着させた半導体装置の例を示す図であり、（
Ａ）は半導体素子に設けられたピンワイヤを槽の導電材料に漬けることによって導電材料
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を付着させることを示し、（Ｂ）は半導体素子に設けられたピンワイヤを形成板の凹部の
導電材料に漬けることによって導電材料を付着させることを示し、（Ｃ）はピンワイヤ及
び導電材料を有する半導体素子をインターポーザ又はマザーボードに搭載するところを示
す図である。
【図３９】熱圧着によるピンワイヤの接合の例を示す図である。
【図４０】ピンワイヤの直径を変えることによるインピーダンスマッチングの例を示す図
である。
【図４１】ピンワイヤの先端の膨大部の太さを変えることによるインピーダンスマッチン
グの例を示す図である。
【図４２】メッキ部によりピンワイヤを接合した半導体装置の例を示す図である。
【図４３】ピンワイヤを有する半導体装置の一例を示す図である。
【図４４】樹脂封止の他の例を示す図である。
【図４５】半導体装置の一例を示す平面図である。
【図４６】図４５の平面的に配置された複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図
である。
【図４７】立体的に配置された複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。
【図４８】立体的に配置された複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。
【図４９】スタックとして立体的に配置された複数の半導体装置を含む半導体装置の例を
示す図である。
【図５０】スタックとして立体的に配置された複数の半導体装置を含む半導体装置の例を
示す図である。
【図５１】ピンワイヤを有する半導体装置の製造方法の一例を示す図である。
【図５２】図５１の半導体装置に樹脂封止工程を示す図である。
【図５３】図５２の半導体装置のダイシング工程を示す図である。
【図５４】ピンワイヤを印刷により形成された導電材料に接合する例を示す図である。
【図５５】複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。
【図５６】複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。
【図５７】複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。
【図５８】複数の半導体素子を含む半導体装置の例を示す図である。
【符号の説明】
１０…半導体装置
１２…電極パッド
１４…半導体素子
１６…柱状電極
１６ａ…ワイヤ部分
１６ｂ…膨大部分
１８…樹脂層
２０…外部端子
２０ａ…はんだボール
２２…回路基板
２４…電極パッド
３０…ウエハ
３２…キャピラリ
３４…小塊
３６…ボンディングワイヤ
５０…再配線導体部分
８０…金属ワイヤ
８１…キャピラリ
８２…ハーフカット用工具
８３…電極部
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８４…ピンワイヤ
８５…半導体素子
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