
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面と裏面とを有し表面に複数の半導体チップの形成されたウエハの該表面を樹脂で封止
する工程と、
各チップに対応した位置情報を該ウエハの裏面の各チップの領域に捺印する第１の捺印工
程と、
各チップに電気的試験を行う工程と、
各チップに対応した該電気的試験の結果を該ウエハの裏面の各チップの領域に捺印する第
２の捺印工程と、
各チップに切りわけるダイシング工程とを有することを特徴とするウエハレベル半導体装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のチップやチップサイズパッケージ（以下ＣＳＰ）をウエハや基板上に形
成したウエハレベル半導体装置の製造方法及び半導体装置に関するものである。
【０００２】
樹脂等で封止された半導体パッケージの形状を半導体素子（以下チップ）に極力近づける
ために、チップ上に突起電極により形成された外部出力端子を設け、ウエハ状態で少なく
とも突起電極の側面を樹脂封止し、その後各チップに切断した構造の半導体パッケージが
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提案されている。（特開平１０－７９３６２参照　；　米国出願番号：０９／０２９，６
０８）
本発明は、このウエハレベル半導体装置の不良調査を行うのに用いる製造履歴を設ける方
法及びその方法を用いて製造された半導体装置に関する。
【０００３】
【従来の技術】
ウエハレベル半導体装置ではないタイプの半導体装置、つまりダイシングされ樹脂封止さ
れた後の半導体パッケージには、製造会社名・品種・製造ロット等の情報が半導体装置表
面の樹脂に捺印されていた。不良品が発生した際は、この捺印情報からその製造ロットの
履歴を追える様になっており、不良原因の特定に役立っている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来のウエハレベル半導体装置においても、上記と同様な情報が捺印されていた。
【０００５】
しかし、ウエハレベル半導体装置を含め、ウエハを用いた半導体装置の製造では、その製
造工程をすべてウエハの状態で行なうが、不良品がウエハ上のある特定の位置から発生す
る事がある。このような場合、ウエハのどの位置で障害が発生したかを突き止めたいが、
従来の製法ではチップ上に捺印されるわけではないので、ウエハのどこで不良が発生した
かを特定することはできない。
【０００６】
たとえチップ上に捺印したとしても、樹脂で封止された後でその捺印を確認しようとする
と、樹脂を溶かす作業が必要となり煩雑である。
【０００７】
従って本発明は、ウエハレベル半導体装置の製造方法において、ウエハ上に封止樹脂を形
成しても、捺印情報から不良調査のできる半導体装置の製造方法及びその手法を用いて製
造された半導体装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するために手段】
上記の課題は、以下の各独立項に対応した手段を講じることにより解決することができる
。
【０００９】
請求項１記載の発明は、表面と裏面とを有し表面に複数の半導体チップの形成されたウエ
ハの該表面を樹脂で封止する工程と、各チップに対応した位置情報を該ウエハの裏面の各
チップの領域に捺印する第１の捺印工程と、各チップに電気的試験を行う工程と、各チッ
プに対応した該電気的試験の結果を該ウエハの裏面の各チップの領域に捺印する第２の捺
印工程と、各チップに切りわけるダイシング工程とを有することを特徴とするウエハレベ
ル半導体装置の製造方法である。
【００１６】
上述の各手段は次のような作用を有する。
【００１７】
請求項１記載の製造方法により、ウエハから個々のチップを切り出すことなく、ウエハの
状態で樹脂封止及び電気的試験を行うので、ウエハの製造履歴とチップの製造履歴とを対
応させやすい。また、個々のチップにダイシングしてバラバラになる前にウエハの状態で
捺印を行なう事ができる。そのため、捺印時に製造情報を記載すればダイシング後の個々
のチップにそのチップのウエハ上の位置情報とともにチップの製造履歴も残る事になり、
不良品発生時にその原因究明が容易となり、トレーサビリティが向上する。
【００２４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明のウエハレベル半導体装置の製造方法の実施形態について図１～図５を用い
て説明する。
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【００２５】
本発明に用いられるウエハレベル半導体装置は、ウエハ上の各チップ上の電極に、Ｃｕ等
で形成された突起電極より形成された外部出力端子を設け、ウエハ状態で少なくも突起電
極の側面が樹脂封止されている。また、本発明に関するウエハレベル半導体装置は、その
表面に複数のチップが周知のウエハプロセスにより形成されているが、複数のＣＳＰを基
板上に形成して一括樹脂封止したものもウエハレベル半導体装置に含めている。
（第１実施形態）
図１は、本発明の第１実施形態を説明する図であり、（ａ），（ｂ）は、第１の実施形態
のウエハレベル半導体装置の樹脂封止工程を示す図である。
【００２６】
図中、１は、複数のＣＳＰもしくは通常のチップが形成された半導体ウエハを示している
。詳しくは、上記特開平１０－７９３６２に開示されている。
【００２７】
このウエハ１上に形成されたチップもしくはＣＳＰ上にはパッド電極が形成されており、
この上に銅等で形成された外部出力端子としての突起電極（以下ポストと呼ぶ。）が形成
される。ウエハ１の回路面上には封止樹脂が形成され、ウエハ表面に形成されたチップを
保護する。
【００２８】
封止樹脂は、以下の工程により形成される。
【００２９】
図１（ａ）に示されるように、上型金型５と下型金型６とにより構成される空間（キャビ
ティー）にウエハ１を置く。このキャビティーは、ウエハより少し大きいサイズになって
いる。上型金型５と下型金型６との間に樹脂を圧縮成形することにより、封止樹脂をウエ
ハ上に形成するが、金型からこれを取り出す時に離型が容易に行えるようにするために、
テンポラリーフィルム４を上金型に設けておく。
【００３０】
図１（ｂ）は、（ａ）の金型にセットされたウエハに樹脂を圧縮成形して封止樹脂３を形
成する工程を示す図である。
【００３１】
封止樹脂３を形成するには、まず樹脂タブレット（不図示）をウエハ中央に置き、上型・
下型金型に圧力を加えるとともに加熱し、樹脂タブレットをウエハ１上に押し広げて圧縮
成形を行う。これにより、ウエハ１の回路面側及び側面側を覆う封止樹脂３が形成される
。なお、上述した圧縮成形によらなくても、通常のトランスファーモールドを用いて樹脂
封止を行ってもよい。
【００３２】
次に、樹脂封止を終えた後のウエハに対し、捺印、試験、ダイシングを行う工程を図２（
ａ）～（ｄ）及び図３（ａ）を用いて説明する。
【００３３】
図２（ａ）は，前述した樹脂封止の終わった状態のウエハを示している。このウエハの回
路面と反対側のウエハ裏面３に対し、（ｂ）の工程で位置情報の捺印をウエハ裏面の各チ
ップの領域に行い、捺印２ａを形成する。これらの工程は、図３（ａ）に示されるステッ
プ４１，４２に相当する。
【００３４】
位置情報とは、捺印するチップがウエハのどの位置にあるかを示すものである。例えば、
ウエハに仮想のＸ－Ｙ軸を設け、その座標に対応する数字等の記号を捺印すれば、各チッ
プにウエハ上での位置情報を示せる。
【００３５】
上記の位置情報の捺印以外に、もちろん品種、ロットナンバー、製造週といった基本情報
もここで捺印してもよい。
【００３６】
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また、樹脂封止時に発生した不良に関する組立情報記憶装置４８（図３（ａ））に記憶さ
れている組立情報基づいて、この情報を捺印してもよい。組立情報には、圧縮成形時に生
じた封止樹脂の部分的な不良が、ウエハのどこで発生したかの位置情報等が含まれる。
【００３７】
捺印２は、レーザを用いて印字すればよい。ＹＡＧレーザ又はグリーンレーザを用い、そ
の出力はどちらも３００～５００ｍＷである。
【００３８】
次に、（ｃ）に示されるように、各チップに対し電気的な試験をウエハレベルで行う。各
チップに形成された外部電極としてのＣｕポスト１０に、プローブピン１２を接触させて
チップの試験を行う。プローブピン１２は数ピン単位で接触させても、チップの全ピン同
時に接触させてもよい。また、複数のチップ毎に接触させてもよく、ウエハ全てを一括し
て接触させることのできるウエハコンタクタを用いてもよい。これらの工程は、図３（ａ
）に示されるステップ４３に相当する。
【００３９】
電気的試験とは、各チップに対し内部の回路が正しく機能しているか否かを確かめる試験
であり、必要に応じて所定の温度環境下で行うバーンイン試験も行ってもよい。
【００４０】
この電気的試験の結果は、試験情報記憶装置４９に記憶される。この時、良品のデータは
、前記位置情報とともに記憶され良品マップデータを構成して記憶される。
【００４１】
この後、（ｄ）に示されるように、前記電気的試験の結果をウエハ裏面の各チップの領域
に捺印し、捺印２ｂを形成する。この工程は、図３（ａ）に示されるステップ４４に相当
する。
【００４２】
この試験の結果は、良品か不良品かを印字してもよく、また不良品は印字しなくてもよい
。また、良品の中でも所定のランクに分けて印字してもよい。
【００４３】
最後に、（ｄ）に示されるように、各チップ毎にダイシングソーにより切りわけられ、（
ｅ）に示されるように、個々の半導体パッケージとなる。そして、前述の捺印された情報
に基づいて、半導体パッケージの良品のみを選別して出荷する。これらの工程は、図３（
ａ）に示されるステップ４５，４６，４７に相当する。
【００４４】
この選別は、前記良品マップデータを使用するが、その良品のみが選別されていることの
確認は、ウエハ内の位置情報に基づき、マップデータを参照することでトレースすること
が可能である。また不良品が良品と視覚的に区別できる捺印を行うことにより、容易に判
別することも可能である。
【００４５】
以上説明したように、ウエハから個々のチップを切り出すことなく、ウエハの状態で樹脂
封止及び電気的試験を行うので、ウエハの製造履歴とチップの製造履歴とを対応させやす
い。また本実施形態によれば、個々のチップにダイシングしてバラバラになる前にウエハ
の状態で捺印を行なう事ができる。そのため、捺印時に製造情報を記載すればダイシング
後の個々のチップにそのチップのウエハ上の位置情報とともにチップの製造履歴も残る事
になり、不良品発生時にその原因究明が容易となり、不良調査のトレーサビリティが向上
する。
（第２実施形態）
図３（ｂ）は、本発明の第２実施形態を説明する図である。
【００４６】
図３（ａ）との違いは、位置情報の捺印をウエハレベル状態での電気的試験５２を行う前
に行うのではなく、その後に行う点である。
【００４７】
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このように本実施形態では、位置情報の捺印と電気的試験の結果の捺印とを同じ工程で行
うことにより、捺印工程を図３（ａ）のように２回行うより効率的に捺印できる。
（第３実施形態）
図４は本発明の第３実施形態を説明する図である。
【００４８】
この実施形態は、図２で説明したウエハの両面を樹脂３ａ，３ｂで封止したものである。
【００４９】
はじめに（ａ）に示されるように、回路面側を樹脂３ａで封止し、反対側の面を樹脂３ｂ
で封止する。これは図１で示した封止方法をウエハをひっくり返して２度行えばよい。
【００５０】
次に、（ｂ）に示されるように、第１実施形態と同様に位置情報の捺印を回路面の反対側
の樹脂３ｂに対して行い、捺印２を形成する。
【００５１】
次に、（ｃ）に示されるように、第１実施形態と同様の電気的試験を回路面の樹脂３ａか
ら露出したＣｕポスト１０にプローブ１２を接触させて行う。
【００５２】
最後に、（ｄ）に示されるように、第１実施形態と同様に電気的試験の結果を樹脂３ｂに
対して捺印する。残りの工程は第１実施形態と同様に行えばよい。
【００５３】
捺印工程は、第２実施例のように、位置情報と電気的試験の結果とを両方同時に捺印して
もよい。
【００５４】
以上のようにウエハの両面を樹脂で封止し、樹脂面に捺印することにより、樹脂面に捺印
を印字する既存の設備により樹脂面に捺印することができる。
（第４実施形態）
図５は、本発明の第４実施形態を説明する図である。
【００５５】
この実施形態は、図４で説明したウエハの回路面と反対側の面を耐熱性有機材の樹脂シー
ト７、例えばポリイミドで形成したものである。
【００５６】
はじめに、回路面側を樹脂３ａで封止する。
【００５７】
次に、第１実施形態と同様に位置情報の捺印を樹脂シート７に対して行う。
【００５８】
次に、第１実施形態と同様の電気的試験を回路面の樹脂３ａから露出したＣｕポストにプ
ローブを接触させて行い、その結果を樹脂シート７に対して捺印を行う。その後この樹脂
シートをウエハの回路面と反対側の面に貼り付ける。残りの工程は第１実施形態と同様に
行い、各チップにダイシングする。
【００５９】
このような樹脂シートを用いることにより、樹脂シートを貼るだけで捺印された半導体パ
ッケージを構成することができ、短時間で捺印を行うことができる。
【００６０】
捺印工程は、第２実施形態のように、位置情報と電気的試験の結果とを両方同時に樹脂シ
ート７に捺印し、その後捺印された樹脂シートをウエハの裏面に貼り付けてもよい。
【００６１】
こうすれば、位置情報と電気的試験の結果に関する捺印情報は、第１実施形態のように一
時的に記憶する必要がなく、電気的試験と同時にその結果を樹脂シートに捺印することも
できる。
【００６２】
また、樹脂シートに予めチップの位置情報を示す数字や記号を印字しておき、それを図２
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（ａ）の状態のウエハ裏面に貼り付けてもよい。この場合、電気的試験の結果は捺印しな
いこととなる。電気的試験の結果は、チップの位置情報とともにそれを記憶装置に記憶し
ておけば、樹脂シートに試験の結果を捺印する必要はない。こうすれば、試験結果の捺印
工程を省略することができ、工程の短縮を図ることができる。
【００６３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のウエーハレベル半導体装置の製造方法を用いれば、ダイシ
ングされた半導体パッケージに内部のチップがウエハのどこに位置していたかの情報が捺
印されるので、不良調査のトレーサビィリティ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実施形態の製造工程を説明する図である。
【図２】本発明の第１実施形態の製造工程を説明する図である。
【図３】本発明の第１及び２実施形態の製造工程を説明する図である。
【図４】本発明の第３実施形態の製造工程を説明する図である。
【図５】本発明の第４実施形態の製造工程を説明する図である。
【符号の説明】
１…………ウエーハ　　　　　　　　２…………捺印
３…………封止樹脂　　　　　　　　４…………テンポラリーフィルム
５…………上型金型　　　　　　　　６…………下型金型
７…………樹脂シート　　　　　　　１０………Ｃｕポスト

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(6) JP 3610887 B2 2005.1.19



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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