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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面から裏面にかけて貫通する第１の開口を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の表面に形成され、前記第１の開口と連続した第２の開口を有する第１
の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に形成され、前記第２の開口で露出された１つのパッド電極からな
る第１の配線と、
　前記第１の開口内における前記半導体基板の側壁及び裏面を被覆し、前記半導体基板の
表面の端部から前記第１の開口の内側の方向に突出し、前記第１の絶縁膜上に存在する突
出部を有し、無機材料と有機材料とが積層された構造を有する第２の絶縁膜と、
　前記第２の開口内において前記第１の配線と接触し、前記第１の絶縁膜及び前記第２の
絶縁膜上に形成された第２の配線とを備え、前記第２の開口の開口径は前記第１の開口の
底部開口径よりも小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体基板の表面上に支持体が貼り合わされた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】
　前記第１の開口の開口径は、前記半導体基板の表面から裏面にかけて大きくなっている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
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　前記第２の配線にボール状端子を具備することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
１項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　表面に第１の絶縁膜を介して第１の配線が形成された半導体基板を準備し、
　前記第１の配線に対応する位置であって、前記半導体基板の裏面から表面の方向に前記
半導体基板をエッチングすることで、前記第１の絶縁膜を一部露出させる第１の開口を備
える前記半導体基板を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜をエッチングすることで前記第１の配線を露出させ、前記第１の開口
に連続した第２の開口を備える第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記半導体基板を再度エッチングすることで、前記第１の開口の底部開口径をより大き
い開口径に拡張する工程と、
　前記第１の開口における前記半導体基板の側壁及び裏面を被覆する第２の絶縁膜を形成
する工程と、
　前記第１及び第２の開口内に前記第１の配線に接続された第２の配線を形成する工程と
、を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記半導体基板の表面上に支持体を貼り合せる工程を有することを特徴とする請求項５
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第２の絶縁膜を形成する工程が、無機もしくは有機の絶縁膜を形成する工程である
か、またはそれらを積層形成する工程であることを特徴とする請求項５または６に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第２の絶縁膜を形成する工程において、
　レジスト膜をマスクとして前記第２の絶縁膜をエッチングすることを特徴とする請求項
５乃至７のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第２の絶縁膜を形成する工程において、レジスト膜をマスクとして用いないで前記
第２の絶縁膜をエッチングすることを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１項に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２の配線に接続されるボール状端子を形成する工程を具備することを特徴とする
請求項５乃至９のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記半導体基板を複数の半導体チップに分割する工程を具備することを特徴とする請求
項５乃至１０のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記第１の開口の開口径が前記半導体基板の表面から裏面にかけて大きくなるように形
成することを特徴とする請求項５乃至１１のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置の歩留まり及び信頼性を高めるために有用な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パッケージ技術として、ＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）が注目
されている。ＣＳＰとは、半導体チップの外形寸法とほぼ同サイズの外形寸法を有する小
型パッケージをいう。従来より、ＣＳＰの一種として、ＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａ
ｒｒａｙ）型の半導体装置が知られている。このＢＧＡ型の半導体装置は、半田等の金属
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部材からなるボール状の導電端子をパッケージの一主面上に格子状に複数配列し、パッケ
ージの他方の面上に形成される半導体チップと電気的に接続したものである。
【０００３】
　そして、このＢＧＡ型の半導体装置を電子機器に組み込む際には、各導電端子をプリン
ト基板上の配線パターンに圧着することで、半導体チップとプリント基板上に搭載される
外部回路とを電気的に接続している。
【０００４】
　このようなＢＧＡ型の半導体装置は、側部に突出したリードピンを有するＳＯＰ（Ｓｍ
ａｌｌ　Ｏｕｔｌｉｎｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）やＱＦＰ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃｋａ
ｇｅ）等の他のＣＳＰ型の半導体装置に比べて、多数の導電端子を設けることができ、し
かも小型化できるという長所を有する。このＢＧＡ型の半導体装置は、例えば携帯電話機
に搭載されるデジタルカメラのイメージセンサチップとしての用途がある。
【０００５】
　図１０は従来のＢＧＡ型の半導体装置の概略構成を成すものであり、図１０（Ａ）は、
このＢＧＡ型の半導体装置の表面側の斜視図である。また、図１０（Ｂ）はこのＢＧＡ型
の半導体装置の裏面側の斜視図である。
【０００６】
　ＢＧＡ型の半導体装置１００は、第１及び第２のガラス基板１０４ａ、１０４ｂの間に
半導体チップ１０１が樹脂１０５ａ、１０５ｂを介して封止されている。第２のガラス基
板１０４ｂの一主面上、即ちＢＧＡ型の半導体装置１００の裏面上には、ボール状の端子
（以下、導電端子１１１と称す）が格子状に複数配置されている。この導電端子１１１は
、第２の配線１０９を介して半導体チップ１へと接続される。複数の第２の配線１０９に
は、それぞれ半導体チップ１０１の内部から引き出されたアルミニウム配線が接続されて
おり、各導電端子１１１と半導体チップ１０１との電気的接続がなされている。
【０００７】
　このＢＧＡ型の半導体装置１００の断面構造について、図１１を参照して更に詳しく説
明する。図１１は境界（スクライブラインもしくはダイシングラインとも呼ばれる）に沿
って、個々のチップに分断されたＢＧＡ型の半導体装置１００の断面図を示している。
【０００８】
　図１１に示すように前記半導体チップ１０１の表面に配置された絶縁膜１０２上に第１
の配線１０３が設けられている。この半導体チップ１０１は樹脂１０５ａによって第１の
ガラス基板１０４ａと接着されている。また、この半導体チップ１０１の裏面は、樹脂１
０５ｂによって第２のガラス基板１０４ｂと接着されている。そして、第１の配線１０３
の一端は第２の配線１０９と接続されている。この第２の配線１０９は、第１の配線１０
３の一端から第２のガラス基板１０４ｂの表面に延在している。そして、第２のガラス基
板１０４ｂ上に延在した第２の配線１０９上には、ボール状の導電端子１１１が形成され
ている。
【０００９】
　上述した技術は、以下の特許文献１に記載されている。
【００１０】
　また、半導体ウエハの裏面側の第２のガラス基板を使用しない技術は、本出願人が先に
発明した以下の特許文献２に記載されている。
【００１１】
　特に、半導体チップに１枚の支持体が接着された場合のＢＧＡ型の半導体装置の製造方
法について、図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１２乃至図１４は、イメージセンサチップに適用可能な従来例に係るＢＧＡ型の半導
体装置の製造方法を示す断面図である。
【００１３】
　最初に、図１２に示すように半導体基板３０上の表面に、シリコン酸化膜またはシリコ
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ン窒化膜等から成る第１の絶縁膜３１を介してアルミニウム層もしくはアルミニウム合金
層から成る第１の配線３２を形成する。そして、第１の配線３２を含む半導体基板３０上
にエポキシ樹脂から成る接着剤３３を介して、例えばガラス基板３４を接着する。
【００１４】
　次に、図１３に示すように第１の配線３２に対応する半導体基板３０の裏面に開口部を
有したレジスト膜（図示せず）を形成し、これをマスクにしてドライエッチングを半導体
基板３０に対して行い、更に絶縁膜３１をエッチングして半導体基板３０の裏面から第１
の配線３２に到達する開口３５を形成する。
【００１５】
　そして、開口３５内を含む半導体基板３０の裏面に第２の絶縁膜３６を形成し、当該第
２の絶縁膜３６をエッチングして前記第１の配線３２の表面を露出させた後に、図１４に
示すように当該第２の絶縁膜３６を介して前記第１の配線３２に接続された配線層３７を
形成する。さらに、配線層３７上に保護層（図示せず）を形成し、保護層の所定位置に開
口を設けて配線層３７とコンタクトするボール状端子３８を形成する。
【００１６】
　その後、図示しないが、半導体基板及びそれに積層された上記各層を切断して、個々の
半導体チップに分離する。こうして、第１の配線３２とボール状端子３８とが電気的に接
続されたＢＧＡ型の半導体装置が形成される。
【特許文献１】特許公表２００２－５１２４３６号公報
【特許文献２】特開２００４－８０００６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかし、上記半導体装置の製造途中において、前記第２の絶縁膜３６の成膜時の状態や
当該第２の絶縁膜３６の成膜後に第１の配線３２の表面を露出させるために行われる第２
の絶縁膜３６のエッチング時の状態により、例えば、図１４に示すように第２の絶縁膜３
６の膜厚が薄くなることで、絶縁耐圧性が低下したり、前記開口３５を介して処理薬液等
がシリコン端部から半導体装置内部に浸入することで、前記第１の配線３２に腐食が発生
するといった問題があった。特に、図１４に示すように開口３５の底部や側壁部への絶縁
膜の成膜膜厚は半導体基板３０の裏面に比べて薄くなる特徴があるため、被覆不良箇所Ａ
が存在することがあった。
【００１８】
　そのため、製造後の水分等の浸入に対する耐性が低下するおそれがあった。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　そこで、本発明の半導体装置は、表面から裏面にかけて貫通する第１の開口を有する半
導体基板と、前記半導体基板の表面に形成され、前記第１の開口と連続した第２の開口を
有する第１の絶縁膜と前記第１の絶縁膜上に形成され、前記第２の開口で露出された１つ
のパッド電極からなる第１の配線と、前記第１の開口内における前記半導体基板の側壁及
び裏面を被覆し、前記半導体基板の表面の端部から前記第１の開口の内側の方向に突出し
、前記第１の絶縁膜上に存在する突出部を有し、無機材料と有機材料とが積層された構造
を有する第２の絶縁膜と、前記第２の開口内において前記第１の配線と接触し、前記第１
の絶縁膜及び前記第２の絶縁膜上に形成された第２の配線とを備え、前記第２の開口の開
口径は前記第１の開口の底部開口径よりも小さいことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、表面に第１の絶縁膜を介して第１の配線が形
成された半導体基板を準備し、前記第１の配線に対応する位置であって、前記半導体基板
の裏面から表面の方向に前記半導体基板をエッチングすることで、前記第１の絶縁膜を一
部露出させる第１の開口を備える前記半導体基板を形成する工程と、前記第１の絶縁膜を
エッチングすることで前記第１の配線を露出させ、前記第１の開口に連続した第２の開口
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を備える第１の絶縁膜を形成する工程と、前記半導体基板を再度エッチングすることで、
前記第１の開口の底部開口径をより大きい開口径に拡張する工程と、前記第１の開口にお
ける前記半導体基板の側壁及び裏面を被覆する第２の絶縁膜を形成する工程と、前記第１
及び第２の開口内に前記第１の配線に接続された第２の配線を形成する工程と、を具備す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、半導体基板と第１の絶縁膜をエッチングして第１の配線を露出させる
第１及び第２の開口を形成した後に、前記半導体基板をエッチングして当該第１の開口の
開口径をより広い開口径に拡張することで、後の第２の絶縁膜のパターニング工程におい
て、パターニングされた第２の絶縁膜のエッチング端部が、第１の絶縁膜上に存在するこ
とになり、絶縁耐性が向上すると共に、製造途中におけるシリコン端部からの薬液等の浸
入や、製造後の水分等の浸入を抑止でき、第１の配線への腐食の発生を抑止することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明による半導体装置及びその製造方法を、図１乃至図９を参照しながら説明
る。
【００２３】
　図１乃至図９は、イメージセンサチップに適用可能なＢＧＡ型の半導体装置の製造方法
を示す断面図である。
【００２４】
　最初に、図１に示すように例えばシリコン等の半導体ウエハから成る半導体基板１を用
意する。この半導体基板１は、例えばＣＣＤのイメージセンサや半導体メモリ等のデバイ
スを、半導体のプロセスにより形成したものである。この半導体基板１の表面に、例えば
シリコン酸化膜やシリコン窒化膜等から成る第１の絶縁膜２を介してアルミニウム、アル
ミニウム合金または銅等から成る第１の配線３を形成する。ここで、前記第１の配線３は
外部接続用のパッド電極であって、半導体装置の図示しない回路と電気的に接続されてい
る。また、前記第１の配線３を含む半導体基板１上は、例えばシリコン酸化膜やシリコン
窒化膜等から成るパッシベーション膜により被覆されている。
【００２５】
　そして、前記第１の配線３を含む半導体基板１上にエポキシ樹脂等から成る透明な接着
剤４を介して、例えばガラス基板やセラミックや石英，プラスチック，樹脂（例えばレジ
ストやエポキシ樹脂）等から成る支持体５を接着する。尚、前記接着剤４としては、前記
イメージセンサ用途でなければ、透明である必要は無く、更には透明もしくは不透明に関
係なく、レジスト樹脂やアクリル樹脂等を用いてもよい。
【００２６】
　次に、第１の配線３に対応する半導体基板１の裏面に開口部を有した第１のレジスト膜
６を形成し、図２に示すように当該レジスト膜６をマスクにして前記半導体基板１をドラ
イエッチングして、半導体基板１の裏面から前記第１の絶縁膜２を露出させる第１の開口
７Ａを形成する。
【００２７】
　続いて、図３に示すように前記レジスト膜６を除去した後に、前記第１の開口７Ａから
露出した前記絶縁膜２をエッチングして前記第１の配線３の表面を露出させる第２の開口
８を形成する。尚、前記第２の開口８を形成した後に、当該レジスト膜６を除去しても良
い。
【００２８】
　次に、図４に示すように前記半導体基板１をエッチングして前記第１の開口７Ａの開口
径を拡張し、より広い開口径を有する第１の開口７Ｂを形成する。ここで、本実施形態で
は、第１の開口７Ｂの上部開口径Ｌ１はおよそ１５０μｍ、底部開口径Ｌ２はおよそ６０
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μｍ、そして第２の開口８の開口径Ｌ３はおよそ３０μｍとなるように形成している。
【００２９】
　続いて、図５に示すように前記第１及び第２の開口７Ｂ，８を介して前記第１の配線３
を含む半導体基板１の裏面に第２の絶縁膜１０を形成する。ここで、本実施形態では、当
該第２の絶縁膜１０として無機の絶縁膜を形成している。この無機の絶縁膜として、例え
ば低温ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法によるＴＥＯ
Ｓ膜を形成している。ここで、無機の絶縁膜は、一般的にその被覆性がよく三次元構造に
おいても安定した被覆形状を達成することができる。尚、本工程において形成する絶縁膜
としては、無機の絶縁膜に限定されず、例えばエポキシ系樹脂の有機の絶縁膜を形成する
ものであっても構わない。ここで、有機の絶縁膜は、一般的にその表面が滑らかであり、
その上に成膜される金属膜（後述する第２の配線１２）の被覆性向上に効果的である。
【００３０】
　次に、図６に示すように前記半導体基板１の裏面に形成した第２のレジスト膜１１をマ
スクにして、前記第１の配線３を被覆する第２の絶縁膜１０をエッチングして、当該第１
の配線３を露出させる。
【００３１】
　尚、前記第２の絶縁膜１０を形成する工程において、図９に示すように無機の絶縁膜１
０ａを形成し、続けて有機の絶縁膜１０ｂを形成し、これらの積層膜をエッチングして前
記第１の配線３を露出させるものであっても良い。これにより、上述した無機の絶縁膜と
有機の絶縁膜のそれぞれの利点を併せ持つとともに、積層構造を採用することで、耐圧向
上を図ることができる。
【００３２】
　ここで、前記第２の絶縁膜１０や、無機の絶縁膜１０ａ及び有機の絶縁膜１０ｂのエッ
チング工程において、本実施形態ではレジスト膜１１を用いてパターニングしているが、
本発明はこれに制限されず、例えば前記第１、第２の開口７Ｂ，８の底部、側壁部、半導
体基板１の裏面に成膜される当該絶縁膜１０，１０ａ，１０ｂの膜厚の差を利用すること
で、レジスト膜をマスクとして用いないエッチング工程であっても良い。即ち、前記絶縁
膜１０，１０ａ，１０ｂの膜厚は、半導体基板１の裏面が一番厚く、当該半導体基板１か
ら側壁部、そして側壁部から底部に向うにしたがって薄くなる傾向を利用して、底部に成
膜された前記絶縁膜１０，１０ａ，１０ｂが除去されて第１の配線３が露出されたとして
も、前記側壁部や半導体基板１の裏面に成膜される当該絶縁膜１０，１０ａ，１０ｂは残
るため、マスクなしでエッチングすることができ、プロセスの合理化が図れる。
【００３３】
　本発明では、半導体基板１と第１の絶縁膜２をエッチングして第１の配線３を露出させ
る第１及び第２の開口７Ａ，８を形成した後に、前記半導体基板１をエッチングして当該
第１の開口７Ａの開口径を拡張し、より広い開口径を有する第１の開口７Ｂを形成するこ
とで、前記第１，第２の開口７Ｂ，８上に形成された第２の絶縁膜１０，１０ａ，１０ｂ
をパターニングした際の第２の絶縁膜のパターニング端部が、半導体基板１の表面の端部
から第1の開口７Ｂの内側（中心）の方向に突出する突出部２０となる。そして、第２の
絶縁膜１０が図６に示すように少なくとも第１の絶縁膜２上に存在することになり、従来
のような絶縁膜の被覆が不十分であることから絶縁耐性が低下するといった問題の発生を
抑止でき、更には、製造途中におけるシリコン端部から薬液等が浸入したり、製造後に水
分等が浸入し、第１の配線３等が腐食するといった問題の発生を抑止できる。
【００３４】
　続いて、前記レジスト膜１１を除去した後に、図７に示すように前記第２の絶縁膜１０
を介して第１及び第２の開口７Ｂ，８内に前記第１の配線３に電気的に接続された第２の
配線１２を形成する。尚、本実施形態では、第２の配線１２として、例えばスパッタリン
グ法を用いてアルミニウム、アルミニウム合金等を形成する、またはメッキ法を用いて銅
等を形成する。更に言えば、図示した説明は省略するが、第２の配線１２の下にはチタン
ナイトライド（ＴｉＮ）膜から成るバリア膜を形成している。また、前記バリア膜として
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はチタン（Ｔｉ）膜やタンタル（Ｔａ）膜等の高融点金属やその化合物であるチタンタン
グステン（ＴｉＷ）膜、タンタルナイトライド（ＴａＮ）膜、更には上記各種の膜の積層
膜であっても良い。また、銅から成るメッキ膜を形成する場合には、前記バリア膜上にメ
ッキ用のシード膜（例えば、銅）を形成し、そのシード膜上でメッキ処理を行って、銅か
ら成る配線層を形成する。尚、この配線層はパターニングしても良いし、パターニングし
ないものでも良い。
【００３５】
　続いて、図８（Ａ）に示すように前記第２の配線１２上に保護膜１３を形成し、当該保
護膜１３の所定位置に開口を設けて、当該第２の配線１２とコンタクトするボール状端子
１４を形成する。ここで、前記第２の配線１２が、半導体基板１の裏面に延在しないよう
に第１及び第２の開口７Ｂ，８内だけに形成され、当該第１及び第２の開口７Ｂ，８上で
第２の配線１２とボール状端子１４とが接続されるものでも良い。
【００３６】
　その後、図示した説明は省略するが、半導体基板及びそれに積層された上記各層を切断
して、個々の半導体チップに分離する。こうして、第１の配線３とボール状端子１４とが
電気的に接続されたＢＧＡ型の半導体装置が形成される。
【００３７】
　また、本実施形態はボール状端子１４が形成された半導体装置に適用されるものとして
説明しているが、本発明はこれに制限されるものではなく、例えば半導体基板を貫通する
開口部が形成されるものであれば、ボール状端子が形成されない半導体装置にも適用でき
るもので、例えばＬＧＡ（Ｌａｎｄ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）型の半導体装置にも適用さ
れる。
【００３８】
　なお、以上の実施形態では半導体基板１の表面に支持体５を貼り付けた実施形態につい
て説明したが、図８（Ｂ）に示すように支持体５を用いない半導体装置及びその製造方法
にも適用できる。図８（Ｂ）では前記第１の配線３を含む半導体基板１上は、絶縁体から
成る保護膜１５（例えば、パッシベーション膜またはパッシベーション膜とポリイミド膜
等の樹脂が積層された膜）により被覆されている。なお、図８（Ｂ）において保護膜１５
は第１の配線３を完全に被覆しているが、当該保護膜１５は第１の配線３の一部上を被覆
し、第１の配線３が一部露出されてもよい。そして、この露出された第１の配線３上にワ
イヤボンディングしたり、バンプ電極を形成したり、または当該半導体装置を他の半導体
装置と積層させる用途で用いる場合には、前記第１の配線３と他の半導体装置の導電端子
を接続させることもできる。更に言えば、図９に示す実施形態でも同様に支持体５を用い
ない半導体装置及びその製造方法にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図８】本発明の他の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図９】本発明の他の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１０】従来の半導体装置を示す斜視図である。
【図１１】従来の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１２】従来の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１３】従来の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１４】従来の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
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【符号の説明】
【００４０】
１　　　　　　半導体基板
２　　　　　　第１の絶縁膜
３　　　　　　第１の配線
４　　　　　　接着剤
５　　　　　　支持体
６　　　　　　第１のレジスト膜
７Ａ，７Ｂ　　第１の開口
８　　　　　　第２の開口
１０　　　　　第２の絶縁膜
１０ａ　　　　無機の絶縁膜
１０ｂ　　　　有機の絶縁膜
１１　　　　　第２のレジスト膜
１２　　　　　第２の配線
１３　　　　　保護膜
１４　　　　　ボール状端子
１５　　　　　保護膜

【図１】
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