
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極を有する半導体素子に、複数の樹脂層と、前記電極に電気的に接続する複数
の配線と、該配線に電気的に接続する複数の外部端子が形成された半導体装置であって、
　前記複数の配線のうち、その一部の第１の配線が、１つの樹脂層又は積層された複数の
樹脂層の底面に形成され、
　前記複数の配線のうち、前記一部を除いた第２の配線が、前記１つの樹脂層又は積層さ
れた複数の樹脂層の表面に形成され
　

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記複数の電極のうちの、前記第１の配線に接続されていない電極の表面に、前記第１
の配線と同じ材料の金属膜が形成されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置
。
【請求項３】
　前記半導体装置のパッケージ方式が、チップ・サイズ・パッケージであることを特徴と
する請求項１又は２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層に、ビアホールが形成されていることを
特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の半導体装置。
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ており、
前記第１の配線が、前記複数の外部端子のうちの、少なくとも前記半導体素子の最も外

周部側に位置する外部端子に接続されている



【請求項５】
　前記半導体装置が、シリコンウェハからなる半導体素子の集合体をダイシングにより切
断して製造されていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記複数の樹脂層のうちの、少なくとも１つ 樹脂層が、前記集合体のダイシングによ
り切断する部分を避けて形成されていることを特徴とする請求項５記載の半導体装置。
【請求項７】
　少なくとも１つの樹脂層が、前記電極の形成されている部分に形成されていることを特
徴とする請求項１～６のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項８】
　

　

　
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項９】
　前記複数の電極のうちの、前記第１の配線に接続されていない電極の表面に、前記第１
の配線と同じ材料の金属膜を形成することを特徴とする請求項８記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項１０】
　前記半導体装置のパッケージ方式が、チップ・サイズ・パッケージであることを特徴と
する請求項８又は９記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層に、ビアホールを形成することを特徴と
する請求項８～１０のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記半導体装置を、シリコンウェハからなる半導体素子の集合体をダイシングにより切
断して製造することを特徴とする請求項８～１１のいずれかに記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項１３】
　前記複数の樹脂層のうちの、少なくとも１つの樹脂層を、前記集合体のダイシングによ
り切断する部分を避けて形成することを特徴とする請求項１２記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項１４】
　少なくとも１つの樹脂層を、前記電極の形成されている部分に形成することを特徴とす
る請求項８～１３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１～７のいずれかに記載の半導体装置を搭載していることを特徴とする回路基板
。
【請求項１６】
　請求項１～７のいずれかに記載の半導体装置を有することを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器に関し、特に外部端
子を多数形成することのできる半導体装置及びその製造方法、この半導体装置を搭載した
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の

複数の電極を有する半導体素子に、複数の樹脂層と、前記電極に電気的に接続する複数
の配線と、該配線に電気的に接続する複数の外部端子を形成する半導体装置の製造方法で
あって、

前記複数の配線のうち、その一部の第１の配線を形成した後に、該第１の配線の表面に
少なくとも１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層を形成し、前記複数の配線うち、前
記一部を除いた第２の配線を、前記１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層の表面に形
成し、

前記第１の配線を、前記複数の外部端子のうちの、少なくとも前記半導体素子の最も外
周部側に位置する外部端子に接続する



回路基板並びにこの半導体装置を有する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置を高密度に実装するためには、半導体チップをパッケージングせずにそのま
まの状態で実装するベアチップ実装をするのが望ましい。しかし、ベアチップ実装では半
導体チップの保護が不十分であり、取り扱いも難しくなる。このため、ＣＳＰ（Ｃｈｉｐ
　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）を用いた半導体装置が提案され、特に近年ではウェハから
ダイシング（切断）したものがそのまま半導体装置となるウェハレベルＣＳＰが開発され
ている。このウェハレベルＣＳＰでは、微小なトランジスタ等の形成されたシリコンウェ
ハの表面に樹脂層や配線を形成し、このシリコンウェハを個々の半導体装置に切断するこ
とにより半導体装置を製造していた。
【０００３】
　従来のウェハレベルＣＳＰを適用した半導体装置の製造方法では、シリコンウェハの表
面に樹脂層を形成する際に、ダイシングされる部分に樹脂層を形成しないようにし、半導
体装置の端部の欠けや樹脂層の剥離を防止するようにしていた（例えば、特許文献１参照
）。
【特許文献１】国際公開第０１／０７１８０５号パンフレット（図１、図１４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来のウェハレベルＣＳＰを適用した半導体装置の製造方法では（例えば、特
許文献１参照）、半導体素子の中心付近に樹脂層及び外部端子が形成されており、この外
部端子に半導体素子の外周部に形成された電極から配線を伸ばして接続していた。このと
き、配線を、樹脂層の表面にのみ形成していたため、配線及び外部端子を形成できる部分
の面積が小さく、多数の外部端子を形成するのが困難となり、また配線及び外部端子の高
密度化が実現できないという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、配線及び外部端子が高密度に形成できる半導体装置及びその製造方法、この
半導体装置を搭載した回路基板並びにこの半導体装置を有する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】
【０００６】
　本発明に係る半導体装置は、複数の電極を有する半導体素子に、複数の樹脂層と、電極
に電気的に接続する複数の配線と、該配線に電気的に接続する複数の外部端子が形成され
た半導体装置であって、複数の配線のうち、その一部の第１の配線が、１つの樹脂層又は
積層された複数の樹脂層の底面に形成され、複数の配線のうち、その一部を除いた第２の
配線が、１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層の表面に形成されており、

ものである。
　複数の配線のうち、その一部の第１の配線が、１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂
層の底面に形成され、複数の配線のうち、その一部を除いた第２の配線が、１つの樹脂層
又は積層された複数の樹脂層の表面に形成されているため、配線を形成できる部分の面積
が広がり、配線及び外部端子を多数形成することができる。また、配線を立体的に交差し
た形で形成できるため、外部端子を高密度に形成することが可能となる。
　

【０００７】
　また本発明に係る半導体装置は、上記の複数の電極のうちの、第１の配線に接続されて
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第１の配線
が、複数の外部端子のうちの、少なくとも半導体素子の最も外周部側に位置する外部端子
に接続されている

また、半導体素子の外周部付近には、熱ストレス等により大きい応力がかかる。このた
め、比較的断線しにくい第１の配線が、複数の外部端子のうちの、少なくとも半導体素子
の最も外周部側に位置する外部端子に接続されるようにすれば、断線を防止することがで
きる。



いない電極の表面に、第１の配線と同じ材料の金属膜が形成されているものである。
　第１の配線に接続されていない電極の表面に、第１の配線と同じ材料の金属膜を形成す
ることにより、これらの電極の酸化や腐食を防止することができる。
【０００９】
　また本発明に係る半導体装置は、上記の半導体装置のパッケージ方式が、チップ・サイ
ズ・パッケージであるものである。
　半導体装置のパッケージ方式がチップ・サイズ・パッケージ（ＣＳＰ）である場合に、
上記のような構造の配線を適用すれば、配線及び外部端子の高密度化を実現することがで
きる。
【００１１】
　また本発明に係る半導体装置は、上記の１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層に、
ビアホールが形成されているものである。
　上記の１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層に、ビアホールが形成されているため
、１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層の底面に形成された第１の配線と外部端子を
容易に接続することができ、接続信頼性が向上する。
【００１２】
　また本発明に係る半導体装置は、この半導体装置が、シリコンウェハからなる半導体素
子の集合体をダイシングにより切断して製造されているものである。
　例えば、微小なトランジスタ等の形成されたシリコンウェハをダイシングして切断する
ことによって半導体装置を製造するため、１枚のシリコンウェハから多数の半導体装置を
得ることができる。
【００１３】
　また本発明に係る半導体装置は、上記の複数の樹脂層のうちの、少なくとも１つの樹脂
層が、半導体素子の集合体のダイシングにより切断する部分を避けて形成されているもの
である。
　少なくとも１つの樹脂層が、半導体素子の集合体のダイシングにより切断する部分を避
けて形成されているため、半導体装置の端部の欠けや樹脂層の剥離を防止することができ
る。
【００１４】
　また本発明に係る半導体装置は、少なくとも１つの樹脂層が、電極の形成されている部
分に形成されているものである。
　例えば、上記の１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層を、電極の形成されている部
分に形成すれば、外部端子を形成する領域が広くなり、多数の外部端子を形成することが
可能となる。
【００１５】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、複数の電極を有する半導体素子に、複数の樹脂
層と、電極に電気的に接続する複数の配線と、該配線に電気的に接続する複数の外部端子
を形成する半導体装置の製造方法であって、複数の配線のうち、その一部の第１の配線を
形成した後に、該第１の配線の表面に少なくとも１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂
層を形成し、複数の配線うち、その一部を除いた第２の配線を、１つの樹脂層又は積層さ
れた複数の樹脂層の表面に形成し、

ものである。
　複数の配線のうち、その一部の第１の配線を形成した後に、該第１の配線の表面に少な
くとも１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層を形成し、複数の配線のうち、その一部
を除いた第２の配線を、１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層の表面に形成するため
、配線を形成できる部分の面積が樹脂層の両面に広がり、配線及び外部端子を多数形成す
ることができる。また、配線を立体的に交差した形で形成できるため、外部端子を高密度
に形成することが可能となる。
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第１の配線を、複数の外部端子のうちの、少なくとも
半導体素子の最も外周部側に位置する外部端子に接続する

また、半導体素子の外周部付近には、熱ストレス等により大きい応力がかかる。このた
め、比較的断線しにくい第１の配線を、複数の外部端子のうちの、少なくとも半導体素子



【００１６】
　また本発明に係る半導体装置の製造方法は、上記の複数の電極のうちの、第１の配線に
接続されていない電極の表面に、第１の配線と同じ材料の金属膜を形成するものである。
　第１の配線に接続されていない電極の表面に、第１の配線と同じ材料の金属膜を形成す
ることにより、これらの電極の酸化や腐食を防止することができる。
【００１８】
　また本発明に係る半導体装置の製造方法は、上記の半導体装置のパッケージ方式が、チ
ップ・サイズ・パッケージであるものである。
　半導体装置のパッケージ方式がチップ・サイズ・パッケージ（ＣＳＰ）である場合に、
上記のような構造の配線を形成すれば、配線及び外部端子の高密度化を実現することがで
きる。
【００２０】
　また本発明に係る半導体装置の製造方法は、上記の１つの樹脂層又は積層された複数の
樹脂層に、ビアホールを形成するものである。
　上記の１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層に、ビアホールを形成するため、１つ
の樹脂層又は積層された複数の樹脂層の底面に形成された第１の配線と外部端子を容易に
接続することができ、接続信頼性が向上する。
【００２１】
　また本発明に係る半導体装置の製造方法は、半導体装置を、シリコンウェハからなる半
導体素子の集合体をダイシングにより切断して製造するものである。
　 えば、微小なトランジスタ等の形成されたシリコンウェハをダイシングして切断する
ことによって半導体装置を製造するため、１枚のシリコンウェハから多数の半導体装置を
得ることができる。
【００２２】
　また本発明に係る半導体装置の製造方法は、上記の複数の樹脂層のうちの、少なくとも
１つの樹脂層を、半導体素子の集合体のダイシングにより切断する部分を避けて形成する
ものである。
　少なくとも１つの樹脂層を、半導体素子の集合体のダイシングにより切断する部分を避
けて形成するため、半導体装置の端部の欠けや樹脂層の剥離を防止することができる。
【００２３】
　また本発明に係る半導体装置の製造方法は、少なくとも１つの樹脂層を、電極の形成さ
れている部分に形成するものである。
　 えば、上記の１つの樹脂層又は積層された複数の樹脂層を、電極の形成されている部
分に形成すれば、外部端子を形成する領域が広くなり、多数の外部端子を形成することが
可能となる。
【００２４】
　本発明に係る回路基板は、上記のいずれかの半導体装置を搭載しているものである。
　この回路基板は、上記のいずれかの半導体装置を搭載し、この半導体装置は外部端子が
高密度に形成されているため、回路基板の小型化及び高性能化を実現することができる。
【００２５】
　本発明に係る電子機器は、上記のいずれかの半導体装置を有するものである。
　この電子機器は、上記のいずれかの半導体装置を有しているため、電子機器の小型化及
び高性能化を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
実施形態１．
　図１は、本発明の実施形態１に係る半導体装置の上面図及び縦断面図である。図１（ａ
）及び図１（ｂ）は、半導体装置１の側面付近の一部を示したものであり、具体的には図

10

20

30

40

50

(5) JP 4010298 B2 2007.11.21

の最も外周部側に位置する外部端子に接続するようにすれば、断線を防止することができ
る。

例

例



１（ｃ）の斜線部に示す部分である。半導体装置１の他の部分は、図１（ａ）に示される
構造がほぼ対称的に形成されているものとする。なお、図１（ａ）は一部を透明にして示
している。また、図１（ｂ）は、図１（ａ）のｂ－ｂ線に沿った縦断面図である。
　本実施形態１の半導体装置１は、主に、半導体素子２の一方の面に、第１の樹脂層３、
配線４、第２の樹脂層５、第３の樹脂層６、外部端子７、が形成されて構成されている。
なお複数の配線４は、その一部が、第１の樹脂層３の半導体素子２側の面に形成される第
１の配線４ａとなっており、その一部を除いた他の配線が、第１の樹脂層３の外部端子７
側の面に形成される第２の配線４ｂとなっている。また半導体素子２の一方の表面には、
絶縁体からなるパッシベーション膜８及び電極９が形成されており、第１の配線４ａはパ
ッシベーション膜８の表面に形成されている。
【００２７】
　電極９と配線４は複数設けられており、電気的に接続された状態となっている。また、
各々の配線４には、配線４と電気的に接続された外部端子７が設けられており、結果的に
電極９と外部端子７は導通された状態となっている。
　なお、本実施形態１では、第３の樹脂層６が外部端子７の根本補強のために設けられて
いるが、必ずしも設ける必要はない。
【００２８】
　半導体素子２は、シリコンウェハを前処理することにより微小なトランジスタ等が多数
形成されている。そして第１の樹脂層３、外部端子７等をシリコンウェハ上に形成した後
に、シリコンウェハをダイシングして切断することにより個々の半導体装置１が製造され
ている。このように、シリコンウェハをダイシングしたものが、そのまま半導体装置とな
るものがウェハレベルＣＳＰと呼ばれるものである。このウェハレベルＣＳＰは、ＣＳＰ
（チップ・サイズ・パッケージ）と呼ばれるパッケージ方法の一種であり、従来のＣＳＰ
よりもさらに小型化が進んだものである。なお、本実施形態１では、半導体素子２として
シリコン（主に単結晶）を使用しているが、ガリウムヒ素等のその他の半導体材料を使用
してもよい。
【００２９】
　上述の半導体装置２の一方の面に薄いパッシベーション膜８とアルミニウム等からなる
電極９が形成されており、パッシベーション膜８の表面には、第１の配線４ａ及び第１の
樹脂層３が形成されている。本実施形態１では、複数の電極９が、半導体素子２の外周部
に位置するようになっており、第１の樹脂層３が電極９の形成されている部分の上にも形
成されている。このように、第１の樹脂層３を形成することにより、外部端子７を形成で
きる領域が広くなり、多数の外部端子７を形成することが可能となる。また、第１の樹脂
層３は、半導体素子２の最も外側の外周部には形成しないようにする。なお、第１の樹脂
層３の材料としては、ポリイミド樹脂、シリコン変性ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、シ
リコン変性エポキシ樹脂、フェノール系樹脂、アクリル樹脂、ベンゾシクロブテン（ＢＣ
Ｂ、ＢｅｎｚｏＣｙｃｌｏＢｕｔｅｎｅ）、ポリベンゾオキサゾール（ＰＢＯ、Ｐｏｌｙ
ＢｅｎｚＯｘａｚｏｌｅ）等を使用することができる。
【００３０】
　上述のように、配線４は、その一部が第１の配線４ａとなっており、その一部を除いた
他の配線が、第２の配線４ｂとなっている。第１の配線４ａは、複数の電極９のうちの一
部に接続されており、第１の樹脂層３の半導体素子２側の面に形成されている。また第２
の配線４ｂは、第１の配線４ａの接続されていない電極９に接続されており、第１の樹脂
層３の外部端子７側の面に形成されている。なお第２の配線４ｂは、第１の樹脂層３の電
極９の上に形成された第２のビアホール（実施形態２で詳述）を介して電極９と接続され
ており、第２のビアホールから第１の樹脂層３の外部端子７側の面に引き上げられている
。また、第１の配線４ａの電極９と接続される部分の他端には、外部端子７と第１の配線
４ａを接続するための第１のランド１０（実施形態２で詳述）が形成されている。
　例えば、配線４をすべて第１の樹脂層３の外部端子７側の面に形成すると、配線４を形
成できる部分の面積が小さくなり、また配線４を立体的に交差させることができないため
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、配線４及び外部端子７を高密度に形成することができなくなる。このため、本実施形態
１では、第１の樹脂層３の両方の面に配線４を形成することにより、配線４及び外部端子
７の高密度化を実現している。
【００３１】
　第１の配線４ａは、例えば、チタン・タングステン合金からなる層と銅からなる層を複
数積層することにより形成している。また第２の配線４ｂも、第１の配線４ａとほぼ同様
に形成されるが、更に銅めっき等をするのが望ましい。
　なお本実施形態１では、第１の配線４ａと第２の配線４ｂとの間に第１の樹脂層３が形
成されているが、積層された複数の樹脂層を形成したり、他の部材を介在させてもよい。
また本実施形態１では、第１の配線４ａをパッシベーション膜８の表面に形成されている
が、例えば第１の配線４ａと半導体素子２の間に、更に別の樹脂層を形成してもよい。
【００３２】
　第１の配線４ａ、第１の樹脂層３、第２の配線４ｂの形成された半導体素子２の表面に
は、第２の樹脂層５が形成されている。ただし、半導体素子２の最も外側の外周部と、上
述の第１のランド１０及び第２の配線４ｂの外部端子７が形成される部分（第２のランド
、実施形態２で詳述）には、第２の樹脂層５が形成されていない。半導体素子２の最も外
側の外周部に、第１の樹脂層３及び第２の樹脂層５が形成されていないのは、シリコンウ
ェハから半導体素子２をダイシングにより切断する際に、ダイシングにより切断する部分
を避けるようにして、半導体装置１の端部が欠けたり、樹脂層が剥離するのを防止するた
めである。なお、第２の樹脂層５の材料としては、第１の樹脂層３と同様のものを使用し
てもよいし、第１の樹脂層３と異なるものを使用してもよい。
【００３３】
　第１のランド１０及び第２のランド（実施形態２で詳述）には、はんだボールからなる
外部端子７が形成されている。この外部端子７は、半導体装置１を回路基板等に接続する
のに使用され、例えば鉛を含有しない鉛フリーはんだから形成されている。
　そして、第２の樹脂層５の表面及び側面には、第３の樹脂層６が形成されてもよい。第
３の樹脂層６は、主に外部端子７の根本補強のために形成されているため、外部端子７の
周辺部分が盛り上がった形となっている。なお、第３の樹脂層６は外部端子７の一部が露
出するように形成されている。この第３の樹脂層６の材料も、第１の樹脂層３と同様のも
のを使用してもよいし、第１の樹脂層３と異なるものを使用してもよい。
　ここで、第１の樹脂層３、第２の樹脂層５、第３の樹脂層６はこの順番で低弾性になっ
ていくように形成するのが望ましい。このように、半導体素子２側から外部端子７側に向
かって低弾性の樹脂層を形成することにより、熱ストレスによって外部端子７に加えられ
る応力等を効果的に緩和することができる。
【００３４】
　本実施形態１では、複数の配線４のうち、その一部の第１の配線４ａが、第１の樹脂層
３の底面に形成され、複数の配線４のうち、その一部を除いた第２の配線４ｂが、第１

脂層３の表面に形成されているため、配線４を形成できる部分の面積が広がり、配線４
及び外部端子７を多数形成することができる
　さらに第１の配線４ａは、パッシベーション膜８の表面に形成されており、段差がない
ため、細密配線が可能である。
【００３５】
実施形態２．
　図２は、半導体素子２の集合体であるシリコンウェハを示した上面図である。以下の図
３から図５に示す半導体装置の製造工程が終了した後に、ダイシングによりシリコンウェ
ハ１１を切断して個々の半導体装置１が完成する。図３から図５では、図２の斜線部の、
１つの半導体素子２の側面付近の一部を示す。なお、半導体装置１の他の部分にも、図３
から図５に示される処理が同様に行われるものとする。
【００３６】
　図３、図４及び図５は、本発明の実施形態２に係る半導体装置の製造工程を示す部分上
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面図及び部分縦断面図である。なお、本実施形態２で示す製造方法は、実施形態１に示す
半導体装置を製造するものであり、図３、図４及び図５の上面図では、図１（ａ）と同様
に第２の樹脂層５、第３の樹脂層６等を透明にして示している。
　まず、前処理をすることにより微小なトランジスタ等が多数形成されたシリコンウェハ
にパッシベーション膜８及び電極９を形成する（図３（ａ１））。なお、図３（ａ２）は
、図３（ａ１）のｃ－ｃ線に沿った縦断面図ある。パッシベーション膜８は、半導体素子
２の片側の表面の電極９以外の部分に形成する。また電極９は、半導体素子２の外周部に
形成する。
【００３７】
　そして、半導体素子２上の電極９の一部に接続されるように第１の配線４ａを形成する
（図３（ｂ１））。なお図３（ｂ２）は、図３（ｂ１）のｄ－ｄ線に沿った縦断面図であ
る。このとき、第１の配線４ａの電極９に接続される部分の他端は、若干膨らんだ形に形
成するのが望ましい。また、図３（ｂ１）の工程のときに、第１の配線４ａが接続されて
いない電極９の表面に、酸化や腐食を防止するための金属膜を同時に形成してもよい。こ
の金属膜の材料は、第１の配線４ａと同じものを使用することができる。なお、第１の配
線４ａは、半導体素子２の外周部付近の外部端子７と電極９を接続するようにするのが望
ましい。これは、半導体素子２の外周部に熱ストレス等により大きい応力がかかるため、
配線４の外部端子７との接続部分が断線しやすくなるが、後に示すように第１のランドを
形成することにより、応力が緩和され外部端子７との接続部分が断線しにくくなるからで
ある。本実施形態２では、図３（ｂ１）等に示すように、半導体素子２の最も外周部側に
位置する外部端子７と、その１つ内側の外部端子７が第１の配線４ａと接続されるように
なっているが、少なくとも半導体素子２の最も外周部側に位置する外部端子７は第１の配
線４ａと接続するようにするのが望ましい。
　第１の配線４ａは、例えばスパッタでチタン・タングステン合金の層と銅の層をパッシ
ベーション膜８の表面の全面に形成した後に、所定の形状にレジスト膜（図示せず）を塗
布し、エッチングをして第１の配線４ａの部分のみを残し、レジスト膜を剥離することに
より形成することができる。
【００３８】
　次に、図３（ｂ１）の工程で第１の配線４ａが形成されたパッシベーション膜８の表面
に第１の樹脂層３を形成する（図４（ｃ１））。このとき第１の樹脂層３を、第１の配線
４ａと電極９の部分にも形成するようにする。第１の樹脂層３を電極９の部分に形成する
ことにより、外部端子７を形成できる領域が広くなり、多数の外部端子７を形成すること
が可能となる。なお第１の樹脂層３は、半導体素子３の最も外側の外周部には形成しない
ようにする。また、第１の樹脂層３は電極９の部分を避けて形成してもよい。
　図４（ｃ２）は、図４（ｃ１）のｅ－ｅ線及びｆ－ｆ線に沿った縦断面図である。第１
の樹脂層３の、第１の配線４ａの電極９に接続される部分の他端は、第１のビアホール１
４が形成されている。また、第１の樹脂層３の、第１の配線４ａが接続されない電極９の
上の部分は第２のビアホール１５が形成されている。
【００３９】
　その後、第１の樹脂層３の表面に、第１の配線４ａが接続されていない電極９に接続さ
れるように第２の配線４ｂを形成し、また、第１のビアホール１４の部分に第１のランド
１０を形成する（図４（ｄ１））。この際、第２の配線４ｂの電極９に接続される部分の
他端は膨らんだ状態に形成し、この部分は外部端子７が形成される第２のランド１７とな
る。また第２の配線４ｂは、第２のビアホール１５を介して電極９と接続する。なお、図
４（ｄ２）は、図４（ｄ１）のｇ－ｇ線及びｈ－ｈ線に沿った縦断面図である。
　ここで、第２の配線４ｂも第１の配線４ａと同様に形成するが、例えば、チタン・タン
グステン合金の層と銅の層に、さらに銅めっきを施してもよい。また第１のランド１０は
、例えば、第２の配線４ｂと同様に形成することができる。
【００４０】
　そして、第１の樹脂層３及び第２の配線４ｂの表面に、第２の樹脂層５を形成する（図
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４（ｅ１））。このとき、半導体素子２の最も外側の外周部と、第１のランド１０及び第
２のランド１７の部分には第２の樹脂層５を形成しないようにする（図４（ｅ２）参照）
。なお、図４（ｅ２）は、図４（ｅ１）のｉ－ｉ線及びｊ－ｊ線に沿った縦断面図である
。第２の樹脂層５の、第１のランド１０の部分の、第２の樹脂層５を形成しない部分を広
めにして、外部端子７の接続信頼性を向上させるようにしてもよい。
　次に、第１のランド１０及び第２のランド１７の部分に、はんだボールからなる外部端
子７を形成する（図５（ｆ１））。この外部端子７は、例えば鉛フリーはんだからなり、
はんだボール転写、ペースト印刷、めっき等により形成される。なお、図５（ｆ２）は、
図５（ｆ１ )のｋ－ｋ線に沿った縦断面図である。
【００４１】
　そして、第２の樹脂層５の表面及び側面に、第３の樹脂層６を形成する（図（ｇ１））
。なお、図５（ｇ２）は、図５（ｇ１）のｌ－ｌ に沿った縦断面図である。この際、第
３の樹脂層６は外部端子７の一部が露出するように形成する。なお、第３の樹脂層６は、
必ずしも形成する必要はない。
　最後に、図５（ｆ１）あるいは図５（ｇ１）の工程までの処理が終了したシリコンウェ
ハを、ダイシングにより切断して個々の半導体装置１が完成する。なお上記の製造工程で
は、半導体素子２の集合体であるシリコンウェハのダイシングされる部分に、第１の樹脂
層３及び第２の樹脂層５が形成されていないため、これらの樹脂層が切断されないので、
半導体素子２の端部の欠けや樹脂層の剥離を防止することができる。
【００４２】
　本実施形態２では、複数の配線４のうち、その一部の第１の配線４ａを形成した後に、
該第１の配線４ａの表面に第１の樹脂層３を形成し、複数の配線４ うち、その一部を除
いた第２の配線４ｂを、第１の樹脂層３の表面に形成するため、配線４を形成できる部分
の面積が第１の樹脂層３の両面に広がり、配線４及び外部端子７を多数形成することがで
きる。また、配線４を立体的に交差した形で形成できるため、外部端子７を高密度に形成
することが可能となる。
【００４３】
実施形態３．
　図６は、本発明の実施形態３に係る回路基板の例を示した斜視模式図である。図６に示
す回路基板１００は、実施形態１に示す半導体装置１を搭載したものである。回路基板１
００は、ガラスエポキシ基板等からなり、あらかじめ銅等の配線パターンが形成されてい
る。この回路基板１００に、半導体装置１の外部端子７を接続することにより、電気的に
導通した状態となり、所望の処理（例えば、データ処理）を行わせることができる。
【００４４】
　図７は、本発明の実施形態３に係る電子機器の例を示した図である。図７に示す電子機
器は、実施形態１に示す半導体装置１を有している。図７（ａ）は、半導体装置１をノー
ト型パーソナルコンピュータ２００に適用した例であり、図７（ｂ）は半導体装置１を携
帯電話３００に適用した例である。なお、実施形態１に示す半導体装置１及び実施形態２
の製造方法に示す半導体装置１は、その他の家電製品等にも使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施形態１に係る半導体装置の上面図及び縦断面図。
【図２】半導体素子の集合体であるシリコンウェハを示した上面図。
【図３】実施形態２の半導体装置の製造工程を示す部分上面図及び部分縦断面図。
【図４】図３の製造工程の続きの工程を示す部分上面図及び部分縦断面図。
【図５】図４の製造工程の続きの工程を示す部分上面図及び部分縦断面図。
【図６】本発明の実施形態３に係る回路基板の例を示した斜視模式図。
【図７】本発明の実施形態３に係る電子機器の例を示した図。
【符号の説明】
【００４６】
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　１　半導体装置、２　半導体素子、３　第１の樹脂層、４　配線、４ａ　第１の配線、
４ｂ　第２の配線、５　第２の樹脂層、６　第３の樹脂層、７　外部端子、８　パッシベ
ーション膜、９　電極、１０　第１のランド、１１　シリコンウェハ、１４　第１のビア
ホール、１５　第２のビアホール、１７　第２のランド、１００　回路基板、２００　ノ
ート型パーソナルコンピュータ、３００　携帯電話。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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