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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路と、電極と、導電パッドとを有する半導体基板と、
　前記電極の上に位置する第１の開口と、前記導電パッドの上に位置する第２の開口と、
を有し、前記半導体基板の上に設けられた無機絶縁膜と、
　前記無機絶縁膜の上であって、前記電極と前記導電パッドの間に形成された樹脂突起と
、
　前記電極と電気的に接続された配線であって、前記電極の上方に形成された第１の部分
と、前記導電パッドの上方に形成され、電気的特性検査の検査領域となる第２の部分と、
前記第１の部分と前記第２の部分の間に、前記樹脂突起の上方に形成された第３の部分と
、を有する前記配線と、
　を含み、
　前記電極は、前記半導体基板の内部で前記集積回路と電気的に接続されてなり、
　前記導電パッドは、前記半導体基板の内部で前記集積回路に電気的に接続されていない
半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記第２の部分には凹部が形成されている半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品を小型化するためには、半導体装置の外形は小さい方が好ましい。しかし、半
導体装置の役割が多様化するにつれ、半導体チップに形成される集積回路の高集積化が進
み、これに伴って、半導体チップのピン数の増加が進んでいる。すなわち、現在では、半
導体装置の小型化と、集積回路の高集積化という２つの要求を同時に満たすことが可能な
半導体装置の開発が進んでいる。
【０００３】
　この要求に応えることができる半導体装置として、半導体チップ上に配線が形成された
タイプの半導体装置が注目を集めている。このタイプの半導体装置では、半導体装置の外
形を半導体チップの外形とほぼ同じにすることができるため、従来の半導体パッケージに
較べて、半導体装置の小型化が可能である。
【０００４】
　しかし、この半導体装置であっても、従来の半導体装置と同等又はそれ以上の信頼性が
要求される。そのため、半導体装置は、様々な検査が行われることがある。そして、半導
体装置の信頼性を担保するためには、信頼性の高い電気特性検査を行うことが重要である
。
【０００５】
　本発明の目的は、信頼性の高い電気特性検査を行うことが可能な半導体装置を提供する
ことにある。
【特許文献１】特開平２－２７２７３７号公報
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
（１）本発明に係る半導体装置は、電極と、導電パッドとを有する半導体基板と、
　前記半導体基板の上方に形成された樹脂突起と、
　前記電極と電気的に接続された配線であって、前記電極の上方に形成された第１の部分
と、前記導電パッドの上方に形成された第２の部分と、前記第１の部分と前記第２の部分
の間に、前記樹脂突起の上方に形成された第３の部分と、を有する前記配線と、
　を含む。本発明によると、信頼性の高い電気特性検査を行うことが可能な半導体装置を
提供することができる。
（２）この半導体装置において、
　前記半導体基板には集積回路が形成されてなり、
　前記電極は、前記半導体基板の内部で前記集積回路に電気的に接続されてなり、
　前記導電パッドは、前記半導体基板の内部で前記集積回路に電気的に接続されていなく
てもよい。
（３）この半導体装置において、
　前記電極と前記導電パッドとは、前記半導体基板の内部で電気的に接続されていてもよ
い。
（４）この半導体装置において、
　前記電極と前記導電パッドとは、１つの導電部材によって形成されていてもよい。
（５）この半導体装置において、
　前記樹脂突起は、少なくとも前記電極と前記導電パッドの間に形成されていてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明を適用した実施の形態について図面を参照して説明する。ただし、本発明
は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【０００８】
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　以下、図面を参照して、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置について説明す
る。なお、図１（Ａ）～図３は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置について
説明するための図である。ここで、図１（Ａ）は、本発明を適用した実施の形態に係る半
導体装置１の概略図である。また、図１（Ｂ）は、図１（Ａ）のIB－IB線断面図である。
【０００９】
　本実施の形態に係る半導体装置は、半導体基板１０を含む。半導体基板１０は、例えば
シリコン基板であってもよい。半導体基板１０は、図１（Ａ）に示すように、チップ状を
なしていてもよい。すなわち、半導体基板１０は半導体チップであってもよい。あるいは
、半導体基板１０は、ウエハ状をなしていてもよい（図示せず）。このとき、半導体基板
１０は、複数の半導体装置となる領域を含んでいてもよい。半導体基板１０には、集積回
路１２が形成されていてもよい（図１（Ｂ）参照）。集積回路１２の構成は特に限定され
ないが、例えば、トランジスタ等の能動素子や、抵抗、コイル、コンデンサ等の受動素子
を含んでいてもよい。半導体基板１０がチップ状をなす場合、半導体基板１０の集積回路
１２が形成された面（能動面）は長方形をなしていてもよい（図１（Ａ）参照）。ただし
、半導体基板１０の能動面は、正方形をなしていてもよい。
【００１０】
　半導体基板１０は、図１（Ｂ）に示すように、電極１４を有する。電極１４は、半導体
基板１０の内部に形成された導電体と電気的に接続されていてもよい。このとき、電極１
４は、集積回路１２と電気的に接続されていてもよい。あるいは、集積回路１２に電気的
に接続されていない導電体を含めて、電極１４と称してもよい。電極１４は、半導体基板
１０の内部配線の一部であってもよい。このとき、電極１４は、半導体基板１０の内部配
線のうち、外部との電気的な接続に利用される部分であってもよい。電極１４は、アルミ
ニウム又は銅等の金属で形成されていてもよい。半導体基板１０は、複数の電極１４を有
していてもよい。このとき、電極１４は、１つの直線に沿って配列されていてもよい。電
極１４は、能動面の辺に沿って配列されていてもよい。半導体基板１０の能動面が長方形
をなす場合、電極１４は、該長方形の長辺に沿って配列されていてもよい。
【００１１】
　半導体基板１０は、図１（Ｂ）に示すように、導電パッド１６を有する。導電パッド１
６は、半導体基板１０の内部で、電極１４と電気的に接続されていない導電部材であって
もよい。導電パッド１６は、また、半導体基板１０の内部で、集積回路１２と電気的に接
続されていない導電部材であってもよい。導電パッド１６は、半導体基板１０の内部の他
の一切の導電部材と電気的に接続されないように形成されていてもよい。このとき、導電
パッド１６を、いわゆるダミーパッドと称してもよい。導電パッド１６は、アルミニウム
又は銅等の金属で形成されていてもよい。導電パッド１６は、電極１４と同じ材料で形成
されていてもよい。また、導電パッド１６は、延展性を有する材料で形成されていてもよ
い。詳しくは、導電パッド１６は、後述するパッシベーション膜１８（あるいは、いわゆ
る層間絶縁膜）よりも延展性の高い材料で形成されていてもよい。半導体基板１０は、複
数の導電パッド１６を有していてもよい。このとき、導電パッド１６は、１つの直線に沿
って配列されていてもよい。導電パッド１６は、電極１４の列と平行に配列されていても
よい。なお、導電パッド１６は、後述するパッシベーション膜１８上に形成されていても
よい（図示せず）。
【００１２】
　半導体基板１０は、図１（Ｂ）に示すように、パッシベーション膜１８を有していても
よい。パッシベーション膜１８は、電極１４及び導電パッド１６の少なくとも一部を露出
させるように形成されていてもよい。パッシベーション膜１８は、電極１４及び導電パッ
ド１６を露出させる開口を有していてもよい。また、パッシベーション膜１８は導電パッ
ド１６の下方に形成されていてもよい。パッシベーション膜１８は、例えば、ＳｉＯ２や
ＳｉＮ等の無機絶縁膜であってもよい。あるいは、パッシベーション膜１８は、ポリイミ
ド樹脂などの有機絶縁膜であってもよい。
【００１３】
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　本実施の形態に係る半導体装置は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示すように、半導体基
板１０上に形成された樹脂突起２０を含む。樹脂突起２０は、半導体基板１０の電極１４
が形成された面に形成されてなる。樹脂突起２０は、パッシベーション膜１８上に形成さ
れていてもよい。そして、樹脂突起２０は、電極１４及び導電パッド１６の少なくとも一
部を露出させるように形成されてなる。樹脂突起２０は電極１４とオーバーラップしない
ように形成されていてもよい。また、樹脂突起２０は導電パッド１６とオーバーラップし
ないように形成されていてもよい。樹脂突起２０は、また、電極１４と導電パッド１６と
の間に配置されていてもよい。このとき、樹脂突起２０は、少なくとも一部が電極１４と
導電パッド１６との間に配置されるように形成されていてもよい。樹脂突起２０の材料は
特に限定されず、既に公知となっているいずれかの材料を適用してもよい。例えば、樹脂
突起２０は、ポリイミド樹脂、シリコーン変性ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、シリコー
ン変性エポキシ樹脂、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ；benzocyclobutene）、ポリベンゾオ
キサゾール（ＰＢＯ；polybenzoxazole）、フェノール樹脂等の樹脂で形成されていても
よい。また、樹脂突起２０の形状は特に限定されるものではない。例えば、樹脂突起２０
は、直線状に形成されていてもよい（図１（Ａ）参照）。このとき、樹脂突起２０は、半
導体基板１０の１つの辺に沿って延びるように形成されていてもよい。半導体基板１０の
外形が長方形をなす場合、図１（Ａ）に示すように、樹脂突起２０は、その長辺に沿って
延びるように形成されていてもよい。また、図１（Ｂ）は、樹脂突起２０の表面は、曲面
になっていてもよい。このとき、樹脂突起２０の断面形状は、半円状をなしていてもよい
。ただし、樹脂突起２０は、半球状をなしていてもよい（図示せず）。
【００１４】
　本実施の形態に係る半導体装置は、配線３０を含む。配線３０は、樹脂突起２０上に至
るように形成されてなる。配線３０は、電極１４上から引き出されて、樹脂突起２０を乗
り越えて導電パッド１６上に至るように形成されてなる。言い換えると、配線３０は、電
極１４の上方に形成された第１の部分３１と、導電パッド１６の上方に形成された第２の
部分３２とを有し、更に第１の部分３１と第２の部分３２の間に、樹脂突起２０上に形成
された第３の部分３３を有するように形成されてなる。本実施の形態に係る半導体装置は
、複数の配線３０を含んでいてもよい。このとき、複数の配線３０が、１つの樹脂突起２
０を乗り越えるように形成されていてもよい。ただし、１つの樹脂突起２０には、１つの
配線３０のみが形成されてもよい（図示せず）。そして、１つの樹脂突起２０に、１つの
配線３０のみが形成されているとき、樹脂突起２０は半球状であってもよい（図示せず）
。配線３０は、電極１４及び導電パッド１６と接触するように形成されていてもよい。こ
れにより、配線３０は、電極１４及び導電パッド１６と電気的に接続されてもよい。ある
いは、配線３０は、電極１４のみと電気的に接続されるように形成されていてもよい。す
なわち、配線３０は、導電パッド１６とは電気的に接続されないように形成されていても
よい。また、配線３０には凹部１７が形成されていてもよい。凹部１７は、導電パッド１
６とオーバーラップするように形成されていてもよい。凹部１７は、例えば、パッシベー
ション膜１８の開口の段差を利用して形成されていてもよい。配線３０の構造及び材料は
、特に限定されるものではない。例えば、配線３０は、単層で形成されていてもよい。あ
るいは、配線３０は、複数層で形成されていてもよい。このとき、配線３０は、チタンタ
ングステンまたはチタンによって形成された第１の層と、金によって形成された第２の層
とを含んでいてもよい（図示せず）。
【００１５】
　本実施の形態に係る半導体装置１は、以上の構成をなしていてもよい。図２には、半導
体装置１が、配線基板４０に実装された様子を示す。ここで、配線基板４０はリジッド基
板（例えばガラス基板、シリコン基板）であってもよいし、フレキシブル基板（例えばフ
ィルム基板）であってもよい。配線基板４０は、電気的接続部４２を有する。電気的接続
部４２は、配線基板４０上に形成された配線パターンの一部であってもよい。半導体装置
１は、配線３０が形成された面が配線基板４０と対向するように搭載されていてもよい。
このとき、配線基板４０の電気的接続部４２と配線３０とは、接触して電気的に接続され
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ていてもよい。詳しくは、配線３０における樹脂突起２０とオーバーラップする部分が、
配線基板４０の電気的接続部４２と接触して電気的に接続されていてもよい。これによる
と、樹脂突起２０の弾性力によって、配線３０を、電気的接続部４２に押し付けることが
できる。そのため、電気的な接続信頼性の高い半導体装置を提供することができる。そし
て、半導体装置１は、接着剤５０によって、配線基板４０に接着されていてもよい。半導
体装置１は、接着剤５０によって、配線基板４０に固着されていてもよい。そして、接着
剤５０によって半導体装置１と配線基板４０との間隔を保つことによって、樹脂突起２０
が弾性変形した状態を維持してもよい。
【００１６】
　そして、図３には、半導体装置１が実装された電子モジュール１０００を示す。電子モ
ジュール１０００は、表示デバイスであってもよい。表示デバイスは、例えば液晶表示デ
バイスやＥＬ（Electrical Luminescence）表示デバイスであってもよい。そして、半導
体装置１は、表示デバイスを制御するドライバＩＣであってもよい。
【００１７】
　半導体装置１によると、検査工程が容易で、かつ、検査工程による信頼性の低下を防止
することが可能な半導体装置を提供することができる。以下、その効果について説明する
。
【００１８】
　半導体装置は、その信頼性を担保するため、各種の検査が行われる。そして、半導体装
置の電気的な特性の検査としては、通常、プローブ検査が行われる。プローブ検査では、
プローブを、検査対象と電気的に接続させる必要がある。そのため、プローブ検査では、
一般的に、プローブを検査対象に押し付けて両者を電気的に接続させる手法がとられてい
る。
【００１９】
　しかし、半導体装置では、その内部に集積回路が形成されている。検査対象が集積回路
上に配置されている場合には、検査対象にプローブが押し付けられることによって集積回
路に荷重がかかり、集積回路の特性が変化してしまうおそれがある。集積回路の特性が変
化すると、信頼性の高い電気特性検査を行うことは困難である。また、プローブが押し付
けられる検査対象物の直下が、脆性材料である場合には、プローブの押圧力によって、当
該脆性材料が破壊される可能性がある。半導体装置が破壊されると、信頼性の高い特性検
査を行うのは困難である。また、当該装置を製品として利用することも不可能になる。
【００２０】
　ところで、本実施の形態に係る半導体装置によると、配線３０は、導電パッド１６上に
至るように形成されてなる。すなわち、配線３０は、部分的に、導電パッド１６とオーバ
ーラップするように形成されてなる。そして、導電パッド１６は導電材料であり、延展性
を有している。そのため、導電パッド１６に大きな力が加えられた場合であっても、導電
パッド１６自体が変形することにより、その力を吸収することができる。すなわち、導電
パッド１６上から力が加えられても、その力を、導電パッド１６の下層に伝わりにくくす
ることができる。また、導電パッド１６が変形可能なことから、導電パッド１６は破壊さ
れにくい。このことから、配線３０における導電パッド１６上の領域を利用すると、信頼
性の高い電気特性検査を行うことが可能になる。すなわち、配線３０における導電パッド
１６上の領域にプローブを押し付けることによって、信頼性の高い電気特性検査を行うこ
とができる。詳しくは、配線３０における導電パッド１６上の領域にプローブを押し付け
ることで、集積回路の特性を変化させることなく、プローブと配線３０とを電気的に接続
させることができる。また、配線３０に凹部１７が形成されている場合には、プローブの
滑りを防止することができるため、信頼性の高い電気特性検査を効率よく行うことができ
る。さらに、電極１４と導電パッド１６とが樹脂突起２０の両側に配置されている場合に
は、プローブによって、配線３０の一部が破壊された場合にも、半導体装置１の信頼性を
確保することができる。すなわち、図２に示すように、半導体装置１は、配線３０におけ
る樹脂突起２０とオーバーラップする領域（第３の部分３３）が、外部端子として利用さ
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れる。そのため、電極１４と樹脂突起２０の上端との間で、配線３０の破壊が生じなけれ
ば、半導体装置１の電気的な信頼性を確保することが可能である。そして、導電パッド１
６は、樹脂突起２０に対して、電極１４の反対側に配置される。そのため、プローブ検査
によって、配線３０の導電パッド１６周辺の領域に破壊が生じても、半導体装置１の電気
的な信頼性を確保することができる。なお、配線３０における、導電パッド１６とオーバ
ーラップする領域を、検査領域と称してもよい。
【００２１】
　図４は、本発明を適用した実施の形態の変形例に係る半導体装置について説明するため
の図である。
【００２２】
　本実施の形態に係る半導体装置は、半導体基板６０を含む。半導体基板６０は、電極６
４と導電パッド６６とを含む。電極６４と導電パッド６６とは、半導体基板６０の内部で
電気的に接続されていてもよい。このとき、導電パッド６６を、第２の電極と称してもよ
い。電極６４と導電パッド６６とは、１つの導電部材６５によって形成されていてもよい
。すなわち、電極６４と導電パッド６６とは、それぞれ、導電部材６５の一部であっても
よい。このとき、電極６４と導電パッド６６とは、それぞれ、導電部材６５のパッシベー
ション膜からの露出領域であってもよい。導電部材６５は、半導体基板６０の内部配線で
あってもよい。
【００２３】
　本実施の形態に係る半導体装置は、配線３０を含む。配線３０は、電極６４及び導電パ
ッド６６と電気的に接続されるように形成されていてもよい。
【００２４】
　この半導体装置によっても、信頼性の高い電気特性検査を行うことが可能である。また
、この半導体装置によると、１つの配線３０が、１つの信号線と二箇所で接触する構造を
なす。そのため、電気的な信頼性の高い半導体装置を提供することができる。
【００２５】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能で
ある。例えば、本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機
能、方法及び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成）を含む。また、本
発明は、実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、
本発明は、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達
成することができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術
を付加した構成を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１（Ａ）及び図１（Ｂ）は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置に
ついて説明するための図である。
【図２】図２は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置について説明するための
図である。
【図３】図３は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置について説明するための
図である。
【図４】図４は、本発明を適用した実施の形態の変形例に係る半導体装置について説明す
るための図である。
【符号の説明】
【００２７】
　１…半導体装置、　１０…半導体基板、　１２…集積回路、　１４…電極、　１６…導
電パッド、　１７…凹部、　１８…パッシベーション膜、　２０…樹脂突起、　３０…配
線、　３１…第１の部分、　３２…第２の部分、　３３…第３の部分、　４０…配線基板
、　４２…電気的接続部、　５０…接着剤、　６０…半導体基板、　６４…電極、　６５
…導電部材、　６６…導電パッド
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