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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部が設けられた第１の絶縁膜と前記開口部内において露出している導電膜とを含む
ボンディングパッドを備え、
　前記導電膜は、前記開口部内に露出している領域である露出領域に、
　　第一領域と、
　　第二領域と、
　　前記第一領域と前記第二領域との間に設けられた第三領域と、
　　前記第一領域と前記第三領域との第一境界を示す第一エリア識別マークと、
　　前記第二領域と前記第三領域との第二境界を示す第二エリア識別マークと、を含み、
　前記第三領域は、前記開口部内において、前記第一領域と前記第二領域にそれぞれ連結
し、
　前記第一エリア識別マークは、前記露出領域の縁のうち、互いに対向している２箇所に
位置し、
　前記第一エリア識別マークを結ぶ直線によって、第一境界が定義され、
　前記第二エリア識別マークは、前記露出領域の縁のうち、互いに対向している２箇所に
位置し、
　前記第二エリア識別マークを結ぶ直線によって、第二境界が定義されており、
　前記第１の絶縁膜の下に設けられており、前記開口部内に凹部が設けられた第２の絶縁
膜と、をさらに備え、
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　前記導電膜は、前記凹部の側壁上を覆うように設けられており、
　前記第一エリア識別マークと前記第二エリア識別マークとが、前記凹部の側壁の形状に
沿って、前記開口部内かつ前記導電膜の周縁部に設けられており、
　上面視において、前記第一エリア識別マークは、前記開口部内部に設けられた前記凹部
の前記側壁のうち、前記第一境界をまたぐ部分が内側又は外側に突出することにより形成
され、かつ前記第二エリア識別マークは、前記側壁のうち、前記第二境界をまたぐ部分が
内側又は外側に突出することにより形成されている、半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記ボンディングパッドの平面形状が略矩形であって、前記矩形の辺に沿って、前記第
一エリア識別マークと前記第二エリア識別マークとが並んで配置されている半導体装置。
【請求項３】
　開口部が設けられた第１の絶縁膜と前記開口部内において露出している導電膜とを含む
ボンディングパッドを備え、
　前記導電膜は、前記開口部内に露出している領域である露出領域に、
　　第一領域と、
　　第二領域と、
　　前記第一領域と前記第二領域との間に設けられた第三領域と、
　　前記第一領域と前記第三領域との第一境界を示す第一エリア識別マークと、
　　前記第二領域と前記第三領域との第二境界を示す第二エリア識別マークと、を含み、
　前記第三領域は、前記開口部内において、前記第一領域と前記第二領域にそれぞれ連結
し、
　前記第一エリア識別マークは、前記露出領域の縁のうち、互いに対向している２箇所に
位置し、
　前記第一エリア識別マークを結ぶ直線によって、第一境界が定義され、
　前記第二エリア識別マークは、前記露出領域の縁のうち、互いに対向している２箇所に
位置し、
　前記第二エリア識別マークを結ぶ直線によって、第二境界が定義されており、
　前記第１の絶縁膜の下に設けられており、前記開口部内に凹部が設けられた第２の絶縁
膜と、をさらに備え、
　前記導電膜は、前記凹部の側壁上を覆うように設けられており、
　前記第一エリア識別マークと前記第二エリア識別マークとが、前記凹部の側壁の形状に
沿って、前記開口部内かつ前記導電膜の周縁部に設けられており、
　上面視において、前記開口部内部に設けられた前記凹部の前記側壁が、前記第一境界か
ら前記第二境界に亘って内側又は外側に突出する矩形の突出部を有しており、当該突出部
の２つの角部が、それぞれ前記第一エリア識別マーク及び前記第二エリア識別マークであ
る、半導体装置。
【請求項４】
　開口部が設けられた第１の絶縁膜と前記開口部内において露出している導電膜とを含む
ボンディングパッドを備え、
　前記導電膜は、前記開口部内に露出している領域である露出領域に、
　　第一領域と、
　　第二領域と、
　　前記第一領域と前記第二領域との間に設けられた第三領域と、
　　前記第一領域と前記第三領域との第一境界を示す第一エリア識別マークと、
　　前記第二領域と前記第三領域との第二境界を示す第二エリア識別マークと、を含み、
　前記第三領域は、前記開口部内において、前記第一領域と前記第二領域にそれぞれ連結
し、
　前記第一エリア識別マークは、前記露出領域の縁のうち、互いに対向している２箇所に
位置し、
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　前記第一エリア識別マークを結ぶ直線によって、第一境界が定義され、
　前記第二エリア識別マークは、前記露出領域の縁のうち、互いに対向している２箇所に
位置し、
　前記第二エリア識別マークを結ぶ直線によって、第二境界が定義されており、
　前記第１の絶縁膜の下に設けられており、前記開口部内に凹部が設けられた第２の絶縁
膜と、をさらに備え、
　前記導電膜は、前記凹部の側壁上を覆うように設けられており、
　前記第一エリア識別マークと前記第二エリア識別マークとが、前記凹部の側壁の形状に
沿って、前記開口部内かつ前記導電膜の周縁部に設けられており、
　前記導電膜には、前記第一領域から前記第三領域までに跨るプロービング傷、または前
記第二領域から前記第三領域までに跨るプロービング傷が形成されており、
　前記第一領域及び前記第三領域のうち前記プロービング跡が形成されていない領域には
、前記ボンディングワイヤが接続されている、半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれか１項に記載の半導体装置において、前記第一領域、前記第三領
域および前記第二領域がこの順に並置されており、前記ボンディングパッドの平面形状が
、前記第一領域、前記第三領域および前記第二領域の並置方向に垂直に延在する中心軸に
対して線対称である半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれか１項に記載の半導体装置において、前記第一領域と前記第二領
域とが、前記第三領域に対して略対称な形状を有する半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６いずれか１項に記載の半導体装置において、前記第一領域と前記第三領
域とからなる領域の平面形状と、前記第二領域と前記第三領域とからなる領域の平面形状
が略同一であるように構成された半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第一領域、前記第二領域および前記第三領域の平面形状が、いずれも略矩形である
半導体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８いずれか１項に記載の半導体装置を準備する工程と、
　前記第一エリア識別マークまたは前記第二エリア識別マークにより、前記第一境界また
は前記第二境界を検知し、検知された前記第一境界または前記第二境界に基づいて、前記
第一領域と前記第三領域とから構成される領域または前記第二領域と前記第三領域とから
構成される領域に試験用プローブを接触させる工程と、
　試験用プローブを接触させる前記工程の後、検知された前記第一境界または前記第二境
界に基づいて、前記第二領域または前記第一領域に外部接続用導体を接合させる工程と、
を含む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、ボンディングパッドを有する半導体装置および半導体装置の製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置におけるボンディング技術として、特許文献１および特許文献２に記載の技
術がある。これらの文献には、ボンディングワイヤがボンディングされるボンディング領
域と、試験用プローブが接触するプローブ接触領域とを有するボンディングパッドが記載
されている。
【０００３】
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　特許文献１には、ボンディング領域とプローブ接触領域との境界位置の両側に、指標と
しての切欠を設ける構成が記載されている。以下、この構成について、図１３および図１
４を参照して説明する。
【０００４】
　図１３および図１４には、従来の半導体装置の構成を示す平面図である。図１３および
図１４に示した半導体装置に設けられたボンディングパッド２１０は、矩形の平面形状を
有する。そして、矩形を長さ方向に二分するように切欠部２２１が配置されている。複数
のボンディングパッド２１０の切欠部２２１は、いずれも直線Ｓ－Ｓ’上に一列に配置さ
れている。
【０００５】
　図１３は、列状に配置されたボンディングパッド２１０にボンディング部２１３が千鳥
状に配置された例を示している。また、図１４は、二つのボンディングパッド２１０ごと
にボンディング部２１３が千鳥状に配置された例を示している。
【０００６】
　また、特許文献１および２には、ボンディング領域をプローブ接触領域よりも幅広に形
成することが記載されている。
　また、特許文献２には、ボンディング領域の形状を四角形として、四つの角の直角状態
を認知して、ボンディングする位置を設定することが記載されている。
【特許文献１】特開２００１－３３８９５５号公報
【特許文献２】特開２００１－１７７０６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、図１３および図１４を参照して前述したボンディングパッド２１０中には、
第一領域２２５と第二領域２２９の境界を示すための切欠部２２１のみが設けられている
。ここで、たとえばボンディング部２１３を千鳥状に配置しようとする場合、第一領域２
２５と第二領域２２９のうちのいずれか一方を任意にプロービング傷２１１の形成領域ま
たはボンディング部２１３の形成領域とすることができるように、これらの領域の広さを
設定する必要がある。
【０００８】
　そうすると、図１３および図１４に示した場合のように、ボンディング部２１３の形成
領域の幅とプロービング傷２１１の形成領域の幅が異なる場合、プロービング傷の非形成
領域にボンディング部２１３を設けるためには、第一領域２２５と第二領域２２９に充分
なマージンをもたせる必要がある。このため、図１３および図１４に示したように、第一
領域２２５および第二領域２２９をボンディング部２１３の面積と比べて必要以上に大き
くしなければならなかった。よって、ボンディングパッド２１０の集積度を高める点で改
善の余地があった。
【０００９】
　また、背景技術の項で前述した他の構成においては、ボンディング部とプロービング部
との境界が一つだけ示される構成となっており、さらに、ボンディングパッド中のボンデ
ィング領域が所定の一領域に限られていた。このため、ボンディングパッド形成後に自由
にボンディング部を選択することができなかった。また、ボンディングパッド中のボンデ
ィング領域があらかじめ決められているため、ボンディングパッドを有する半導体装置を
実装基板等に接続する際に、外部電極と接続できる箇所が制限される場合があった。この
ため、ボンディングパッドを形成した後の設計変更に対する自由度の点で、改善の余地が
あった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、
　開口部が設けられた第１の絶縁膜と前記開口部内において露出している導電膜とを含む
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ボンディングパッドを備え、
　前記導電膜は、
　　第一領域と、
　　第二領域と、
　　前記第一領域と前記第二領域との間に設けられた第三領域と、
　　前記第一領域と前記第三領域との第一境界を示す第一エリア識別マークと、
　　前記第二領域と前記第三領域との第二境界を示す第二エリア識別マークと、を含み、
　前記第三領域は、前記開口部内において、前記第一領域と前記第二領域にそれぞれ連結
し、
　前記第一エリア識別マークと前記第二エリア識別マークとが、前記開口部内において露
出している前記導電膜の周縁部に設けられている、半導体装置が提供される。
【００１１】
　本明細書において、試験用プローブ接触領域は、試験用プローブが接触される予定の領
域である。また、後出するボンディング領域は、外部接続用の導電部材がボンディングさ
れる予定の領域である。
【００１２】
　本発明においては、一つのボンディングパッド内に、第一領域と第三領域との第一境界
を示す第一エリア識別マークと、第二領域と第三領域との第二境界を示す第二エリア識別
マークとが設けられているため、第一領域と第二領域のうち、いずれか任意の領域をボン
ディング領域として選択することができる。そして、第一領域と第三領域とから構成され
る領域と、第二領域と第三領域とから構成される領域のうち、ボンディング領域として用
いない領域を試験用プローブ接触領域とすることができる。また、ボンディング領域と試
験用プローブ接触領域との境界を、簡便かつ確実に検知することができるので、試験用プ
ローブをボンディングパッド内に接触させる際に、確実に試験用プローブ接触領域内にお
さめ、試験用プローブの接触による傷跡が、ボンディング領域にはみ出さないようにする
ことができる。このため、ボンディングパッド内のボンディング領域の選択の自由度に優
れるとともに、試験用プローブの接触により生じた傷跡上にボンディングが行われること
を抑制できる構成となっている。よって、傷跡の形成領域にボンディングがなされること
によるボンディングの剥離が抑制され、製造安定性に優れた構成となっているとともに、
たとえば、ボンディングパッド製造後の設計変更に対しても、柔軟に対応することができ
る。
【００１３】
　また、本発明によれば、
　前記半導体装置を準備する工程と、
　前記第一エリア識別マークまたは前記第二エリア識別マークにより、前記第一境界また
は前記第二境界を検知し、検知された前記第一境界または前記第二境界に基づいて、前記
第一領域と前記第三領域とから構成される領域または前記第二領域と前記第三領域とから
構成される領域に試験用プローブを接触させる工程と、
　試験用プローブを接触させる前記工程の後、検知された前記第一境界または前記第二境
界に基づき、前記第二領域または前記第一領域に外部接続用導体を接合させる工程と、
を含む半導体装置の製造方法が提供される。
【００１４】
　この製造方法においては、第一境界または第二境界を検知することができるため、第一
領域と第二領域のいずれをボンディング領域とする場合にも、検知された境界に基づいて
、ボンディング領域として用いない領域を試験用プローブ接触領域とすることができる。
そして、所定の領域内に試験用プローブを確実に接触させて、プローブ接触による傷跡を
プローブ接触領域内に確実におさめることができる。さらに、検知された境界に基づいて
、ボンディング領域の位置に外部接続用導体を接合させるため、ボンディングを所定の領
域内で確実に行うことができる。このため、試験用プローブの接触により生じる傷跡とボ
ンディングされる領域とが重なることによるボンディングの剥離を抑制することができる
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。よって、本発明の製造方法によれば、簡便な方法で製造歩留まりを向上させることがで
きる。また、ボンディングパッドを形成した後における外部接続用導体を接合させる領域
の選択の自由度を増すことができる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明によれば、ボンディング領域における接続信頼性を確保す
るとともに、ボンディング領域の選択の自由度に優れたボンディングパッドを備える半導
体装置が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、すべての図面におい
て、共通の構成要素には同じ符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１７】
　（第一の実施形態）
　図１は、本実施形態の半導体装置の構成を示す平面図である。
　図１に示した半導体装置１００は、ボンディングパッド１１０と、ボンディングパッド
１１０に設けられたエリア識別マークと、を含む。ボンディングパッド１１０は、第一領
域１２５と、第二領域１２９と、第一領域１２５と第二領域１２９との間に設けられた第
三領域１２７と、を含む。また、エリア識別マークは、第一領域１２５と第三領域１２７
との第一境界（Ｑ－Ｑ’）を示す第一エリア識別マーク（第一切欠部１２１）と、第二領
域１２９と第三領域１２７との第二境界（Ｐ－Ｐ’）を示す第二エリア識別マーク（第二
切欠部１２３）と、を含む。そして、第一領域１２５と第二領域１２９とは、いずれも、
試験用プローブ接触領域（プロービング傷１１１の形成領域）とすることができるように
構成されている。
【００１８】
　また、第一領域１２５と第三領域１２７とからなる領域、および第二領域１２９と第三
領域１２７とからなる領域、のいずれか一方を任意にプロービング傷１１１の形成領域と
し、第一領域１２５および第二領域１２９のうち、試験用プローブ接触領域の一部として
選択されない領域をボンディング領域（ボンディング部１１３の形成領域）とすることが
できる。図１においては、第一領域１２５と第三領域１２７とからなる領域の平面形状と
、第二領域１２９と第三領域１２７とからなる領域の平面形状とが、略同一になるように
構成されている。
【００１９】
　ボンディングパッド１１０は、シリコン基板１０１の素子形成面から金属等の導電性材
料が露出されてなる領域である。
　一つのボンディングパッド１１０には、プロービング傷１１１の形成領域であるプロー
ブ接触領域と、ボンディング部１１３が形成されるボンディング領域とが設けられる。第
一切欠部１２１および第二切欠部１２３は、プロービング傷１１１の形成領域とボンディ
ング部１１３の形成領域とのエリア分けを行う。ボンディングパッド１１０は、第一切欠
部１２１および第二切欠部１２３の位置に基づいて、ボンディング部１１３の形成領域と
プロービング傷１１１の形成領域との境界を検知することができるように構成されている
。第一切欠部１２１および第二切欠部１２３は、半導体装置１００の素子形成面において
、目視またはカメラもしくは顕微鏡を用いた観察等により識別可能に形成されている。
【００２０】
　半導体装置１００においては、複数のボンディングパッド１１０が一列に配置されてい
る。一つのボンディングパッド１１０の第一領域１２５、第三領域１２７および第二領域
１２９は、複数のボンディングパッド１１０の配置方向に垂直な方向に一列に配置されて
いる。そして、第一切欠部１２１および第二切欠部１２３が、複数のボンディングパッド
１１０のそれぞれに設けられている。第一切欠部１２１は、いずれも所定の直線（Ｑ－Ｑ
’）上に一列に配置されている。また、複数の第二切欠部１２３も、所定の直線（Ｐ－Ｐ
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’）上に配置されている。
【００２１】
　半導体装置１００においては、第一領域１２５、第三領域１２７および第二領域１２９
がこの順に並置されており、ボンディングパッド１１０が、第一領域１２５、第三領域１
２７および第二領域１２９の並置方向に垂直に延在する中心軸に対して線対称な平面形状
を有する。これにより、第一領域１２５の側にプロービング傷１１１を形成する場合と第
二領域１２９の側にプロービング傷１１１を形成する場合のいずれにおいても、試験用プ
ローブの接触を同条件で行うことができる。また、第一領域１２５と第二領域１２９のい
ずれをボンディング部１１３とする場合にも、ボンディングを同条件で行うことができる
。よって、複数のボンディングパッド１１０が列状に配置された半導体装置１００におい
て、ボンディング部１１３をたとえば千鳥状に配置する場合にも適した構成となっている
。
【００２２】
　なお、本実施形態および以下の実施形態において、領域の平面形状が対称形であるとは
、第一領域１２５と第二領域１２９のいずれの領域に試験用プローブを接触させる場合に
も、プロービングを同条件で行うことができる程度に対称性が確保された形状であればよ
く、その範囲内であれば、たとえば製造工程中で生じる程度の形状のばらつきを有してい
てもよい。
【００２３】
　なお、本実施形態および以下の実施形態において、ボンディング部１１３を千鳥状に配
置する態様として、列状に配置された複数のボンディングパッド１１０について、たとえ
ばボンディング部１１３を第一領域１２５と第二領域１２９に交互に設ける場合（後述す
る図３）が挙げられる。また、複数のボンディングパッド１１０を一単位として、一単位
ごとにボンディング部１１３を第一領域１２５および第二領域１２９に交互に設ける態様
も含まれる。このような態様として、さらに具体的には、図４を参照して後述するように
、二つのボンディングパッド１１０を一単位とする構成が挙げられる。図４においては、
ボンディングパッド１１０の配置方向に沿って、ボンディング部１１３が、図中左側から
第二領域１２９、第一領域１２５、第一領域１２５、第二領域１２９、第二領域１２９、
の順に配置されている。
【００２４】
　また、ボンディングパッド１１０においては、第一領域１２５と第二領域１２９とが、
第三領域１２７に対して略対称な形状を有する。
【００２５】
　ボンディングパッド１１０は、略矩形の平面形状を有し、矩形の長辺に沿って、第一切
欠部１２１および第二切欠部１２３が並んで配置されている。また、第一切欠部１２１お
よび第二切欠部１２３は、矩形の対向する二辺のそれぞれに沿って設けられている。また
、第一切欠部１２１同士および第二切欠部１２３同士が互いに対向して配置されている。
なお、本明細書において、略矩形の平面形状は、少なくとも矩形の一辺が直線領域を有す
る構成であればよく、たとえば矩形の角部が製造プロセス中で除去されて、丸みを帯びた
形状になっていてもよい。ボンディングパッド１１０においては、第一領域１２５、第二
領域１２９および第三領域１２７の平面形状が、いずれも略矩形である。これにより、プ
ロービング傷１１１形成領域の対称性が確保されている。
【００２６】
　ボンディングパッド１１０において、第一領域１２５および第二領域１２９の幅は、ボ
ンディング部１１３の形成領域の幅を示す。また、第一領域１２５と第三領域１２７とか
ら構成される領域の幅および第二領域１２９と第三領域１２７とから構成される領域の幅
は、プロービング傷１１１の形成領域の幅を示す。ここで、領域の幅は、所定の方向にお
ける領域の端部間の長さのことである。たとえば、図１においては、ボンディングパッド
１１０が矩形の平面形状を有するため、第一切欠部１２１および第二切欠部１２３が設け
られた矩形の辺、つまり長辺において、第一切欠部１２１から第一切欠部１２１側の角部
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までの長さが第一領域１２５の幅となる。第二切欠部１２３から第二切欠部１２３側の角
部までの長さが第二領域１２９の幅となる。また、第一切欠部１２１から第二切欠部１２
３までの長さが第三領域１２７の幅となる。
【００２７】
　図２（ａ）および図２（ｂ）は、図１中のボンディングパッド１１０の断面図である。
図２（ａ）は、ボンディングパッド１１０のＱ－Ｑ’断面図であり、図２（ｂ）は、ボン
ディングパッド１１０のＲ－Ｒ’断面図である。
【００２８】
　図２（ａ）および図２（ｂ）に示したように、ボンディングパッド１１０は、トランジ
スタ等の素子が形成された半導体基板（シリコン基板１０１）と、シリコン基板１０１上
に設けられるとともに、所定の平面形状の凹部１５５が設けられた絶縁膜（多層膜１０３
）と、多層膜１０３の凹部１５５の形成領域を被覆するとともに、凹部１５５の内部から
外部にわたって設けられた導電膜（Ａｌ膜１０７）と、Ａｌ膜１０７の周縁部近傍におい
てＡｌ膜１０７を被覆するポリイミド膜１０５と、を含み、エリア識別マーク（第一切欠
部１２１および第二切欠部１２３）が、凹部１５５の側面外周（凹部側壁１５７）に設け
られている。
　エリア識別マークは、凹部１５５の外周縁に設けられた切欠部（第一切欠部１２１およ
び第二切欠部１２３）である。第一切欠部１２１および第二切欠部１２３は、ボンディン
グパッド１１０の周縁から内部に向かって凸状に形成されている。
【００２９】
　ポリイミド膜１０５は、パッシベーション膜として機能し、多層膜１０３の上面を被覆
している。ポリイミド膜１０５には、凹部１５５の上部に対応する位置に、凹部１５５と
同等あるいはひとまわり大きい開口部が設けられている。開口部は、ボンディングパッド
１１０の形成領域に設けられており、開口部側壁１５３がボンディングパッド１１０の輪
郭を規定する。開口部側壁１５３の平面形状は略矩形である。図１および図２においては
、有機樹脂をポリイミドとした例を示しているが、有機樹脂をＰＢＯとしてもよく、この
場合、ポリイミド膜１０５に代えてＰＢＯ膜を設けることができる。Ａｌ膜１０７の形成
領域の周縁およびその近傍をポリイミド膜１０５が被覆しており、ポリイミド膜１０５に
被覆されていない領域、つまり開口部において、Ａｌ膜１０７が露出している。
【００３０】
　また、多層膜１０３に設けられた凹部１５５において、凹部側壁１５７に第一切欠部１
２１および第二切欠部１２３が設けられている。ボンディングパッド１１０においては、
凹部側壁１５７の輪郭形状により、第一領域１２５と第三領域１２７との境界および第二
領域１２９と第三領域１２７との境界という二つの境界が示されている。第一切欠部１２
１および第二切欠部１２３は、ボンディングパッド１１０の周縁近傍に設けられている。
【００３１】
　ボンディングパッド１１０の寸法は、たとえば矩形の短辺の長さを隣接するボンディン
グパッド１１０と接触しない範囲で出来るだけ長く設定することが望ましい。また、ボン
ディングパッド１１０の一辺の長さの上限に特に制限はないが、たとえば矩形の長辺の長
さを１３０μｍ以下、好ましくは１００μｍ以下とすることが望ましい。また、ボンディ
ングパッド１１０は、シリコン基板１０１上の所定の位置に所定の数だけ配置される。
【００３２】
　次に、半導体装置１００を備える装置の製造方法を説明する。この製造工程は、以下の
工程を含む。
半導体装置１００を準備する工程、
第一切欠部１２１または第二切欠部１２３により、第一境界（Ｑ－Ｑ’）または第二境界
（Ｐ－Ｐ’）を検知し、検知された境界に基づいて、第一領域１２５と第三領域１２７と
から構成される領域または第二領域１２９と第三領域１２７とから構成される領域に試験
用プローブを接触させる工程、および
試験用プローブを接触させる上記工程の後、検知された境界Ｑ－Ｑ’または境界Ｐ－Ｐ’
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に基づいて、第二領域１２９または第一領域１２５に外部接続用導体（図５に示したワイ
ヤ１３１）を接合させる工程。
　外部接続用導体は、たとえばワイヤボンディング接続に用いられる導体とする。
【００３３】
　以下、さらに具体的に説明する。まず、半導体装置１００は、たとえば以下の手順によ
り製造される。
　はじめに、シリコン基板１０１上に、配線層および層間絶縁膜等が積層した多層膜１０
３を形成する。そして、多層膜１０３の所定の位置に、凹部１５５を形成する。このとき
、凹部側壁１５７の平面形状が、所定の、つまり第一切欠部１２１と第二切欠部１２３を
有する形状とする。
【００３４】
　次に、多層膜１０３上にＡｌ膜１０７を形成する。つづいて、Ａｌ膜１０７を、ボンデ
ィングパッド１１０の形状にパターニングする。このとき、Ａｌ膜１０７を、ボンディン
グパッド１１０の周縁から所定の長さだけ外側に張り出した形状となるようにパターニン
グする。
【００３５】
　続いて、パターニングされたＡｌ膜１０７の上面全面にポリイミド膜１０５を塗布法に
より形成する。そして、ボンディングパッド１１０の形状に対応する平面形状を有するマ
スクパターンをポリイミド膜１０５上に設ける。このマスクを用いて、ボンディングパッ
ド１１０の形成領域を選択的に除去してポリイミド膜１０５に開口部を形成し、開口部か
らＡｌ膜１０７を露出させる。以上の手順により、ボンディングパッド１１０が設けられ
た半導体装置が得られる。
【００３６】
　なお、得られた半導体装置１００においては、Ａｌ膜１０７の表面に、凹部１５５の形
状に対応する段差ができているため（図２）、素子形成面の上方からボンディングパッド
１１０を見たときに、Ａｌ膜１０７への光の反射により、第一切欠部１２１および第二切
欠部１２３を視認することができる。
【００３７】
　その後、ボンディングパッド１１０のプローブ接触領域に試験用プローブを接触させて
、針跡確認を行う。このとき、第一切欠部１２１または第二切欠部１２３を使用して、プ
ローブのプロービング傷１１１の形成領域の境界を検知する。具体的には、境界Ｐ－Ｐ’
の位置または境界Ｑ－Ｑ’の位置を検知して、境界Ｐ－Ｐ’よりも第一領域１２５側の領
域または境界Ｑ－Ｑ’よりも第二領域１２９側の領域にプローブを接触させてボンディン
グパッド１１０上を滑らせる。このとき、プロービング傷１１１形成領域内において、Ａ
ｌ膜１０７の表面にプロービング傷１１１が形成される。
【００３８】
　また、その後、プロービング後の針跡を確認する際に、第一切欠部１２１または第二切
欠部１２３を用いて良品判定を行う。具体的には、境界Ｐ－Ｐ’よりも第一領域１２５側
の領域または境界Ｑ－Ｑ’よりも第二領域１２９側の領域にプロービング傷１１１が形成
されているかどうかにより判定を行う。そして、良品については、第一領域１２５と第二
領域１２９のうち、プロービング傷１１１の形成領域として使用されなかった領域に、外
部接続用の導電部材を接合してボンディング部１１３とする。このときにも、第一切欠部
１２１または第二切欠部１２３を用いて境界を検知し、検知された境界よりも内側にボン
ディングワイヤをボンディングする。また、ボンディングワイヤ先端を溶解させてボール
状とし、このボールをボンディング領域に接合した後、ワイヤを引き抜いて除去すること
により、バンプを形成してもよい。外部接続用の導電部材の材料は、たとえば、Ａｌ、Ａ
ｕまたはＣｕ等の金属とする。
【００３９】
　次に、半導体装置１００（図１、図２）の効果を説明する。
　半導体装置１００においては、一つのボンディングパッド１１０に第一切欠部１２１と
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第二切欠部１２３とが設けられている。このため、第一切欠部１２１または第二切欠部１
２３を用いて、第一領域１２５または第二領域１２９と第三領域１２７との境界を確実に
検知することができる。これらの二つの境界を検知することができるため、第一領域１２
５と第二領域１２９のうちのいずれか一方をボンディング部１１３形成領域として任意に
選択することができる。そして、選択した領域内に確実にボンディング部１１３を設ける
とともに、選択しなかった領域内に確実にプロービングを行うことができる。このため、
半導体装置１００は、ボンディング部１１３の形成領域の選択の自由度に優れるとともに
、試験用プローブの接触により生じた傷跡上にボンディングされることを防ぎ、信頼性に
優れたボンディングを行うことが可能な構成となっている。
【００４０】
　また、ボンディングパッド１１０においては、第三領域１２７を挟んで第一領域１２５
と第二領域１２９とが対称に配置されている。このため、第一領域１２５と第二領域１２
９のうちのいずれにボンディング部１１３を設ける場合にも、ボンディングおよびプロー
ビングを所定の領域内に同条件で確実に行うことができる。この効果は、第一領域１２５
の平面形状と第二領域１２９の平面形状とが実質的に同じである場合に顕著に発揮される
。
【００４１】
　また、背景技術の項において図１３および図１４を参照して前述した構成においては、
ボンディングパッドの小型化とボンディングの信頼性の両立の点で改善の余地があった。
これに対し、ボンディングパッド１１０においては、第一領域１２５と第二領域１２９の
うち、いずれをプロービング傷１１１の形成領域として用いる場合にも、これらの領域に
加えて第三領域１２７をプロービング傷１１１の形成領域として用いることができる。こ
のため、ボンディングパッド１１０の大きさを小さくしつつ、所定の領域内にボンディン
グ部１１３を確実に設けることができる。よって、ボンディングの信頼性を充分に確保す
るとともに、基板面内におけるボンディングパッド１１０の集積度を高めることができる
。
【００４２】
　また、特許文献１および特許文献２を参照して前述した他の構成においては、ボンディ
ングパッドを形成する際に、あらかじめ、ボンディングパッド内におけるボンディング領
域とプローブ接触領域の配置が決定されていた。たとえば、特許文献２には、プロービン
グ部が第１プロービング部と第２プロービング部とからなり、第２プロービング部が第１
プロービング部とボンディング部との間に位置した構成のボンディングバッドが示されて
いる。ところが、この構成の場合、ボンディング部の平面形状を四角形として、その四つ
の角の直角状態を認知してボンディング位置を設定する目的で、第２プロービング部が設
けられている。そして、ボンディング部の角部により、ボンディング部とプロービング部
との一つの境界のみが示される。つまり、特許文献２においては、ボンディングパッド中
のボンディング領域が予め一箇所に決められてしまっている。このため、特許文献２にお
いては、本実施形態の構成とは異なり、第２プロービング部とボンディング部とから構成
される領域をプロービング部として用いるようには構成されていない。よって、ボンディ
ングパッド形成後に自由にボンディング部を選択することができない。
【００４３】
　これに対し、本実施形態の半導体装置１００においては、ボンディングパッド１１０に
第三領域１２７が設けられており、第一領域１２５と第三領域１２７とから構成される領
域および第二領域１２９と第三領域１２７とから構成される領域のうち、いずれか一方を
任意に選択してプロービング傷１１１の形成領域とすることができる。このため、プロー
ビング傷１１１の幅がボンディング部１１３の幅より大きい場合にも、ボンディングパッ
ド１１０の大きさを必要最低限の大きさとすることができる。また、ボンディングパッド
１１０を形成した後の設計変更に応じて、ボンディング部１１３を自由に配置することが
できる。
【００４４】
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　よって、半導体装置１００においては、たとえばボンディング部１１３を千鳥格子状に
配置する場合にも、プローブの接触とボンディングをそれぞれの領域内で確実に行い、プ
ロービング傷上にボンディングされないようにすることができる。
【００４５】
　たとえば、図３は、図１に示した半導体装置１００において、ボンディング部１１３を
千鳥格子状に配置した例を示している。また、図４は、図１に示した半導体装置１００に
おいて、隣接する二つのボンディングパッド１１０を一単位としてボンディング部１１３
を千鳥格子状に配置した例を示している。本実施形態によれば、第一切欠部１２１および
第二切欠部１２３を検知して、第一領域１２５または第二領域１２９のいずれか一方を任
意に選択してボンディング領域とすることができるため、図３および図４に示したボンデ
ィング様式においても、ボンディングを確実に行うことができる。よって、半導体装置１
００中のボンディングパッド１１０と、他の基板に設けられた導電部材との電気的接続と
を接続する際の自由度を向上させることができる。ボンディングパッド１１０と外部電極
との接続例を図５に模式的に示す。
【００４６】
　図５は、図４に示したボンディング部１１３の配置により、ボンディングパッド１１０
とパッケージ基板１２０とを接続した例を示す平面図である。図５において、パッケージ
基板１２０は、基板の内周縁に沿って配置された電源リング１３３と、電源リング１３３
よりも基板の外側に配置された複数のステッチ１３５とを有する。図５では、ボンディン
グパッド１１０の第一領域１２５と電源リング１３３とがワイヤ１３１によって接続され
ている。また、各ステッチ１３５に最も近い位置に配置されているボンディングパッド１
１０の第二領域１２９とステッチ１３５とが、ワイヤ１３１によって接続されている。
【００４７】
　図５においては、電源リング１３３に接続されるボンディングパッド１１０については
、第一領域１２５をボンディング部１１３の形成領域とし、ステッチ１３５に接続される
ボンディングパッド１１０については、第二領域１２９をボンディング部１１３の形成領
域としている。このように、半導体装置１００においては、パッケージ基板１２０に設け
られた導電部材との位置関係に応じて、ボンディングパッド１１０中のボンディング部１
１３の形成領域を自由に選択して用いることができる。このため、ワイヤ１３１同士の接
触や交差が生じないように効率よくワイヤ１３１を配置することができる。
【００４８】
　なお、複数のボンディングパッドを一列に配置する場合、すべてのボンディングパッド
をボンディングパッド１１０とする必要はない。すなわち、すべてのボンディングパッド
が、第一切欠部１２１および第二切欠部１２３を有する構成とする必要はなく、列中に少
なくとも一つ、好ましくは二つ以上のボンディングパッド１１０が設けられていればよい
。
【００４９】
　図６は、ボンディングパッド１１０の配置例を示す平面図である。図６においては、一
列に配置された複数のボンディングパッド群のうち、両端に設けられたボンディングパッ
ドをボンディングパッド１１０とし、両端以外のボンディングパッド１１２は、第一切欠
部１２１および第二切欠部１２３を有しない構成としている。この場合にも、両端に配置
されたボンディングパッド１１０中に第一切欠部１２１および第二切欠部１２３を設け、
第一切欠部１２１および第二切欠部１２３がそれぞれ一直線上に配置されているため、こ
れらの切欠部を用いて境界位置を検知することができる。
【００５０】
　また、図１においては、対向する二辺のいずれにも第一切欠部１２１および第二切欠部
１２３が設けられた構成を例示したが、第一切欠部１２１および第二切欠部１２３は、一
つのボンディングパッド１１０内に少なくとも一つ設けられていればよい。
【００５１】
　図７は、このような半導体装置の構成を示す平面図である。図７においては、ボンディ
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ングパッド１１０に代えてボンディングパッド１１４が列状に配置されている。ボンディ
ングパッド１１４の基本構成は図１に示したボンディングパッド１１０と同様であるが、
矩形の長辺のうち、一方の辺に第一切欠部１２１が設けられ、他方の辺に第二切欠部１２
３が設けられている点が異なる。
【００５２】
　図７においても、複数のボンディングパッド１１４中の第一切欠部１２１および第二切
欠部１２３を、それぞれ直線上に一列に配置することにより、複数のボンディングパッド
１１４に設けられた第一切欠部１２１および第二切欠部１２３を用いて境界Ｐ－Ｐ’およ
び境界Ｑ－Ｑ’の位置を検知することができる。
【００５３】
　また、以上においては、第一領域１２５と第三領域１２７との境界および第二領域１２
９と第三領域１２７との境界を、いずれも、切欠部によって示す場合を例示したが、切欠
部に代えてボンディングパッド１１０の内部から外周縁側に向かって凸状に形成される突
起部により示すこともできる。
【００５４】
　図８は、このような半導体装置の構成を示す平面図である。図８の半導体装置の基本構
成は図１の半導体装置１００と同様であるが、複数のボンディングパッド１１０に代えて
複数のボンディングパッド１１６が列状に配置されている点が異なる。ボンディングパッ
ド１１６は、第一切欠部１２１および第二切欠部１２３に代えて、それぞれ、第一突起部
１３７および第二突起部１３９を有する。これらの突起部も、切欠部の場合と同様に、多
層膜１０３の凹部側壁１５７に設けることができる。
【００５５】
　図８に示した構成においても、切欠部の場合と同様に、第一突起部１３７または第二突
起部１３９とを用いて、第一領域１２５と第三領域１２７との境界および第二領域１２９
と第三領域１２７との境界を検知することができる。このため、図１に示した半導体装置
１００と同様の効果が得られる。
【００５６】
　なお、図１等に示した場合のように、ボンディングパッドに切欠部を設けて境界を提示
する構成とすることにより、ボンディングパッドを小型化することができるため、ボンデ
ィングパッドの集積度をさらに向上させることができる。
【００５７】
　以下の実施形態においては、第一の実施形態と異なる点を中心に説明する。
【００５８】
　（第二の実施形態）
　第一の実施形態においては、凹部側壁１５７に切欠部または突起部を設けて境界を検知
する構成としたが、境界を示す態様はこれには限られない。たとえば、エリア識別マーク
が、凹部１５５に設けられた角部であってもよい。凹部１５５の角部をエリア識別マーク
とする構成として、たとえば、第一領域１２５および第二領域１２９に対して第三領域１
２７が引っ込んだり張り出したりした構成が挙げられる。本実施形態では、こうした構成
について説明する。
【００５９】
　図９は、本実施形態の半導体装置の構成を示す平面図である。図９に示した半導体装置
１３０の基本構成は第一の実施形態の半導体装置１００（図１）と同様であるが、ボンデ
ィングパッド１１０に代えて複数のボンディングパッド１１８が列状に配置されている点
が異なる。
【００６０】
　ボンディングパッド１１８においては、凹部側壁１５７の長手方向の一部が後退面１４
５となっている。後退面１４５の両端に形成された第一角部１４１および第二角部１４３
が、領域の境界を示している。第一角部１４１は、第一領域１２５と第三領域１２７との
境界を示している。また、第二角部１４３は、第二領域１２９と第三領域１２７との境界
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を示している。
【００６１】
　図９においても、第一角部１４１および第二角部１４３を用いて、第一領域１２５と第
三領域１２７との境界および第二領域１２９と第三領域１２７との境界を検知することが
できるため、第一の実施形態と同様の効果が得られる。また、図９においては、凹部側壁
１５７に後退面１４５を形成すればよいため、切欠部や突起部を設ける場合ほどの微細加
工を必要とせず、製造容易性にさらに優れた構成となっている。
【００６２】
　半導体装置１３０においても、ボンディング部１１３の平面配置を千鳥配置とすること
ができる。図１０は、半導体装置１３０において、ボンディング部１１３を千鳥状に配置
した例を示す平面図である。また、図１１は、半導体装置１３０において、隣接する二つ
のボンディング部１１３を一単位として千鳥状に配置した例を示す平面図である。
【００６３】
　また、半導体装置１３０では、第三領域１２７を第一領域１２５および第二領域１２９
よりも幅狭の領域としたが、逆に幅広の領域としてもよい。図１２は、このような半導体
装置の構成を示す平面図である。
　図１２に示した半導体装置の基本構成は図８に示した半導体装置１３０と同様であるが
、ボンディングパッド１１８に代えてボンディングパッド１２２が設けられた点が異なる
。ボンディングパッド１２２においては、後退面１４５に代えて、凹部側壁１５７に前進
面１５１が設けられている。そして、前進面１５１の一端が第一角部１４７をなし、第一
領域１２５と第三領域１２７との境界を示す箇所となっている。また、前進面１５１の他
端が第二角部１４９をなし、第二領域１２９と第三領域１２７との境界を示している。よ
って、図１２においても、図８と同様の効果が得られる。
【００６４】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【００６５】
　たとえば、以上の実施形態においては、ボンディングパッド上に設けられたパッシベー
ション膜がポリイミド膜１０５である場合を例に説明したが、パッシベーション膜を、ポ
リイミド膜等の有機絶縁膜に代えて、ＳｉＯ2膜等の酸化膜や、ＳｉＮ膜等の窒化膜とし
てもよい。この場合、ＳｉＯ2膜等の酸化膜や、ＳｉＮ膜等の窒化膜の開口端の凹凸でエ
リア識別マークを形成することができ、本項以前に記載した実施形態と同様な効果が得ら
れる。また、パッシベーション膜は単層であってもよいし、複数の膜が積層されてなる積
層膜であってもよい。
【００６６】
　以上の実施形態においては、多層膜１０３に凹部１５５を形成し、凹部１５５の外周縁
に第一切欠部１２１および第二切欠部１２３を形成するため、微細加工が容易でない材料
をパッシベーション膜とする場合にも、第一切欠部１２１および第二切欠部１２３を所定
の位置に安定的に形成することができる。
【００６７】
　また、ボンディングパッドを構成する導電膜は、Ａｌ膜１０７には限られず、他に、た
とえばＡｕ膜やＣｕ膜等の金属膜とすることもできる。
【００６８】
　また、以上においては、Ａｌ膜１０７の形成領域の一部をポリイミド膜１０５が被覆し
ており、ポリイミド膜１０５の開口部の輪郭がボンディングパッドの輪郭である場合を例
に説明したが、Ａｌ膜１０７の形成領域の全面が露出しており、Ａｌ膜１０７の形成領域
の輪郭がボンディングパッドの輪郭である構成としてもよい。
【００６９】
　また、以上においては、一列に配置された複数のボンディングパッド中に、プロービン
グ傷１１１とボンディング部１１３とが、千鳥状に配置される場合を例示したが、プロー
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ビング傷１１１およびボンディング部１１３の配置は千鳥状には限られず、ランダムな配
置に対応できる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図２】図１に示した半導体装置のボンディングパッドの断面図である。
【図３】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図４】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図５】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図６】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図７】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図８】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図９】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図１０】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図１１】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図１２】本実施形態における半導体装置の構成を示す平面図である。
【図１３】従来の半導体装置の構成を示す平面図である。
【図１４】従来の半導体装置の構成を示す平面図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１００　半導体装置
　１０１　シリコン基板
　１０３　多層膜
　１０５　ポリイミド膜
　１０７　Ａｌ膜
　１１０　ボンディングパッド
　１１１　プロービング傷
　１１２　ボンディングパッド
　１１３　ボンディング部
　１１４　ボンディングパッド
　１１６　ボンディングパッド
　１１８　ボンディングパッド
　１２０　パッケージ基板
　１２１　第一切欠部
　１２２　ボンディングパッド
　１２３　第二切欠部
　１２５　第一領域
　１２７　第三領域
　１２９　第二領域
　１３０　半導体装置
　１３１　ワイヤ
　１３３　電源リング
　１３５　ステッチ
　１３７　第一突起部
　１３９　第二突起部
　１４１　第一角部
　１４３　第二角部
　１４５　後退面
　１４７　第一角部
　１４９　第二角部
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　１５１　前進面
　１５３　開口部側壁
　１５５　凹部
　１５７　凹部側壁
　２１０　ボンディングパッド
　２１１　プロービング傷
　２１３　ボンディング部
　２２１　切欠部
　２２５　第一領域
　２２９　第二領域

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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