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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　該基板上に搭載された半導体素子と、
　前記基板上で該半導体素子の近傍に配置され、該半導体素子の回路とインピーダンス整
合のとれた配線を有するインピーダンス整合基板と
　前記半導体素子の第１の電極と前記基板の電極との間を接続する複数の第１の金属ワイ
ヤと、
　前記半導体素子の第２の電極と前記インピーダンス整合基板の第１の電極との間を接続
する複数の第２の金属ワイヤと、
　前記インピーダンス整合基板の第２の電極と前記基板の電極との間を接続する複数の第
３の金属ワイヤと
　を有し、
　前記複数の第２の金属ワイヤは互いに平行に延在すると共に、前記複数の第３の金属ワ
イヤも互いに平行に延在し、
　前記インピーダンス整合基板の第２の電極のピッチは、前記インピーダンス整合基板の
第１の電極のピッチより大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板の厚みは、前記半導体素子の厚みより小さいことを特徴と
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する半導体装置。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板の厚みは、前記半導体素子の厚みの略１／２であることを
特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板は前記第２の電極が設けられた部分に対応して切り欠きを
有し、前記第３の金属ワイヤは対応する該切り欠きの内面に囲まれた領域を延在して前記
基板の前記電極に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板の第１の電極に突起電極が形成され、前記第２の金属ワイ
ヤは該突起電極に接合されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１記載の半導体装置であって、
　前記複数の第１の金属ワイヤの一部は、前記インピーダンス整合基板の上を延在して前
記基板の前記電極に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板のインピーダンス整合のとれた配線の両側に、電源電位又
は接地電位となるシールド配線又はシールドプレーンが設けられていることを特徴とする
半導体装置。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板は導電性材料により形成され、前記シールド配線又は前記
シールドプレーンは前記インピーダンス整合基板の一部として形成されていることを特徴
とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板は三角形であり、三角形の一辺が前記半導体素子の一辺に
近接して平行になるように配置されていることを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置に係り、特に半導体素子をワイヤボンディングにより基板に実装し
た半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体素子の高密度化が進み、半導体素子上に形成される電極端子のピッチが小
さくなっている。また、半導体素子への入出力信号の高速化も進んでおり、高周波信号の
入出力用の電極端子が設けられことが多くなっている。
【０００３】
　高周波信号入出力用の電極端子に接続される高周波信号ラインは、特に周辺回路や配線
とのインピーダンス整合をとる必要がある。一般的に、２本の高周波信号ラインで差動対
が形成され、差動対が接地ラインや電源ライン等のシールド用のラインで挟まれた構成と
なる。
【０００４】
　一般的に半導体装置において、半導体素子の電極は半導体素子の周囲部分（各辺）に沿
って配列されており、半導体素子は基板に搭載されてボンディングワイヤにより基板に接
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続される。このような構成の半導体装置は、すでにある程度確立された技術を用いて製造
することができ、比較的低コストで製造することができる。
【特許文献１】特開平６－６１５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　半導体素子が搭載される基板に対して、半導体素子のような高密度化技術を用いると、
基板の製造コストが上昇してしまう。このため、一般的に、基板は半導体素子に比較して
低密度構造の技術を用いて製造される。このような基板をローコスト基板と称する。ロー
コスト基板には、高密度の配線を形成することはできず、基板面積が増大する。しかし、
ローコスト基板を用いることにより半導体装置としての価格を低減することができるため
、ローコスト基板は広く用いられている。
【０００６】
　ところが、半導体素子の高密度化に伴い、半導体素子の電極ピッチは、ローコスト基板
の端子ピッチより大幅に小さくなってきている。したがって、半導体素子の周囲部分に配
列された電極を基板の端子にワイヤボンディングする場合には、隣接するボンディングワ
イヤの間隔を次第に広げながら基板の端子にボンディングすることとなる。また、基板の
端子を半導体素子から遠ざけることとなり、各ボンディワイヤの長さが増大してしまう。
【０００７】
　このように、高密度化された半導体素子をローコスト基板に搭載すると、ボンディグワ
イヤが平行ではなく徐々に広がる張り方となり、特に高速信号ラインを差動対で構成した
場合などは、ボンディングワイヤの長さが長くなり、例えば１００Ωのような適切なイン
ピーダンスを設けることができなくなる。また、ボンディングワイヤが長くなるので、高
速信号ラインでは、ローコスト基板の中に形成される配線と、ボンディングワイヤとイン
ピーダンス整合をとることが難しいという問題がある。基板中の配線を微細構造にするこ
とで基板中でインピーダンス整合を行なうこともできるが、ローコスト基板中にその一部
分だけ微細構造とすることは、コストの面から好ましくない。
【０００８】
　本発明は上述の問題に鑑みなされたものであり、高密度化された半導体素子をローコス
ト基板に搭載する場合に、高速信号ラインの電極に対して、ボンディングワイヤを平行に
張ることができ、且つボンディングワイヤを短くできる構成の半導体装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の問題を解決するために、本発明によれば、基板と、該基板上に搭載された半導体
素子と、前記基板上で該半導体素子の近傍に配置され、該半導体素子の回路とインピーダ
ンス整合のとれた配線を有するインピーダンス整合基板と、前記半導体素子の第１の電極
と前記基板の電極との間を接続する複数の第１の金属ワイヤと、前記半導体素子の第２の
電極と前記インピーダンス整合基板の第１の電極との間を接続する複数の第２の金属ワイ
ヤと、前記インピーダンス整合基板の第２の電極と前記基板の電極との間を接続する複数
の第３の金属ワイヤとを有し、前記複数の第２の金属ワイヤは互いに平行に延在すると共
に、前記複数の第３の金属ワイヤも互いに平行に延在し、前記インピーダンス整合基板の
第２の電極のピッチは、前記インピーダンス整合基板の第１の電極のピッチより大きいこ
とを特徴とする半導体装置が提供される。
【００１０】
　本発明による半導体装置において、前記インピーダンス整合基板の厚みは、前記半導体
素子の厚みより小さいことが好ましく、前記インピーダンス整合基板の厚みは、前記半導
体素子の厚みの略１／２であることがより好ましい。
【００１１】
　また、前記インピーダンス整合基板は前記第２の電極が設けられた部分に対応して切り
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欠きを有し、前記第３の金属ワイヤは対応する該切り欠きの内面に囲まれた領域を延在し
て前記基板の前記電極に接続されていることとしてもよい。
【００１２】
　また、前記インピーダンス整合基板の第１の電極に突起電極が形成され、前記第２の金
属ワイヤは該突起電極に接合されていることとしてもよい。
【００１３】
　さらに、前記複数の第１の金属ワイヤの一部は、前記インピーダンス整合基板の上を延
在して前記基板の前記電極に接続されていることとしてもよい。
【００１４】
　また、本発明による半導体装置において、前記インピーダンス整合基板のインピーダン
ス整合のとれた配線の両側に、電源電位又は接地電位となるシールド配線又はシールドプ
レーンが設けられていることとしてもよい。さらに、前記インピーダンス整合基板は導電
性材料により形成され、前記シールド配線又は前記シールドプレーンは前記インピーダン
ス整合基板の一部として形成されていることとしてもよい。
【００１５】
　また、本発明による半導体装置において、前記インピーダンス整合基板は三角形であり
、三角形の一辺が前記半導体素子の一辺に近接して平行になるように配置されていること
が好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　上述の本発明によれば、インピーダンス整合が必要な配線経路をインピーダンス整合基
板に形成した配線とすることにより、精度の高いインピーダンス整合をとり、その他の配
線経路に対しては、比較的制度の低いインピーダンス整合を適用するこことができる。し
たがって、微細電極ピッチを有する半導体素子を搭載する場合に、基板構造が比較的ラフ
な基板を用い、インピーダンス整合が必要な高速信号ラインなどのみにインピーダンス整
合基板を用いることで、基板全体を微細構造とする必要がなくなる。これにより、微細電
極ピッチを有する半導体素子を搭載する場合でも、比較的低価格な基板を用いることがで
き、半導体装置の製造コストを低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　まず、本発明の第１実施例による半導体装置について、図１乃至図３を参照しながら説
明する。図１は本発明の第１実施例によるＢＧＡ（ボール・グリッド・アレイ）型半導体
装置の内部透視側面図である。図２は図１に示す半導体装置の内部透視平面図である。図
３は図１に示す半導体装置内のボンディングワイヤの張り方を示す平面図である。
【００１８】
　本発明の第１実施例による半導体装置は、基板２と、基板２上に実装された半導体素子
４と、同じく基板２上に搭載されたインピーダンス整合基板６とを有する。半導体素子４
及びインピーダンス整合基板６とは基板２の電極２ａ（図３参照）に対してワイヤボンデ
ィングされ、それら全体が基板２上で封止樹脂８により封止されている。基板２の裏側に
は半導体装置の外部接続端子として機能する半田ボール１０が設けられている。
【００１９】
　半導体素子４は、電極（第１の電極）４ａが４辺に沿って整列して配置されたもので、
電極４ａのピッチはファインピッチである。これに対して、基板２はローコスト基板であ
り、電極２ａのピッチは半導体素子４ａの電極ピッチより大きい。したがって、半導体素
子４の電極４ａと基板２の電極２ａを接続するボンディングワイヤ（第１の金属ワイヤ）
１２の互いに隣り合ったワイヤの間の距離は、図２に示すように、半導体素子４側から基
板２側に向かって次第に大きくなっている。
【００２０】
　半導体装置４はボンディングワイヤ１２により基板２の電極２ａに接続される電極（第
１の電極）４ａの他に、例えば高速信号ラインに相当する電極（第２の電極）４ｂを有し
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ており、この電極４ｂはボンディングワイヤ（第２の金属ワイヤ）１４を介してインピー
ダンス整合基板６上に形成された電極６ｂに接続されている。特に、高速信号ラインは、
半導体素子４の内部配線から基板２の配線までの経路に関してインピーダンスを調整する
必要がある。このような高速信号ラインは、ボンディングワイヤ１２による接続であると
、ボンディングワイヤ１２が長いため、適当なインピーダンス（例えば１００Ω）を得る
ことはできない。そこで、本実施例では、インピーダンス整合基板６に、予め所定のイン
ピーダンスとなるように形成された配線が施されている（図４参照）。
【００２１】
　インピーダンス整合基板６は、半導体素子４の高速信号ラインに相当する電極４ｂが配
列された部分に近接した位置に設けられている。すなわち、略四辺形のインピーダンス整
合基板６の一辺は、半導体素子４の一辺（高速信号ライン用電極が配置された辺）に近接
して位置している。そして、半導体素子４の高速信号ラインに相当する電極４ｂは、ボン
ディングワイヤ１４により、インピーダンス整合基板６の電極（第１の電極）６ａに接続
されている。
【００２２】
　ボンディングワイヤ１４により接続されるインピーダンス整合基板６の電極６ａのピッ
チは、半導体素子４の電極４ｂのピッチと等しく設定されており、ボンディングワイヤ１
４は互いに平行に延在している。また、インピーダンス整合基板６は半導体素子４に近接
して配置されているため、ボンディングワイヤ１４をボンディングワイヤ１２よりはるか
に短くすることができ、ボンディングワイヤ１２のインピーダンスを小さくすることがで
きる。
【００２３】
　半導体素子４に面した辺に沿って整列したインピーダンス整合基板６の電極６ａは、イ
ンピーダンス整合基板６上に形成された配線を介して、インピーダンス整合基板６の他の
三辺に沿って設けられた電極（第２の電極）６ｂに接続される。インピーダンス整合基板
６の他の三辺には沿って設けられた電極６ｂは、基板２の電極２ａのピッチと同じ電極ピ
ッチで設けられる。したがって、インピーダンス整合基板６の電極６ｂは、互いに平行な
ボンディングワイヤ（第３の金属ワイヤ）１６を介して基板２の電極２ａに接続される。
【００２４】
　ここで、インピーダンス基板６について図４を参照しながらさらに詳細に説明する。図
４はインピーダンス整合基板６と半導体素子４との斜視図であり、基板上に形成された配
線６ｃが示されている。
【００２５】
　インピーダンス整合基板６は、半導体素子４より薄い基板で、配線を形成することので
きるものであれば、有機基板、ガラス基板、あるいは金属基板等どのような材料の基板で
あってもよい。本実施例では、銅基板を用いた場合について説明する。銅基板のような導
電材料により形成した基板を用いる場合は、配線以外の基板の部分を電源電位又は接地電
位とすることができる。また、銅基板を接地電位に設定する場合、接地ラインとしてのボ
ンディングワイヤ用の電極を特に設ける必要はなく、基板に対してボンディングワイヤを
直接接合することができる。また、インピーダンス整合基板６に形成する電極は、パター
ン配線の一部として形成すればよく、パターン配線から分離する必要はない。
【００２６】
　インピーダンス整合基板６を銅基板により形成する場合、まずパターン配線６ｃより大
き目の絶縁層６ｄを銅基板の上に形成し、その上にパターン配線６ｃを形成する。各パタ
ーン配線６ｃの一端（電極６ａに相当）は、半導体素子４に面した辺の近傍に位置し、反
対端（電極６ｂに相当）は他の三辺の近傍に位置する。
【００２７】
　各パターン配線６ｃは予め決められた長さ及び幅で形成されており、所望のインピーダ
ンス（例えば１００Ω）とされている。パターン配線のインピーダンスは、例えばボンデ
ィングワイヤのインピーダンスより小さくでき、またより高精度でインピーダンスを設定
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することができる。したがって、ボンディングワイヤ１２より精度の高いインピーダンス
で、半導体素子の電極４ｂを基板２の電極２ｂに接続することができる。なお、ボンディ
ングワイヤ１４とボンディングワイヤ１６とはいずれもボンディングワイヤ１２より十分
短いため、この部分でのインピーダンスの影響は小さい。
【００２８】
　また、インピーダンス整合基板６の表面で、パターン配線が施されていない部分は電源
電位又は接地電位に設定され、この部分はシールド配線又はシールドプレーンとして機能
する。
【００２９】
　また、図１に示すように、インピーダンス整合基板６の厚みは、半導体素子４の厚みに
等しいか小さいことが好ましい。これは、インピーダンス整合基板６の厚みが半導体素子
４の厚みより大きいと、ボンディングワイヤ１４とボンディングワイヤ１６の長さの合計
が大きくなってしまうからである。また、インピーダンス整合基板６の厚みが、半導体素
子４の厚みの半分であることがより好ましい。この場合、ボンディングワイヤ１４とボン
ディングワイヤ１６とを張る際のボンディング面の高低差（半導体素子４の表面からイン
ピーダンス整合基板６の表面までの高低差、及びインピーダンス整合基板６から基板２の
表面までの高低差）が等しくなり、同じワイヤボンディング装置を用いてボンディングす
ることができるという利点がある。
【００３０】
　ここで、インピーダンス整合基板６の変形例について、図５を参照しながら説明する。
図５に示すインピーダンス整合基板６Ａは、電極６ｂが設けられた部分に切り欠き６Ａａ
が設けられている。切り欠き６Ａａにより露出する基板２の表面には電極２ａ（図示せず
）が設けられ、電極６ｂはこの電極２ａに対してワイヤボンディングされる。したがって
、ボンディングワイヤ１６は切り欠き６Ａａの内側に延在することとなる。
【００３１】
　インピーダンス整合基板６Ａは銅基板であり、切り欠き６Ａａの内部は三方向が導電性
材料である銅で包囲された状態となり、ボンディングワイヤ１６は切り欠き６Ａａの内面
によりシールドされた状態となる。したがって、特に高周波ノイズが入りやすいボンディ
ングワイヤ１６をシールドしてノイズの混入を低減する効果を得ることができる。インピ
ーダンス整合基板６Ａを銅基板のような導電性材料以外の材料で形成した場合は、切り欠
きの内面に例えば銅めっきのような導電性材料のメッキを施すことで同様なシールド効果
を得ることができる。
【００３２】
　次に、半導体素子４の電極４ｂからインピーダンス整合基板６，６Ａの電極６ａまでの
ワイヤボンディングの好ましい例について説明する。
【００３３】
　半導体素子４の電極４ｂとインピーダンス整合基板６，６Ａの電極６ａとの間は、ボン
ディングワイヤ１４により接続される。この際のボンディングのやり方として、半導体素
子４の電極４ｂをボンディングの一次側として、電極４ａより低い位置にあるインピーダ
ンス整合基板６，６Ａの電極６ａをボンディングの二次側とすることが一般的である。ボ
ンディングの一次側は、図６に示すようにワイヤ先端のボール部分が接合される。ボール
のサイズは半導体素子４の電極４ｂのピッチより小さくできるので、一次側の接合部分が
ワイヤボンディングに影響を及ぼすことはない。
【００３４】
　ところが、ボンディングの二次側では、ワイヤを直接電極6ａに押し当てながら引きち
ぎることとなり、押しつぶされたワイヤが左右に広がって隣接した電極６ａにまで延在す
るおそれがある。すなわち、ボンディングの二次側では、いわゆるフィッシュテールとい
う部分が形成されるため、電極６ａの間隔をフィッシュテールを考慮して広くする必要が
ある。本実施例では、インピーダンス整合基板６，６Ａの電極６ａのピッチを、半導体素
子４の電極４ｂのピッチと等しくしてボンディングワイヤ１４を平行にしており、電極６
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ａの間隔を狭くする必要がある。そこで、図６に示すように、電極６ａ上に突起電極１８
を形成しておき、突起電極１８の頂面以上にフィッシュテールが広がらないようにするこ
とが好ましい。突起電極１８は、例えばスタッドバンプやめっきバンプなどを用いて形成
することができる。
【００３５】
　次に、インピーダンス整合基板６により接続する信号ラインが差動対である場合につい
て説明する。図７は差動対をなす信号配線が設けられたインピーダンス整合基板６Ｂの平
面図である。インピーダンス整合基板６Ｂは、基本的な構成はインピーダンス整合基板６
と同じであるが、2本のパターン配線６ｃが対となって形成されており、対のうちの両方
のパターン配線６ｃが同じ幅及び長さで形成されている。対のパターン配線６ｃは信号配
線に相当し、パターン配線６ｃに接続されているボンディングワイヤ１４，１６には、記
号Ｓが付されている。一方、接地配線となるボンディングワイヤ１４，１６には、記号Ｇ
が付されている。
【００３６】
　図７に示すように、一対のパターン配線６ｃに接続される一対のボンディングワイヤ１
４，１６（記号Ｓが付されたワイヤ）は、接地配線となるボンディングワイヤ１４，１６
（記号Ｇが付されたワイヤ）に挟まれてシールドされている。なお、本実施例では、銅基
板を用いているため、接地配線となるボンディングワイヤ１４，１６用の電極は設けられ
ず、接地配線となるボンディングワイヤ１４，１６は直接銅基板に接合される。したがっ
て、銅基板自体が接地電位となっている。
【００３７】
　なお、図７において、上側及び下側のパターン配線対における蛇行したパターン配線６
ｃは、もう一方のパターン配線６ｃと長さが等しくなるように蛇行部分が設けられたもの
である。
【００３８】
　図７に示すインピーダンス整合基板６Ｃに対して、図５に示すような切り欠きを設ける
こととしてもよい。図８は切り欠き６Ｃａが設けられたインピーダンス整合基板６Ｃを示
す平面図である。切り欠き６Ｃａは、図５に示すインピーダンス整合基板６Ａの切り欠き
６Ａａと同様な効果を提供する。また、信号配線用のボンディングワイヤ１６（記号Ｓが
付されたワイヤ）は切り欠き６Ｃａの内面で挟まれており、接地配線用のボンヂングワイ
ヤを設ける必要はない。
【００３９】
　次に、本発明の第２実施例について、図9及び図１０を参照しながら説明する。図９は
本発明の第２実施例による半導体装置の内部透視平面図であり、図１０は図９に示す半導
体装置内のボンディングワイヤの張り方を示す平面図である。なお、図９及び図１０にお
いて、図１乃至図３に示す構成部品と同等の部品には同じ符号を付し、その説明は省略す
る。
【００４０】
　本発明の第２実施例による半導体装置の構成は、インピーダンス整合基板６Ｄの形状を
三角形とした以外は、上述の第１実施例による半導体装置と同じである。すなわち、図９
に示すように、本発明の第２実施例による半導体装置は、一辺が半導体素子４の一辺に近
接して配置された三角形である。この場合、図１０に示すように、半導体素子の電極４ｂ
と接続される電極6ａは、インピーダンス整合基板６Ｄの半導体素子４に面する辺に沿っ
て設けられ、基板２の電極２ａに接続される電極６ｂはインピーダンス整合基板６Ｄの他
の二辺に沿って設けられる。
【００４１】
　インピーダンス整合基板を三角形とすることにより、インピーダンス整合基板６Ｄから
出て行くボンディングワイヤ１６を半導体素子から遠ざかる方向に延在するように張るこ
とができる。これにより、インピーダンス整合基板６Ｄ内の配線経路を滑らかな経路とす
ることができ、また、インピーダンス整合基板６Ｄを出た後の基板２内の配線との接続も
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滑らかにすることができる。
【００４２】
　なお、インピーダンス整合基板６Ｄは半導体素子４より薄いため、図１０に示すように
、半導体素子４の電極４ａと基板２の電極２ａとを接続するボンディングワイヤ１２を、
インピーダンス整合基板６Ｄの上を通過して張ることもできる。これによりボンディング
ワイヤは張る際の自由度が増すことができ、また、基板２の電極２ａの位置の自由度を増
すことができる。
【００４３】
　図１１は、図１０に示すインピーダンス整合基板６Ｄの変形例を示す平面図である。図
１１に示すインピーダンス整合基板６Ｅは、三角形の角を切り落とした形状である。イン
ピーダンス整合基板を図１０に示すように三角形にした場合、三角形の角の部分には配線
を施すことができず、無駄な部分となる。このため、インピーダンス整合基板６Ｅのよう
に三角形の角の部分を切り落とした形状とすることで、インピーダンス整合基板を小さく
することができる。
【００４４】
　以上のように、インピーダンス整合基板は三角形、四角形に限られず、多角形や多角形
の角を切り落とした形状としてもよい。また、直線の辺を有する形状以外に、湾曲した辺
を有する形状とすることも考えられる。
【００４５】
　図１２は、図１０に示すインピーダンス整合基板６Ｄを一つの半導体素子４に対して２
つ設けた例を示す平面図である。半導体素子がインピーダンスの整合が必要な信号ライン
を多数有するような場合、一つのインピーダンス整合基板では不十分な場合がある。本発
明によるインピーダンス整合基板は一つの半導体素子に対して一つである必要はなく、一
つの半導体素子に対して複数個設けることができる。
【００４６】
　以上のように、本明細書は以下の発明を開示する。
【００４７】
　（付記１）
　基板と、
　該基板上に搭載された半導体素子と、
　前記基板上で該半導体素子の近傍に配置され、該半導体素子の回路とインピーダンス整
合のとれた配線を有するインピーダンス整合基板と
　前記半導体素子の第１の電極と前記基板の電極との間を接続する複数の第１の金属ワイ
ヤと、
　前記半導体素子の第２の電極と前記インピーダンス整合基板の第１の電極との間を接続
する複数の第２の金属ワイヤと、
　前記インピーダンス整合基板の第２の電極と前記基板の電極との間を接続する複数の第
３の金属ワイヤと
　を有し、
　前記複数の第２の金属ワイヤは互いに平行に延在すると共に、前記複数の第３の金属ワ
イヤも互いに平行に延在することを特徴とする半導体装置。
【００４８】
　(付記２）
　付記１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板の第２の電極のピッチは、前記インピーダンス整合基板の
第１の電極のピッチより大きいことを特徴とする半導体装置。
【００４９】
　（付記３）
　付記１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板の第１の電極のピッチは、前記半導体素子の第２の電極の
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ピッチに等しいことを特徴とする半導体装置。
【００５０】
　（付記４）
　付記１記載の半導体装置であって、
　前記半導体素子の第１の電極から前記基板の前記電極まで延在する前記第１の金属ワイ
ヤのうち隣接する金属ワイヤ間の距離は、前記基板の電極に向かって増大していることを
特徴とする半導体装置。
【００５１】
　（付記５）
　付記１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板の厚みは、前記半導体素子の厚みより小さいことを特徴と
する半導体装置。
【００５２】
　（付記６）
　付記５記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板の厚みは、前記半導体素子の厚みの略１／２であることを
特徴とする半導体装置。
【００５３】
　（付記７）
　付記１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板は前記第２の電極が設けられた部分に対応して切り欠きを
有し、前記第３の金属ワイヤは対応する該切り欠きの内面に囲まれた領域を延在して前記
基板の前記電極に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【００５４】
　（付記８）
　付記７記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板は導電性材料により形成されており、前記切り欠きの内面
は該導電性材料が露出した面であることを特徴とする半導体装置。
【００５５】
　（付記９）
　付記７記載の半導体装置であって、
　前記切り欠きの内面に導電性材料のめっきが施されていることを特徴とする半導体装置
。
【００５６】
　（付記１０）
　付記１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板の第１の電極に突起電極が形成され、前記第２の金属ワイ
ヤは該突起電極に接合されていることを特徴とする半導体装置。
【００５７】
　（付記１１）
　付記１０記載の半導体装置であって、
　前記半導体素子の第２の電極には前記第２の金属ワイヤの一次側が接合され、前記突起
電極には前記第２の金属ワイヤの二次側が接合されていることを特徴とする半導体装置。
【００５８】
　（付記１２）
　付記１記載の半導体装置であって、
　前記複数の第１の金属ワイヤの一部は、前記インピーダンス整合基板の上を延在して前
記基板の前記電極に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【００５９】
　（付記１３）
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　付記１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板のインピーダンス整合のとれた配線の両側に、電源電位又
は接地電位となるシールド配線又はシールドプレーンが設けられていることを特徴とする
半導体装置。
【００６０】
　（付記１４）
　付記１３記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板は導電性材料により形成され、前記シールド配線又は前記
シールドプレーンは前記インピーダンス整合基板の一部として形成されていることを特徴
とする半導体装置。
【００６１】
　（付記１５）
　付記１記載の半導体装置であって、
　前記インピーダンス整合基板は三角形であり、三角形の一辺が前記半導体素子の一辺に
近接して平行になるように配置されていることを特徴とする半導体装置。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の第１実施例によるＢＧＡ型半導体装置の内部透視側面図である。
【図２】図１に示す半導体装置の内部透視平面図である。
【図３】図１に示す半導体装置内のボンディングワイヤの張り方を示す平面図である。
【図４】インピーダンス整合基板と半導体素子を示す斜視図である。
【図５】インピーダンス整合基板の変形例と半導体素子を示す斜視図である、
【図６】半導体素子とインピーダンス整合基板の間のボンディングワイヤが張られた部分
を示す側面図である。
【図７】差動対をなす信号配線が設けられたインピーダンス整合基板の平面図である。
【図８】切り欠きが設けられたインピーダンス整合基板を示す平面図である。
【図９】本発明の第２実施例による半導体装置の内部透視平面図である。
【図１０】図９に示す半導体装置内のボンディングワイヤの張り方を示す平面図である。
【図１１】図１０に示すインピーダンス整合基板の変形例を示す平面図である。
【図１２】図１０に示すインピーダンス整合基板を一つの半導体素子に対して２つ設けた
例を示す平面図である。
【符号の説明】
【００６３】
　２　基板
　２ａ　電極
　４　半導体素子
　４ａ，４ｂ　電極
　６，６Ａ，６ｂ，６Ｃ，６Ｄ，６Ｅ　インピーダンス整合基板
　６ａ，６ｂ　電極
　６ｃ　パターン配線
　６ｄ　絶縁層
　６Ａａ，６Ｃａ　切り欠き
　８　封止樹脂
　１０　半田ボール
　１２，１４，１６　ボンディングワイヤ
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