
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
(1) パッドと受光領域とを有するチップをチップ取付け部に接合する工程 、
(2) 上記パッド ードフレームのリードにワイヤボンディングする工程 、
(3) 記受光領域を有するチップ表面との接続用の を有する型を用いて、樹脂
モールドによって チップをチップ収納体内に封入する工程 、
(4) 上記チップ収納体の、 に対応する空洞上に 透明板を封着する工程
、

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は固体撮像素子 製造方法に係り、特に、撮像チップの受光領域上に保護層を形成
し、次いでモールディング及びパッケージングを行うことによって、製造コストを低減し
、工程の信頼性及び生産性を改善することのできる固体撮像素子 製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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を含んでなる固体撮像素子の製造方法において、
　上記受光領域を含む上記チップ表面に接続する上記階段状突起が、上記受光領域に対応
する大きさで、上記階段状突起と上記受光領域とが直接接しないようにする、溝を有して
いることを特徴とする固体撮像素子の製造方法

の

の



ビデオカメラ等に用いられる固体撮像素子において、光学像は撮像素子上に正確に形成さ
れなければならない。
従来の撮像素子においては、図１に示すように、撮像チップ 13は、該撮像素子 13のパッド
(図示せず )に接続される信号端子 16を有するチップ収納容器 11のチップ取付け位置に取付
けられている。また、信号端子 16は撮像チップのパッドにボンディングワイヤ 15で接続さ
れている。また、通常の光学的平坦度を有するガラス板からなる受光面の窓を有する透明
ガラス板 14が、撮像チップ保護のために、接合剤 17によって容器上に固定されている。な
お、図において、 13aは受光部を示し、 12は導線を示す。
【０００３】
上述の構造の形にパッケージした固体撮像素子の製造手順については、まず、受光部を有
する撮像チップを形成するために、ウエハ製作工程を行う。次いで、これらのチップを分
離し、分離したチップを、予め焼結によって形成したチップ収納容器 11の空洞部にあるチ
ップ取付け領域に並べて取り付ける。チップは、エポキシ接着剤 18を用いてチップ収納容
器のチップ取付け領域に取り付ける。次いで、収納容器の信号端子 16を各チップパッドに
ワイヤボンディングする。次いで、接合剤を塗布したガラス板 14をチップ収納容器の上面
に取付け、外部端子を取り付けて、完成する。
【０００４】
チップ収納容器 11はその中に信号端子を有している必要があり、上下のセラミック板を焼
結によって形成する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
固体撮像素子は上記のような方法で製作されるが、焼結セラミック板は素子の総価格の 60
％以上を占め、また、セラミック板の焼結は製造の独立した工程として取り扱われるため
、パッケージの生産性を低下させる。
さらに、組立ての間、受光領域 (窓 )の表面上には如何なる粒子も全く存在してはならず、
工程の進行を難しくし、また、収率を悪くする。特に、小型化の達成が難しくなる。
【０００６】
本発明の目的は、上記従来技術の有していた課題を解決して、優れた成形性を有するプラ
スチックあるいは樹脂を用い、トランスファモールディング法を適用することによって価
格を下げ、一連のモールディング工程を採用することによってパッケージの小型化を達成
し、量産を容易にし、生産性を改善し、さらに、モールディングの間、保護した受光領域
を分離して取り扱うことによって受光領域の汚染を防ぐことのできる固体撮像素子 製造
方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的

。
【０００８】
【実施例】
本発明の固体撮像素子 製造方法について 実施例によって具体的に説明する。
［ ］
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を達成するために本願発明の固体撮像素子の製造方法は、
　 (1) パッドと受光領域とを有するチップをチップ取付け部に接合する工程と、
　 (2) 上記パッドをリードフレームのリードにワイヤボンディングする工程と、
　 (3) 上記受光領域を有するチップ表面との接続用の階段状突起を有する型を用いて、樹
脂モールドによって上記チップをチップ収納体内に封入する工程と、
　 (4) 上記チップ収納体の、上記階段状突起に対応する空洞上に、透明板を封着する工程
と、
　を含んでなる固体撮像素子の製造方法において、
　上記受光領域を含む上記チップ表面に接続する上記階段状突起が、上記受光領域に対応
する大きさで、上記階段状突起と上記受光領域とが直接接しないようにする、溝を有して
いることを特徴とする

の 参考例及び
参考例１



撮像チップはウエハ製作工程によって作製する。すなわち、図２の (a)に示すように、撮
像チップは半導体基板  1a 上に受光領域  1b を形成することによって作製し、これによっ
てウエハ上に複数のチップを作製する。また、この条件下で、チップ分離前に、基板の全
表面上に受光領域保護層  3 を形成する。受光領域保護層は、受光領域を工程中の汚染か
ら保護する。本 においては、保護層は固形のホトレジストを用いて形成し、図２の
(b)に示すように、露光、現像によってチップのパッド部が露出するようにパターン化す
る。個々のチップの構造は図４の平面図に示す通りで、 1 はチップの全体像で、 4 はパタ
ーン化した保護層あるいはホトレジストパターンを示し、 2 はパッドを示す。
【０００９】
次に、切断作業を行って、ウエハから複数のチップを分離する。
次に、分離した撮像チップを、適宜の方法で、予め準備したリードフレームのチップ取付
け部に取付け、次いで、リードフレームのインナーリードをワイヤボンディング法によっ
てチップのパッドに接続する。図２の (c)にリードフレームのチップ取付け部  5b に取り
付けたチップ  1 、および、ワイヤ  6 によってリードフレームのインナーリード  5a をチ
ップパッドに接続した状態を示す。ここで、ワイヤとしては金製あるいはアルミニウム製
を使用する。
【００１０】
次に、樹脂を用いてチップを封入するモールド工程を行う。この工程を行うために、図５
に示すように、リードフレームにワイヤボンディングしたチップを上型  9 及び下型 10に
よって形成される空洞内に配置し、空洞内に樹脂を注入し、樹脂を硬化させる。このよう
にして、チップ収納体  7 を形成してチップを封入する。
ここで、上型  9 は空洞を形成し、また、突起部  9a を有しており、該突起部はチップ上
の保護層  4 と噛み合うようにしてある。この理由は、保護層の上面が樹脂で覆われない
ようにするためである。上記突起部によって、図２の (d)にしめすように、チップ収納体  
7 は保護層  4 を除くチップ全体を封入しており、リードフレームのアウターリード  5c 
がチップ収納体の外側に露出される。
【００１１】
上記した工程に見られるように、パッケージング用の材料は樹脂あるいはプラスチックで
あり、これによって、セラミックを用いた場合に比べてコストを低減することができる。
さらに、モールディングを樹脂を用いて行う場合、保護層が受光領域の汚染を避けるよう
に形成されるので、受光領域が保護される。また、現存の設備を変更することなしに工程
が進められ、従来の方法のようにセラミックケースを使用することがないので、生産性が
改善される。
【００１２】
次に、図３の (a)に示すように、受光領域を保護するために用いたホトレジストをドライ
エッチング等の化学的な方法によって除去する。これによって、受光領域が開口され、受
光領域上に空洞が形成され、該空洞を通して光線が受光領域に到達する。次に、図３の (b
)に示すように、 90％以上の透過率、 1.5以上の屈折率を有する透明ガラス板を低融点接合
剤を用いて封着して、固体撮像素子を形成する。このようにして、標準的なプラスチック
パッケージ手法をベースにして、製品の製造が完了する。
【００１３】
このようにして本 の方法によって作製した固体撮像素子は、受光領域  1b を有する
撮像チップと、樹脂モールディング法によって上記チップを封入するチップ収納体  7 と
、チップ収納体上に受光領域を露出させる空洞と、チップ収納体上面の受光領域に対応す
る位置に封着する透明板  8 とからなる。
【００１４】
［ ］

による撮像素子の変形構造を図６に示す。その変形の特徴は下記の通りである。
すなわち、 の場合にチップ収納体の上面上に封着した透明板を、本 の場合
にはチップ収納体内に組み入れたということである。この特徴を達成するために、図５の
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型の突起を第一と第二の突起に分けて、樹脂モールディングを行う。
図６に示すように、透明板  8 を第一の空洞すなわち型の第一の突起によって形成した透
明板収納部に封着する。型の第二の突起に対応する第二の空洞は光線が受光領域に通過す
る空洞として残る。第一と第二の空洞は互いに連結している。透明板は透明板収納部に配
置されるので、型の第一の突起の厚さは透明板の厚さと同一であることが望ましい。
従って、この場合、 に見られるような突起は全くなく、平坦であり、取り扱いが
容易となる。
【００１５】
［ ］

においては、ウエハ工程を次のように行う。すなわち、半導体基板上に複
数の受光領域を形成してウエハ上に複数のチップを形成し、次いで切断工程を行い、ウエ
ハからチップを得るという方法である。
分離したチップを標準的な方法を用いてチップ取付け部に取付け、次いでリードフレーム
のインナーリードをチップパッドにワイヤボンディングする。この場合、ワイヤは金製あ
るいはアルミニウム製である。
図７にボンディング及びワイヤボンディングを行った状態の断面図を示す。
【００１６】
トランスファモールド工程を行うための型は上型  20 及び下型  21 からなり、二つの型が
空洞を形成する。チップを空洞中に挿入し、樹脂を空洞中に注入して、硬化させる。
【００１７】
上型  20 の階段状突起  20a は受光領域と接触しており、突起の抜き勾配は上方にα１ の
角度をなしている。この突起は後に受光領域を露出させる空洞を形成し、この突起がα１

の傾斜を与えるので、光線の受入れがより効率的になる。
【００１８】
次に、下型 21の突起  21a がチップを支え、チップが上型  20 の突起  20a 及び下型  21 の
突起  21a 上に配置されている空洞中に樹脂を注入する。これによって、図９に示すよう
に、硬化樹脂がチップ収納体を形成し、階段状突起によって空洞 24が形成され、一方、下
型の突起が外部から見て先細になっている溝  23 を形成する。先細溝  23 の底部の形状は
リードフレームのチップ取付け部の背面の形状と同一の形状となっており、上記先細の角
度はα２ である。
【００１９】
次に、階段状突起上に形成した表面  24a 上に透明ガラス板  8 を取り付ける。型の突起  2
0a から始まる全空洞  24 には、透明板とチップの受光領域との間に形成される第一の空
洞 24b と、階段状の表面を有し、上記第一の空洞に連結する第二の空洞 24c が含まれる。
最後に第二の空洞上に透明板を設置すると、第一の空洞が、光線を透明板を通過後受光領
域に伝達する空間となる。
【００２０】

階段状突起  20a の底面に溝  20'aを有する上型  20'を用いた場合の状
態を図８に示す。ここで、溝  20'aは階段状突起とチップの受光領域との間に形成されて
おり、このような形態とすることによって、上型  20'はチップの受光領域と直接接しな

発明の効果】
以上述べてきたように、本発明においては、固体撮像素子のパッケージをセラミックを用
いることなく、樹脂あるいはプラスチックを用いて行う。これによって、コストが削減さ
れ、また、一連のパッケージング工程を適用することによって生産性が改善される。さら
に、モールディング後保護層を除去するので、工程間に生じる可能性のある汚染を防ぐこ
とができる。
【００２２】
【図面の簡単な説明】
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さらに、上型  20 の

い
。
【００２１】
【



【図１】従来の固体撮像素子の構造を示す断面図。
【図２】 の製造における樹脂モールディングの手順を説明するための工程
図。
【図３】図２の続き。
【図４】図２の (a)に対応する上面図。
【図５】 のモールド工程を説明するための断面図。
【図６】 の固体撮像素子の構成を示す断面図。
【図７】 のモールド工程を説明するための断面図。
【図８】 のモールド工程を説明するための断面図。
【図９】 の方法によって作製した固体撮像素子の構成を示す断面図。 10
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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