
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面に形成された電子回路と電気的に接続された複数の第１の電極パッドが形成されると
ともに側辺を含む電極パッド領域と、該第１の電極パッドと電気的に接続される複数の第
２の電極パッド及び該電子回路が形成されるとともに該電極パッド領域に囲まれる回路形
成領域とを備えた半導体チップと、
　前記半導体チップの前記表面に対向する面を有し、かつ該半導体チップの裏面を露出さ
せるように形成される封止樹脂と、
　 形成される配線層
と、
　前記封止樹脂から突出し、前記第２の電極パッドと電気的に接続された、導電材料から
なるバンプと、
を有し、前記第１の電極パッドと前記第２の電極パッドは該配線層を介して電気的に接続
されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
請求項１記載の半導体装置において、前記バンプは、前記第２の電極パッドと電気的に接
続される下部バンプと、前記下部バンプ上に設けられる上部バンプで形成されたものであ
ることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
請求項２記載の半導体装置において、前記上部バンプは前記封止樹脂から露出しているこ
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前記封止樹脂の前記面と接するように前記半導体チップの前記表面に



とを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
請求項１記載の半導体装置において、前記バンプの突出した部分は金属材料にて覆われて
いることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
請求項３記載の半導体装置において、前記上記バンプは金属材料にて覆われていることを
特徴とする半導体装置。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか１つに記載の半導体装置において、前記半導体チップの前記裏面
を絶縁材にて覆うことを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
請求項６記載の半導体装置において、前記絶縁材はテープ状であることを特徴とする半導
体装置。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか１つに記載の半導体装置において、前記回路形成領域は絶縁膜で
覆われており、前記第２の電極パッドは前記絶縁膜上に設けられていることを特徴とする
半導体装置。
【請求項９】
請求項１～８のいずれか１つに記載の半導体装置において、前記複数の第２の電極パッド
は前記複数の第１の電極パッドより前記半導体チップの表面における中央側に配置されて
いることを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体装置に関し、特に半導体装置を形成する半導体チップにおいて、少なくと
も電子回路が形成された半導体チップの表面を樹脂にて封止する構造の半導体装置及びそ
の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置は様々な分野にて活用されている。特に、近年における携帯機器（例えば、Ｉ
Ｃカード、携帯電話、携帯ゲーム、携帯可能なパソコン等）の普及に伴い、これら携帯機
器に用いられる半導体装置に対して、薄型化、小型化、軽量化が要求されている。
【０００３】
このような要求に対しては、様々な半導体装置が提案されている。例えば、下記文献に開
示されるものがある。
文献１：特開平３ー１０４１４１号公報
文献２：特開平８ー０６４７２５号公報
文献１には、ＩＣチップのパッド電極と接続された突出部を、ＩＣチップ全体を樹脂封止
する樹脂封止部の表面から突出するように構成したものである。文献２は、半導体チップ
の周囲部に形成された電極パッド上にバンプあるいはＡｕボールを形成し、このバンプあ
るいはＡｕボールを、モールド樹脂の表面から露出するように構成したものである。
【０００４】
これら文献からも理解できるように、半導体装置を構成する半導体チップには、その表面
に電子回路が形成されている。この電子回路と半導体チップの外部（例えば、半導体チッ
プが実装される基板等）との信号の授受は、バンプと、半導体チップの表面に形成される
電極パッドとを介して行われる。つまり、電極パッドは、半導体チップの表面に形成され
た電子回路と外部からの信号を授受するバンプとにそれぞれ電気的に接続されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
半導体装置を構成する半導体チップの表面には、電子回路が構成された回路形成領域と、
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この電子回路と、これら電子回路と半導体装置の外部との間で信号の授受を行うバンプと
にそれぞれ電気的に接続された電極パッドが形成された電極パッド領域とに分けられる。
回路形成領域は、半導体チップの表面の中央部分が該当し、電極パッド領域は、半導体チ
ップの各辺近傍の領域（回路形成領域の周辺）が該当する。これは、電極パッドがバンプ
を介して半導体装置の外部と信号の授受を行うための接続をし易くすることや、ウェハー
状態から半導体チップ単位へのスクライブ時に、電子回路への悪影響を避けること等の理
由によるものである。
【０００６】
半導体装置におけるバンプの位置は、一般に標準化された位置となっている。このため、
半導体装置の小型化に伴う、半導体チップの小型化が進むとバンプの位置を所望の位置に
設けることが困難となる。例えば、上記文献１あるいは文献２に開示の半導体装置を利用
することを考慮する。この場合、文献１あるいは文献２に開示の半導体装置のバンプ位置
に対応する電極パッドと、この電極パッドに電気的に接続され、標準化に対応する所望の
位置に配置されたバンプとが形成された別の基板を用意し、文献１あるいは文献２に開示
の半導体装置をこの基板に搭載して対応することが考えられる。
【０００７】
しかしながら、このようにすると、別の基板を必要とすることとなり、この基板分のコス
トが高くなることになる。また、一度完成した半導体装置と基板とを接続して、新たな１
つの半導体装置（ユニット）として扱うこととなるので、製造工程が複雑になることや、
半導体装置と基板との接続不良や接続後のはがれの問題が生じ易くなる。
【０００８】
本発明の主目的は、上記課題を解決し、コストの増大を招くことなく、薄型化や小型化や
軽量化等の要求を満足する半導体装置を提供することである。
【０００９】
また、本発明の他の目的は、半導体装置としての強度を低減することなく、主目的を達成
する半導体装置を提供することである。
【００１０】
また、本発明の他の目的は、半導体装置を構成する半導体チップにおける電子回路のレイ
アウトの自由度を損なうことなく、主目的を達成する半導体装置を提供することである。
【００１１】
また、本発明の他の目的は、製造工程が複雑化することなく、上記それぞれの目的を達成
する半導体装置の製造方法を提供することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明の半導体装置は、電子回路が形成された回路形成領域と
、回路形成領域の周辺であって、回路形成領域に形成された電子回路と電気的に接続され
る第１の電極パッドが複数形成された電極パッド領域とを持つ表面を有する半導体チップ
から構成される半導体装置において、半導体チップの表面の回路形成領域内に形成され、
各々が複数の第１の電極パッドのうちの対応する第１の電極パッドと電気的に接続される
複数の第２の電極パッドと、半導体チップの表面を封止する封止樹脂と、各々が封止樹脂
から突出し、複数の第２の電極パッドのうちの対応する第２の電極パッドと電気的に接続
された、導電材料からなる複数のバンプと、を有するものとしている。
【００１３】
また、本発明は、バンプを金属材料にて覆うようにしてもよい。
【００１４】
また、本発明は、半導体チップの裏面を絶縁材にて覆うようにしてもよいし、この絶縁材
をテープ状としてもよい。
【００１５】
また、本発明は、第１の電極パッドと第２の電極パッドとは、半導体チップ表面に設けら
れた配線層にて電気的に接続されるようにしてもよいし、第１の電極パッドと第２の電極
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パッドとは、ワイヤにて電気的に接続されるようにしてもよい。
【００１６】
また、本発明は、半導体チップの表面の回路形成領域を絶縁材料からなる保護層にて覆い
、第２の電極パッドを保護層上に形成するようにしてもよい。
【００１７】
上記目的を達成するため、本発明の半導体装置の製造方法は、電子回路が形成された回路
形成領域と、回路形成領域の周辺であって、回路形成領域に形成された電子回路と電気的
に接続される第１の電極パッドが複数形成された電極パッド領域とを持つ表面を有する半
導体チップから構成される半導体装置の製造方法において、半導体チップの表面に、複数
の第１の電極パッドを電極パッド領域に、複数の第２の電極パッドを回路形成領域に、半
導体チップの表面に第１の電極パッドと第２の電極パッドとを電気的に接続する配線層を
、それぞれ形成する工程と、第２の電極パッド上に第１のバンプを形成する工程と、半導
体チップの表面を、第１のバンプを介して半導体チップが外部と信号の授受が可能なよう
に樹脂にて封止する工程と、を有するものである。
【００１８】
また、本発明は、第１のバンプ上に第２のバンプを形成し、第２のバンプを樹脂にて封止
する工程の前あるいは後に形成するようにしてもよい。
【００１９】
さらに、上記目的を達成するため、本発明の半導体装置の他の製造方法は、電子回路が形
成された回路形成領域と、回路形成領域の周辺であって、回路形成領域に形成された電子
回路と電気的に接続される第１の電極パッドが複数形成された電極パッド領域とを持つ表
面を有する半導体チップから構成される半導体装置の製造方法において、半導体チップの
表面に、複数の第１の電極パッドを電極パッド領域に、複数の第２の電極パッドを回路形
成領域に、それぞれ形成する工程と、第２の電極パッド上に第１のバンプを形成する工程
と、第１の電極パッドと第１のバンプとを電気的に接続するワイヤを設ける工程と、第１
のバンプ上にワイヤとの接続部を挟むように第２のバンプを形成する工程と、半導体チッ
プの表面を、第２のバンプの少なくとも一部が露出するように樹脂にて封止する工程と、
を有するものである。
【００２０】
また、本発明は、第２の電極パッドの形成前に前記半導体チップの表面の回路形成領域上
を、絶縁材料からなる保護層にて覆い、第２の電極パッドは保護層上に形成するようにし
てもよい。
【００２１】
また、本発明は、第２のバンプを樹脂にて封止する工程の後に、金属材料にて覆うように
してもよい。
【００２２】
また、本発明は、半導体チップの裏面を絶縁性テープにて覆う工程を含むようにしてもよ
い。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態における半導体装置及びその製造方法についてを、図面を用いて以下
に説明する。図１は、本発明の第１の実施の形態における半導体装置１０の構成を説明す
る断面図である。
【００２４】
図１において、１は半導体チップである。半導体チップ１の表面の中央部分には電子回路
が形成されている。３は主電極パッドとしての、第１の電極パッドである。電極パッド３
は半導体チップ１の表面に形成された電子回路に電気的に接続されている。電極パッド３
は、半導体チップ３の辺の近傍に設けられている。４は副電極パッドとしての、第２の電
極パッドである。電極パッド４は、半導体チップ１の表面の、電子回路が形成されている
回路形成領域内に形成されている。５は、電極パッド３と電極パッド４とを電気的に接続
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する配線層である。配線層５は半導体チップ１の表面上に形成されている。
【００２５】
図２は、半導体装置１０における上記説明の構成を示す上面図である。図２に示されるよ
うに、半導体チップ１の表面の領域１ａ（点線で囲まれている領域）が回路形成領域であ
り、領域１ｂ（半導体チップ１の側辺近傍で、領域１ａの周辺の領域）が電極パッド領域
となっている。領域１ｂには複数の電極パッド３が整列配置されている。領域１ａには、
各電極パッド３に対応する電極パッド４が複数、整列配置されている。各電極パッド３と
この電極パッド３に対応する各電極パッド４とは配線層５にて電気的に接続されている。
なお、図２中のＡ－Ａ’断面図が図１に相当する。図２において、電極パッド３が、半導
体チップ１の２つの辺に沿って形成されているものを示したが、これに限定されるもので
はない。例えば、半導体チップ１の４つの辺それぞれに沿って、複数の電極パッド３が配
置されるものであってもよく、１つの辺のみに沿って複数の電極パッド３が配置されるも
のであってもよい。また、電極パッド領域である領域１ｂは、多少の電子素子や配線が形
成されていてもよく、電極パッド３が、電子素子や配線が形成されていない部分において
、図２のように配置できる領域であればよい。
【００２６】
図１に戻り、６は第１のバンプであるバンプ電極である。７は第２のバンプであるバンプ
電極である。２は封止樹脂である。封止樹脂２は、半導体チップ１の表面を樹脂にて封止
することで、半導体チップ１の表面に形成された電子回路等を半導体装置１０の外部から
の衝撃や水分等の悪影響を及ぼす要因から保護するものである。封止樹脂２の表面からは
バンプ電極７の少なくとも一部が露出するようになっている。このバンプ電極７、電極パ
ッド４、配線層５、電極パッド３を介して、半導体装置１０の外部の装置（例えば、電子
回路がプリントされた基板等）と、半導体チップ１の表面に形成された電子回路とが信号
の授受を行うことができる。
【００２７】
ここで、バンプ電極７を形成せずに、バンプ電極６だけ形成し、封止樹脂２の表面からバ
ンプ電極６の一部を露出するようにすることも可能である。ただし、この場合、半導体チ
ップ１の表面を充分保護できる程度に封止樹脂２を設けると、封止樹脂２から露出するバ
ンプ電極６の面積は狭くなる。このため、バンプ電極６と電気的に接続されたバンプ電極
７を設けておけば、封止樹脂２から露出するバンプ電極の面積（つまり、バンプ電極７の
表面積）が広くすることができる。バンプ電極７を設けた場合、半導体装置１０を外部の
装置に搭載する際に、半導体装置１０と外部の装置との電気的な接続がよりし易くなる。
【００２８】
また、電極パッド４は回路形成領域である領域１ａ内に形成しているので、形成されてい
る電子回路と電極パッド４とで短絡することが考えられる。しかしながら、半導体チップ
１の表面（少なくとも、回路形成領域である領域１ａ）に薄い絶縁膜をコーティングして
おき、この絶縁膜上に電極パッド４を設けるので問題ない。この薄い絶縁膜のコーティン
グを半導体チップ１の表面全面に設ける場合、電極パッド３や配線層５の形成も薄い絶縁
膜の形成後に行うか、薄い絶縁膜にコンタクトホールを形成して、その後に形成する配線
層５により電極パッド３と電極パッド４とが電気的に接続可能としておけばよい。
【００２９】
このように形成された第１の実施の形態における半導体装置１０は、電極パッド４を、半
導体チップ１の表面の任意の位置に設けることができる。よって、半導体装置１０の小型
化に伴い、半導体チップ１のサイズが小さくなっても、標準化されたバンプの位置に対し
て容易に対応することができる。また、半導体装置としての厚さも、半導体チップ１の厚
さと封止樹脂２の厚さを足した程度であり、封止樹脂２は半導体チップ１の表面のみ封止
するので、薄型化、軽量化にも充分対応することができる。さらに、半導体装置としての
構成要素は、半導体チップ１、バンプ６や７、封止樹脂２程度でよく、その他に基板等を
必要としないので、コストも低減できる。
【００３０】
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次に、第２の実施の形態における半導体装置についてを、図面を用いて、以下に説明する
。図３は、第２の実施の形態における半導体装置２０の断面図である。断面位置は、第１
の実施の形態と同様である。また、図３において、第１の実施の形態と同様な構成につい
ては、同様な符号を付けている。
【００３１】
図３において、半導体装置２０は、バンプ電極７を金属材料、例えば、はんだボール２１
にて覆う構成としている。図３におけるその他の構成は、図１における半導体装置１０と
同様である。
【００３２】
第２の実施の形態においては、第１の実施の形態の効果に加えて、はんだボール２１を設
けることにより、半導体装置２０を外部装置である基板等に搭載する際、基板等の外部装
置と接続される半導体装置２０のバンプ部分の面積を実質的に広くすることができ、その
接続強度を向上することができる。特に、半導体装置２０と外部装置である基板等との膨
張係数が大きく異なる場合に、バンプ電極７をそのまま基板に接続するのに比べて、バン
プ電極７を金属材料にて覆うことで、膨張係数差による接続部分に与えるストレスによる
影響を低減できる。なお、第２の実施の形態においては、はんだボールとしているが、金
ボールであってもよく、金属材料にてバンプ電極７を覆うものであれば、第２の実施の形
態における効果が得られる。
【００３３】
次に、第３の実施の形態における半導体装置についてを、図面を用いて、以下に説明する
。図４は、第３の実施の形態における半導体装置３０の断面図である。断面位置は、第１
の実施の形態と同様である。また、図４において、第２の実施の形態と同様な構成につい
ては、同様な符号を付けている。
【００３４】
図４において、半導体装置３０は、半導体チップ１の裏面を絶縁材料３１にて覆うように
している。第３の実施の形態においては絶縁材料３１は樹脂からなり、テープ状である。
図４におけるその他の構成は、図３における半導体装置２０と同様である。
【００３５】
第３の実施の形態においては、第１及び第２の実施の形態の効果に加えて、半導体チップ
１の裏面を絶縁材料３１にて覆うことにより、半導体装置３０の製造工程や半導体装置３
０の実装後において、半導体チップ１に対して、加熱や応力等の何らかの外的要因により
反りや傷が生ずることを防止することができる。また、半導体チップ１の裏面に電子回路
や配線を構成しても、半導体チップ１の裏面を絶縁材料３１にて覆うため、裏面に構成さ
れる電子回路や配線を、半導体装置１０の外部からの衝撃や水分等の悪影響を及ぼす要因
から保護することができる。また、絶縁材料３１をテープ状とすることで、絶縁材料３１
を半導体チップ１の裏面へ設ける作業が貼り付けでよいので、容易となる。なお、図４に
おいては、バンプ電極７を金属材料２１にて覆うものとしているが、第３の実施の形態に
おいては金属材料２１は必ずしも必要ない。図４において、金属材料２１を設けないもの
であれば、第１の実施の形態における効果と第３の実施の形態における絶縁材料３１によ
る効果が得られるものとなる。
【００３６】
なお、第３の実施の形態においては、絶縁材料３１を設けた分、半導体装置としての厚さ
は厚くなるが、第１あるいは第２の実施の形態の半導体装置に比べて大幅に厚くなるもの
ではない。
【００３７】
ここで、第３の実施の形態における半導体装置３０を外部装置、例えばプリント基板１０
１に実装した状態を、図５に示す。
【００３８】
図５に示すように、半導体装置３０の表面とプリント基板１０１の表面が対抗するように
配置し、半導体装置３０の金属材料であるはんだボール２１と、プリント基板１０１の表
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面に形成されたプリント電極１０２とを電気的に接続し、固定する。このように実装する
ことで、半導体装置３０の半導体チップ１に形成されている電子回路とプリント基板１０
１に実装されている他の半導体装置との信号の授受が、金属材料２１とプリント電極１０
２とを介して可能となる。
【００３９】
なお、図５においては、半導体装置３０を例に実装状態を説明したが、はんだボール２１
のない第１の実施例における半導体装置１０の場合は、バンプ電極７とプリント電極１０
２を接続する構成とすればよく、絶縁材料３１のない第２の実施の形態における半導体装
置２０の場合は、図５において、絶縁材料３１を除いて考慮すればよい。
【００４０】
次に、第３の実施の形態における半導体装置３０の製造工程においてを図面を用いて説明
する。図６は、第３の実施の形態における半導体装置３０の製造工程を示す図である。
【００４１】
まず、半導体チップ１が複数形成されたウェハを準備する。この半導体チップ１の表面に
電極パッド３、電極パッド４、配線層５を形成する。また、ウェハの裏面にテープ状の絶
縁材料３１をこの時点で貼り付けている。絶縁材料３１の貼り付けは必ずしも、この時点
でなくともよい。ここでは、以降の製造工程にて半導体チップ１に反りや傷等が生じるこ
とをより確実に防止すること、及びウェハ状態で絶縁材料３１を貼り付けることで、複数
の半導体チップ１に対する絶縁材料３１の貼り付け作業の容易化を考慮して、この工程に
て絶縁材料３１の貼り付けを行っている。この後、ウェハをダイシングし、ウェハに形成
された半導体チップ１をそれぞれ単体に分割する。この分割された状態を図６（ａ）に示
す。
【００４２】
次に、図６（ｂ）に示すように、電極パッド４上に第１のバンプであるバンプ電極６を、
電極パッド４と電気的に接続されるように形成する。バンプ電極６の形成は、通常のワイ
ヤボンド方式の場合におけるバンプの形成と同様である。
【００４３】
次に、図６（ｃ）に示すように、樹脂２の塗布を行う。樹脂２は、半導体チップ１の表面
の略中央に塗布される。この時点では、樹脂２は流動性を有している。
【００４４】
この後、樹脂２の流動性を利用して、図６（ｃ）の状態のまましばらく放置するか、図６
（ｃ）の状態の半導体チップ１を回転させ、遠心力により、樹脂２を半導体チップ１の表
面に広げるようにする。後者の場合の方が、より速く、均一に樹脂２を半導体チップ１の
表面に広げることができる。この後、樹脂２を所定の温度で硬化させる。この状態を図６
（ｄ）に示す。図６（ｄ）の状態において、硬化した樹脂２の表面にはバンプ電極６の一
部が露出するようにする必要がある。よって、図６（ｃ）にて塗布する樹脂２の量は、半
導体チップ１の表面に広げ、硬化した樹脂２の表面からバンプ電極６の一部が露出する程
度に調整されている。
【００４５】
次に、図６（ｅ）に示すように、樹脂２の表面から露出しているバンプ電極６の上に、バ
ンプ電極６と電気的に接続されるように、第２のバンプであるバンプ電極７を形成する。
バンプ電極７の形成はバンプ電極６の形成と同様な方式で行えばよい。
【００４６】
次に、図６（ｆ）に示すように、フラックス１０３を付けた金属材料であるはんだボール
２１をバンプ電極７に隣接するように配置する。これはフラックス１０３の表面張力によ
り配置可能である。この後、２００℃程度の温度でリフローする。この処理により、はん
だボール２１はバンプ電極７を覆うこととなる。これにより、図６（ｇ）に示すように、
半導体装置が完成する。
【００４７】
このように、図６に示す本発明の実施の形態の半導体装置の製造工程においては、複雑な
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処理を必要とするものではない。また、本発明の実施の形態の半導体装置の製造工程にお
いては、金型を用いるものでもないので、新たな金型を製造する必要もない。よって、本
発明の実施の形態の半導体装置は、容易に、コストの増大を招くことなく製造することが
できる。
【００４８】
なお、図６においては、半導体装置３０を例に製造工程を説明したが、はんだボール２１
のない第１の実施例における半導体装置１０の場合は、図６（ｆ）、図６（ｇ）の工程が
ないものとして考慮すればよく、絶縁材料３１のない第２の実施の形態における半導体装
置２０の場合は、図６（ａ）にて、絶縁材料３１を設けないものとして考慮すればよい。
【００４９】
なお、第３の実施の形態における半導体装置３０の製造工程においては、図６の工程に限
られるものではない。例えば、図７に示す製造工程としてもよい。図７は、第３の実施の
形態における半導体装置３０の他の製造工程を示す図である。図７の製造工程について以
下に説明する。
【００５０】
図７（ａ）は図６（ａ）と同様の処理を行う。図７（ｂ）は図６（ｂ）と同様の処理を行
う。図７（ｃ）において、図６（ｃ）とは異なり、樹脂２の塗布前に、第２のバンプであ
るバンプ電極７をバンプ電極６上に、バンプ電極６と電気的に接続するように、形成する
。この後、図７（ｄ）において、図６（ｃ）のように樹脂２を塗布し、塗布した樹脂２を
半導体チップ１の表面に広げる。半導体チップ１の表面に広げた樹脂２を所定の温度で硬
化した状態が図７（ｅ）となる。この後、図７（ｆ）は図６（ｆ）と同様の処理を行い、
図７（ｇ）は図６（ｇ）と同様な処理を行う。
【００５１】
このように、図７に示す本発明の実施の形態の半導体装置の製造工程においては、樹脂２
の塗布前に、バンプ電極６と電気的に接続するバンプ電極７を形成している。このため、
塗布する樹脂２の量が多くなっても、硬化した樹脂２の表面には、バンプ電極６と電気的
に接続されたバンプ電極７の一部が確実に露出することになる。図７に示す製造工程は、
図６に示す製造工程に比べて、塗布する樹脂２の量の調整にかかる工数が低減できる。
【００５２】
なお、図７に示す製造工程は、半導体装置３０を例に説明したが、はんだボール２１のな
い第１の実施例における半導体装置１０の場合は、図７（ｆ）、図７（ｇ）の工程がない
ものとして考慮すればよく、絶縁材料３１のない第２の実施の形態における半導体装置２
０の場合は、図７（ａ）にて、絶縁材料３１を設けないものとして考慮すればよい。
【００５３】
次に、第４の実施の形態における半導体装置についてを、図面を用いて、以下に説明する
。図８は、第４の実施の形態における半導体装置４０の断面図である。また、図８におい
て、図４に示す第３の実施の形態と同様な構成については、同様な符号を付けている。
【００５４】
図８において、半導体装置４０は、半導体チップ１の表面に設けられた配線層５の代わり
にワイヤ４１を設けている。図８におけるその他の構成は、図４における半導体装置３０
と同様である。なお、図８の断面図は、図２における配線層５の代わりにワイヤ４１を設
けたものとして考慮すれば、図２におけるＡ－Ａ’断面図と同様の位置である。
【００５５】
図８におけるワイヤ４１は、一端が電極パッド３と接続され、他端がバンプ電極６とバン
プ電極７との接続部分に接続されている。
【００５６】
図８における第４の実施の形態においては、第１～第３の実施の形態の効果に加えて、配
線層５の代わりにワイヤ４１を用いているので、配線層５を形成するための工程を削減す
ることができる。また、半導体チップ１の表面における配線層５の形成に伴うレイアウト
上の制約があったとしても、第４の実施の形態のようにすれば、レイアウト上の制約は生
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じない。
【００５７】
次に、第５の実施の形態における半導体装置についてを、図面を用いて、以下に説明する
。図９は、第５の実施の形態における半導体装置５０の断面図である。また、図９におい
て、図８に示す第４の実施の形態と同様な構成については、同様な符号を付けている。
【００５８】
図９において、半導体装置５０は、半導体チップ１の回路形成領域（図２における領域１
ａに相当する部分）に、絶縁材料からなる保護層５１を設けている。また、電極パッド４
は保護層５１上に形成されている。図９におけるその他の構成は、図８における半導体装
置４０と同様である。なお、図９の断面図は、図２における配線層５の代わりにワイヤ４
１を設けたものとして考慮すれば、図２におけるＡ－Ａ’断面図と同様の位置である。
【００５９】
保護層５１の厚さは比較的厚く形成している。少なくとも、半導体チップ１の表面にコー
ティングする薄い絶縁膜より厚くしている。
【００６０】
図９における第５の実施の形態においては、第１～第４の実施の形態の効果に加えて、保
護層５１を設け、電極パッド４を保護層５１上に設けているので、電極パッド４上にバン
プ電極６やバンプ電極７を形成する際に、電極パッド４の真下に形成されている電子回路
を破壊することが防止できる。つまり、半導体チップ１の表面において、電子回路が形成
されている部分は衝撃に弱く、クラックが生じ易い。このため、保護層５１を設けること
により、バンプ電極６やバンプ電極７の形成における衝撃を保護層５１にて吸収すること
ができる。なお、保護層５１は回路形成領域の全てを覆うものでも、一部（電極パッド４
の下部分）でもよいが、回路形成領域の全てに設けた方は衝撃を分散することができるの
で好ましい。
【００６１】
なお、第４の実施の形態における半導体装置４０及び第５の実施の形態における半導体装
置５０ははんだボール２１や絶縁材料３１を設けるものとして示しているが、これらは必
ずしも必要でない。はんだボール２１を設けない構成であれば、第１、第３の実施の形態
特有の効果に加えて第４あるいは第５の実施の形態特有の効果が得られるものとなり、絶
縁材料３１を設けない構成であれば、第１、第２の実施の形態特有の効果に加えて第４あ
るいは第５の実施の形態特有の効果が得られるものとなり、はんだボール２１及び絶縁材
料３１をともに設けない構成であれば、第１の実施の形態の効果に加えて第４あるいは第
５の実施の形態特有の効果が得られるものとなる。
【００６２】
ここで、第５の実施の形態における半導体装置５０を外部装置、例えばプリント基板１０
１に実装した状態を、図１０に示す。
【００６３】
図１０に示すように、半導体装置５０の表面とプリント基板１０１の表面が対抗するよう
に配置し、半導体装置５０の金属材料であるはんだボール２１と、プリント基板１０１の
表面に形成されたプリント電極１０２とを電気的に接続し、固定する。このように実装す
ることで、半導体装置５０の半導体チップ１に形成されている電子回路とプリント基板１
０１に実装されている他の半導体装置との信号の授受が、金属材料２１とプリント電極１
０２とを介して可能となる。
【００６４】
なお、図１０においては、半導体装置５０を例に実装状態を説明したが、はんだボール２
１のない半導体装置の場合は、バンプ電極７とプリント電極１０２を接続する構成とすれ
ばよく、絶縁材料３１のない半導体装置の場合は、図１０において、絶縁材料３１を除い
て考慮すればよい。
【００６５】
次に、第５の実施の形態における半導体装置５０の製造工程においてを図面を用いて説明
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する。図１１は、第５の実施の形態における半導体装置５０の製造工程を示す図である。
【００６６】
まず、半導体チップ１が複数形成されたウェハを準備する。この半導体チップ１の表面に
電極パッド３、保護層５１、電極パッド４を形成する。また、ウェハの裏面にテープ状の
絶縁材料３１をこの時点で貼り付けている。絶縁材料３１の貼り付けは必ずしも、この時
点でなくともよい。この理由は、図６（ａ）の説明にて記載したものと同様である。この
後、ウェハをダイシングし、ウェハに形成された半導体チップ１をそれぞれ単体に分割す
る。この分割された状態を図１１（ａ）に示す。
【００６７】
なお、図１１（ａ）においては、保護層５１を形成した後に、電極パッド３及び電極パッ
ド４を同時に形成してもよく、電極パッド３と電極パッド４とを個別に形成してもよいが
、前者の方が製造工程が少なくて済む。
【００６８】
次に、電極パッド４上に第１のバンプであるバンプ電極６を、電極パッド４と電気的に接
続されるように形成する。この後、ワイヤ４１を、バンプ電極６と電極パッド３とにそれ
ぞれ電気的に接続する。バンプ電極６の形成及びワイヤ４１の接続は、通常のワイヤボン
ド方式の場合と同様である。ワイヤ４１を接続した状態を図１１（ｂ）に示す。
【００６９】
次に、図１１（ｃ）に示すように、バンプ電極６上に、バンプ電極６と電気的に接続され
るように第２のバンプであるバンプ電極７を形成する。バンプ電極６とワイヤ４１との接
続状態を強化するため、このバンプ電極７はバンプ電極６とワイヤ４１との接続部分上に
設けるとよい。バンプ電極６の形成は、通常のワイヤボンド方式におけるバンプ電極の形
成の場合と同様である。
【００７０】
図１１（ｄ）は図７（ｄ）と同様の処理を行う。図１１（ｅ）は図７（ｅ）と同様の処理
を行う。図１１（ｆ）は図７（ｆ）と同様の処理を行う。図１１（ｇ）は図７（ｇ）と同
様の処理を行う。
【００７１】
このように、図１１に示す本発明の実施の形態の半導体装置の製造工程においても、図６
あるいは図７に示す製造工程と同様に、複雑な処理を必要とするものではなく、金型を用
いるものでもないので、新たな金型を製造する必要もない。よって、本発明の実施の形態
の半導体装置は、容易に、コストの増大を招くことなく製造することができる。さらに、
図１１に示す製造工程においては、図１１（ｃ）にて示すように、バンプ電極６とワイヤ
４１との接続部分上にバンプ電極７を形成しているので、図１１（ｄ）及び図１１（ｅ）
にて示す樹脂２の塗布及び塗布した樹脂２を半導体チップ１の表面に広げる際に、広がる
樹脂２によりワイヤ４１がバンプ電極６から離れることを防止することができる。
【００７２】
なお、図１１に示す製造工程は、半導体装置５０を例に説明したが、はんだボール２１の
ない半導体装置の場合は、図１１（ｆ）、図１１（ｇ）の工程がないものとして考慮すれ
ばよく、絶縁材料３１のない半導体装置の場合は、図１１（ａ）にて、絶縁材料３１を設
けないものとして考慮すればよい。また、保護層５１のない第４に実施の形態における半
導体装置４０の場合は、図１１（ａ）にて、保護層５１を設けないものとして考慮すれば
よい。
【００７３】
以上、詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態の構成及び製造方法に限定されるもの
ではない。
【００７４】
例えば、バンプ電極６とバンプ電極７との間にワイヤ４１が接続されているが、電極パッ
ド４とバンプ電極６との間に接続するものでもよく、電極パッド４の形成を、ウェハをダ
イシングして半導体チップ１に分割してから行ってもよい。本発明は、上記実施の形態の
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構成及び製造方法に限定されることなく、変更可能である。
【００７５】
【発明の効果】
上述したように、本発明により、コストの増大を招くことなく、薄型化や小型化や軽量化
等の要求を満足することができる。
【００７６】
また、本発明は、半導体装置としての強度を低減することなく、主目的を達成することが
できる。
【００７７】
また、本発明は、半導体装置を構成する半導体チップにおける電子回路のレイアウトの自
由度を損なうことなく、主目的を達成することができる。
【００７８】
また、本発明は、製造工程が複雑化することなく、上記それぞれの目的を達成する半導体
装置の製造方法を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態における半導体装置１０の構成を説明する断面図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施の形態における半導体装置１０の構成を説明する上面図であ
る。
【図３】本発明の第２の実施の形態における半導体装置２０の構成を説明する断面図であ
る。
【図４】本発明の第３の実施の形態における半導体装置３０の構成を説明する断面図であ
る。
【図５】本発明の第３の実施の形態における半導体装置３０を外部装置に実装した状態を
示す図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態における半導体装置３０の製造工程を示す図である。
【図７】本発明の第３の実施の形態における半導体装置３０の他の製造工程を示す図であ
る。
【図８】本発明の第４の実施の形態における半導体装置４０の構成を説明する断面図であ
る。
【図９】本発明の第５の実施の形態における半導体装置５０の構成を説明する断面図であ
る。
【図１０】本発明の第５の実施の形態における半導体装置５０を外部装置に実装した状態
を示す図である。
【図１１】本発明の第５の実施の形態における半導体装置５０の製造工程を示す図である
。
【符号の説明】
１０、２０、３０、４０、５０　　半導体装置
１　　半導体チップ
２　　封止樹脂
３　　電極パッド（第１の電極パッド）
４　　電極パッド（第２の電極パッド）
５　　配線層
６、７　　バンプ電極
２１　　はんだボール
３１　　絶縁材料
４１　　ワイヤ
５１　　保護層
１０１　　プリント基板
１０２　　プリント電極

10

20

30

40

50

(11) JP 3727172 B2 2005.12.14



１０３　　フラックス

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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