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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボンディング領域とプローブ領域とが区分された長方形状の複数のボンディングパッド
が配置された主面と、前記主面とは反対側の裏面と、を有する四角形の半導体チップを搭
載する半導体装置であって、
　前記半導体チップは、前記ボンディングパッドの上層に保護膜を有し、
　前記保護膜は、前記ボンディングパッドの周縁部を覆い、前記ボンディングパッドの上
面が露出するように開口されており、
　前記ボンディング領域における前記ボンディングパッドの周縁部と前記保護膜との重な
り幅が、前記プローブ領域における前記ボンディングパッドの周縁部と前記保護膜との重
なり幅よりも広い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、半導体装置に関し、特に、ボンディングパッドを有する半導体チップを搭載
する半導体装置に適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特開平０３－７９０５５号公報（特許文献１）には、ワイヤまたはフィルムリ
ードをボンディングする第１の部分と、第１の部分と一体に連結され、第１の部分とパタ
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ーンを区別して認識でき、ウエハテスト時にプローブニードルを接触させる第２の部分を
備える電極パッドが開示されている。
【０００３】
　また、特開２０００－１６４６２０号公報（特許文献２）には、ボンディング用電極領
域と検査用ボンディング領域とから生成された電極パッドを有し、ボンディング用電極領
域の中心と検査用ボンディング領域の中心とを所定の間隔以上とすることにより、半導体
装置の検査とボンディングを確実に行うことのできる技術が開示されている。
【０００４】
　また、特開２００１－３３８９５５号公報（特許文献３）には、ボンディングパッドが
ボンディング領域およびプローブ接触領域を備えており、ボンディング領域に導体ワイヤ
の一端をボンディングし、プローブ接触領域に試験用プローブの先端を接触させるワイヤ
ボンディング法が開示されている。
【０００５】
　また、特開２００７－３１８０１４号公報（特許文献４）には、第１の領域と第２の領
域とを有する複数のパッドが長方形に形成され、パッドが一部の角部に面取り部を有する
とともに千鳥配列で設けられ、さらに面取り部が千鳥配列の内側列と外側列のパッドで対
向して設けられ、かつ第１の領域が半導体チップのコア論理領域側に配置された半導体装
置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０３－７９０５５号公報
【特許文献２】特開２０００－１６４６２０号公報
【特許文献３】特開２００１－３３８９５５号公報
【特許文献４】特開２００７－３１８０１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　半導体装置では、半導体チップの主面に形成された集積回路と半導体チップを搭載する
基板の主面に形成された接続端子（ボンディングリード、ランド、インナーリード）等と
を接続する方法の１つとしてワイヤボンディング接続方式が用いられている。ワイヤボン
ディング接続方式は、半導体チップの主面に形成された集積回路と電気的に繋がるボンデ
ィングパッド（電極パッド、金属パッド）と半導体チップを搭載する基板の主面に形成さ
れた複数の接続端子とを金（Ａｕ）などの金属の細線（例えば３０μｍφ）からなる複数
のボンディングワイヤを用いてそれぞれ電気的に接続する。
【０００８】
　また、半導体装置の製造過程では、組立工程（実装工程、後工程）の前に半導体チップ
の主面に形成された集積回路の基本的機能等の検査（Ｐ検、プローブ検査）を行うことが
一般的である。この検査は、通常、ウエハの状態で複数のボンディングパッドに同時にプ
ローブ（探針）を接触させて、半導体チップの主面に形成された集積回路の各種の電気的
特性の測定を行うものである。なお、この測定では、予め半導体チップの全ボンディング
パッドの配置に合わせて多数のプローブを配置したプローブカードが用いられる。プロー
ブカードはテスターと電気的に接続されており、プローブカードからは全プローブに対応
する信号が出力される。
【０００９】
　ところで、ボンディングパッドにプローブを接触させる際にボンディングパッドを傷付
けて、ボンディングパッドを構成する金属膜（例えばアルミニウム（Ａｌ）膜）を剥離す
ることがある。ワイヤボンディング接続では、ボンディングパッドを構成する金属膜とボ
ンディングワイヤの先端の金属ボールを構成する金属との合金が好適に形成されることが
、その接合強度を高める上で重要である。しかし、プローブの接触によりボンディングパ
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ッドを構成する金属膜が剥離すると、上記合金が形成される領域が小さくなり、ボンディ
ングパッドと金属ボールとの接合信頼性が低下する恐れがある。そこで、近年では、１つ
のボンディングパッドの表面領域をボンディングワイヤが接合する領域（ワイヤボンディ
ング領域）とプローブが接触する領域（プローブ領域）とに分けることにより、プローブ
で傷付けられていない領域にボンディングワイヤを接続する手法が取られている。
【００１０】
　図１６に、本発明者らが検討したボンディングパッドの一例を示す。図１６（ａ）はボ
ンディングパッドの要部平面図、図１６（ｂ）は同図（ａ）のＡ－Ａ′線に沿って拡大し
た要部断面図である。図１６（ａ）では、２つのボンディングパッドを例示しているが、
実際には、１つの半導体チップには、例えば３００パッド程度のボンディングパッドが形
成されている。
【００１１】
　図１６（ａ）および（ｂ）に示すように、ボンディングパッドＢ１は、例えば厚さ０．
８５μｍのアルミニウム膜を主材料とする金属膜からなり、例えば第１方向の寸法が６０
μｍ、第１方向と直交する第２方向の寸法が１２５μｍの長方形状である。隣接するボン
ディングパッドＢ１の間隔は、例えば５μｍである。ボンディングパッドＢ１の表面領域
は、ボンディングワイヤの先端の金属ボールが接合するワイヤボンディング領域Ｂ１ｗと
プローブが接触するプローブ領域Ｂ１ｐとに分けられている。
【００１２】
　ボンディングパッドＢ１の周縁部は保護膜（パッシベーション膜）５１により覆われて
いる。この保護膜５１は、例えば厚さ０．２μｍの酸化シリコン膜５１ａと厚さ０．６μ
ｍの窒化シリコン膜５１ｂとの積層膜からなる。ボンディングパッドＢ１の周縁部に乗り
上がり、ボンディングパッドＢ１の周縁部を覆っている保護膜５１の幅は、例えば２．５
μｍである。保護膜５１とボンディングパッドＢ１との間に、例えば厚さ０．０７５μｍ
の窒化チタン（ＴｉＮ）膜５２が形成されているが、これは、ボンディングパッドＢ１を
構成する金属膜を加工する際のフォトリソグラフィ工程において、ハレーション防止のた
めに設けられ、反射防止膜としての機能を有する膜である。
【００１３】
　しかしながら、図１６（ａ）および（ｂ）に示すワイヤボンディング領域Ｂ１ｗとプロ
ーブ領域Ｂ１ｐとを区別したボンディングパッドＢ１については、以下に説明する種々の
技術的課題が存在する。すなわち、ボンディングパッドＢ１のワイヤボンディング領域Ｂ
１ｗにボンディングワイヤの先端の金属ボールを接合する際、金属ボールがボンディング
パッドＢ１の周縁部に乗り上がり、超音波が印加されると、保護膜５１の一部にクラック
が入ることが明らかとなった。図１７に保護膜５１に入ったクラック５３の一例を示す。
クラック５３は、主に、ボンディングパッドＢ１の端部側面で、かつ金属ボール５４によ
って覆われた部分で生じている。さらにはクラック５３が入ることに起因して、保護膜５
１の一部が剥がれるなどの不良が生じる場合もある。
【００１４】
　このような不良が生じると、例えば半導体製品の耐湿性試験の１つであるＨＡＳＴ（Hi
ghly－Accelerated Temperature and Humidity Stress Test、試験条件８５℃／８５％／
Ｂｉａｓ）試験などにおいて、水分が容易にボンディングパッドＢ１へ浸入する。浸入し
た水分によって隣接するボンディングパッドＢ１間で電位差が生じ、隣接するボンディン
グパッドＢ１間がショートしてしまう。さらに、浸入した水分は、ハレーション防止のた
めに設けられ、保護膜５１とボンディングパッドＢ１との間に残存している窒化チタン膜
５２を酸化させる。窒化チタン膜５２は酸化すると膨張し、その膨張により生じた応力に
よってボンディングパッドＢ１よりも下層の内部配線間に設けられている層間絶縁膜が破
壊され、内部配線間、またはボンディングパッドＢ１と内部配線とがショートしてしまう
。ボンディングパッドＢ１間のショート、内部配線間のショート、またはボンディングパ
ッドＢ１と内部配線とのショートなどの電気的な不良は、半導体装置の信頼性を著しく低
下させてしまう。
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【００１５】
　例えばボンディングパッドのワイヤボンディング領域に金属ボールを接合する際の条件
を変えることによって、保護膜に生じるクラックを防ぐことはできる。ワイヤボンディン
グ時の接合条件の一例として、例えば２３０度程度の温度下で、１２０ｍＮ程度の一定荷
重をかけながら、金属ボールを超音波により振動させてボンディングパッドに擦りつける
動作を行うものがある。このようにボンディングパッドを構成する金属膜と金属ボールを
構成する金属との合金が好適に形成される条件でワイヤボンディグ接続を行うことが、そ
の接合強度を高める上で重要であり、安易に接合条件（例えば温度、荷重、超音波印加時
間等）を変更することは困難である。
【００１６】
　また、金属ボールの径を小さくして、ボンディングパッドの周縁部に金属ボールが乗り
上げないようにすることによって、保護膜に生じるクラックを防ぐことはできる。しかし
、ボンディングパッドを構成する金属膜と金属ボールを構成する金属との合金が形成され
る領域が小さくなり、ボンディングパッドと金属ボールとの接合の信頼性が低下する恐れ
がある。
【００１７】
　また、ボンディングパッドの面積を大きくして、ボンディングパッドの周縁部に金属ボ
ールが乗り上げないようにすることによっても、保護膜に生じるクラックを防ぐことはで
きる。しかし、隣接するボンディングパッドの間隔を変えずにボンディングパッドの面積
を大きくすると、ボンディングパッドが占める領域が増すために、半導体チップのサイズ
拡大が必要になってしまう。隣接するボンディングパッド間の寸法を狭くしてボンディン
グパッドの面積を大きくする方法も考えられるが、加工精度等を考えると、その寸法を現
状（約５μｍ程度）からさらに狭くすることは難しい。
【００１８】
　また、ボンディングパッドの周縁部と重なる保護膜の幅を広くすることによって、保護
膜に生じるクラックを防ぐことはできる。しかし、ボンディングパッドの周縁部と重なる
保護膜の幅を広くすると、プローブ領域の面積が減少してプローブが保護膜に接触し、プ
ローブにより保護膜が破壊されてしまう可能性が高くなる。
【００１９】
　また、ボンディングパッドの周縁部に保護膜が重ならない構造とすることによって、保
護膜に生じるクラックを防ぐことはできる。しかし、保護膜を成膜した後、ボンディング
パッド上の保護膜に開口部を形成する際には、ボンディングパッドをエッチングストッパ
膜として用いるため、ボンディングパッドの周縁部に保護膜が重ならない構造とすること
ができない。最上層の配線および保護膜を形成し、保護膜に開口部を形成して最上層の配
線の一部を露出した後、その開口部を通して最上層の配線に電気的に接続するボンディン
グパッドを形成することにより、ボンディングパッドの周縁部に保護膜が重ならない構造
とすることはできる。しかし、最上層の配線とボンディングパッドとを互いに異なる層の
金属膜によって形成するため、工程数や材料コスト等が増加して、半導体装置の製造コス
トが増加するという課題が生じる。
【００２０】
　本発明の目的は、半導体装置の最上層の保護膜のクラックを防いで、半導体装置の信頼
性の向上を図ることのできる技術を提供することにある。
【００２１】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの一実施の形態を簡単に説明すれば
、次のとおりである。
【００２３】
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　この実施の形態は、ボンディング領域とプローブ領域とが区分された長方形状の複数の
ボンディングパッドが配置された主面と、主面とは反対側の裏面とを有する四角形の半導
体チップを搭載する半導体装置である。半導体チップはボンディングパッドの上層に保護
膜を有し、保護膜はボンディングパッドの周縁部を覆い、ボンディングパッドの上面が露
出するように開口されている。さらに、ボンディング領域におけるボンディングパッドの
周縁部と保護膜との重なり幅が、プローブ領域におけるボンディングパッドの周縁部と保
護膜との重なり幅よりも広い。
【００２４】
　また、この実施の形態は、ボンディング領域とプローブ領域とが区分された凸形状の複
数のボンディングパッドが配置された主面と、主面とは反対側の裏面とを有する四角形の
半導体チップを搭載する半導体装置である。半導体チップはボンディングパッドの上層に
保護膜を有し、保護膜はボンディングパッドの周縁部を覆い、ボンディングパッドの上面
が露出するように開口されている。さらに、ボンディング領域におけるボンディングパッ
ドの周縁部と保護膜との重なり幅が、プローブ領域におけるボンディングパッドの周縁部
と保護膜との重なり幅よりも広く、複数のボンディングパッドのそれぞれは、半導体チッ
プの辺に沿ってボンディングパッドの長手方向にそれぞれ交互にずらされ、かつ、凸形状
が交互に反転するように配置されている。
【００２５】
　また、この実施の形態は、ボンディング領域とプローブ領域とを区分した四角形状の電
源用ボンディングパッドを有する半導体チップを搭載する半導体装置である。電源用ボン
ディングパッドの上層に、電源用ボンディングパッドの上面の一部をボンディング領域お
よびプローブ領域を跨いで露出させる２つの開口部を有する保護膜が形成され、２つの開
口部のそれぞれから電源用ボンディングパッドのボンディング領域およびプローブ領域が
露出し、２つの開口部の間の電源用ボンディングパッドのボンディング領域のみにスリッ
トが入っている。また、電源用ボンディングパッドの周縁部を覆って保護膜が形成されて
おり、ボンディング領域における電源用ボンディングパッドの周縁部と保護膜との重なり
幅が、プローブ領域における電源用ボンディングパッドの周縁部と保護膜との重なり幅よ
りも広くなるように、２つの開口部が形成されている。
【発明の効果】
【００２６】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの一実施の形態によって得られる効
果を簡単に説明すれば以下のとおりである。
【００２７】
　半導体装置の最上層の保護膜のクラックを防いで、半導体装置の信頼性の向上を図るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施の形態１によるワイヤボンディング接続を採用したＢＧＡ型半導体装置の
構成を示す平面図である。
【図２】本実施の形態１によるワイヤボンディング接続を採用したＢＧＡ型半導体装置の
構成を示す断面図である。
【図３】本実施の形態１によるボンディングパッドを拡大して示す要部平面図である。
【図４】本実施の形態１によるボンディングパッドの一部を拡大して示す要部断面図（図
３のI－I′線に沿った断面図）である。
【図５】本実施の形態１によるフリップチップ接続を採用したＢＧＡ型半導体装置の構成
を示す平面図である。
【図６】本実施の形態１によるフリップチップ接続を採用したＢＧＡ型半導体装置の構成
を示す断面図である。
【図７】本実施の形態２によるボンディングパッドを拡大して示す要部平面図である。
【図８】本実施の形態２によるボンディングパッドの一部を拡大して示す要部断面図（図
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７のII－II′線に沿った断面図）である。
【図９】本実施の形態３によるボンディングパッドを拡大して示す要部平面図である。
【図１０】本実施の形態３によるボンディングパッドの一部を拡大して示す要部断面図（
図９のIII－III′線に沿った断面図）である。
【図１１】本発明者らが検討した電源用ボンディングパッドを拡大して示す要部平面図で
ある。
【図１２】本発明者らが検討した電源用ボンディングパッドの一部を拡大して示す要部断
面図（図１１のＢ－Ｂ′線に沿った断面図）である。
【図１３】本実施の形態４による電源用ボンディングパッドを拡大して示す要部平面図で
ある。
【図１４】本実施の形態４による電源用ボンディングパッドの一部を拡大して示す要部断
面図（図１３のIV－IV′線に沿った断面図）である。
【図１５】本実施の形態４による電源用ボンディングパッドの変形例の一部を拡大して示
す要部断面図である。
【図１６】（ａ）は本発明者らが検討したボンディングパッドを拡大して示す要部平面図
、（ｂ）は同図（ａ）のＡ－Ａ′線に沿って拡大した要部断面図である。
【図１７】保護膜に入ったクラックの一例を示すボンディングパッドの要部断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下の実施の形態において、便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。
【００３０】
　また、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言
及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除
き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良い。さらに、
以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明示した場
合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のもので
はないことは言うまでもない。同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、
位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考
えられる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとす
る。このことは、上記数値および範囲についても同様である。
【００３１】
　また、以下の実施の形態で用いる図面においては、平面図であっても図面を見易くする
ためにハッチングを付す場合もある。また、以下の実施の形態において、ウエハと言うと
きは、Ｓｉ（Silicon）単結晶ウエハを主とするが、それのみではなく、ＳＯＩ（Silicon
 On Insulator）ウエハ、集積回路をその上に形成するための絶縁膜基板等を指すものと
する。その形も円形またはほぼ円形のみでなく、正方形、長方形等も含むものとする。
【００３２】
　また、以下の実施の形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは原則
として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。以下、本発明の実施の形態を
図面に基づいて詳細に説明する。
【００３３】
　（実施の形態１）
　本実施の形態１によるワイヤボンディング接続を採用したフェースアップボンディング
構造のＢＧＡ（Ball Grid Array）型半導体装置について図１～図４を用いて説明する。
図１はワイヤボンディング接続を採用したＢＧＡ型半導体装置の構成を示す平面図、図２
はワイヤボンディング接続を採用したＢＧＡ型半導体装置の構成を示す断面図、図３はボ
ンディングパッドを拡大して示す要部平面図、図４はボンディングパッドの一部を拡大し
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て示す要部断面図（図３のI－I′線に沿った断面図）である。
【００３４】
　図１および図２に示すように、半導体装置１は、これに限定されないが、配線基板２の
互いの反対側に位置する主面２ｘおよび裏面２ｙのうち、主面２ｘ側に半導体チップ３を
搭載し、配線基板２の裏面２ｙ側に外部用接続端子として半田ボール４を複数配置したパ
ッケージ構造になっている。
【００３５】
　配線基板２の主面２ｘにはペースト状またはＤＡＦ（Die Attach Film）等のフィルム
状の接着剤を介して半導体チップ３が搭載されており、半導体チップ３は、その厚さ方向
と交差する平面形状が四角形になっている。半導体チップ３の主面の各辺（周縁部）に沿
って１列の複数のボンディングパッドＢＰ１が配置されている。また、複数のボンディン
グパッドＢＰ１が設けられた領域（パッド領域）３ａの内側には、コア領域３ｂが形成さ
れており、そこには、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＤＳＰ（Digital Signal Pr
ocessing）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＰＬＬ（Phase Locked Loop）、および
ＤＬＬ（Delay Locked Loop）等の集積回路が形成されている。
【００３６】
　複数のボンディングパッドＢＰ１は、半導体チップ３の多層配線層（絶縁膜と配線層と
をそれぞれ複数段積み重ねた多層配線層）のうちの最上層の配線からなる。複数のボンデ
ィングパッドＢＰ１の上層には、多層配線層を覆うようにして保護膜５が形成されており
、それぞれのボンディングパッドＢＰ１の上面の一部は、保護膜５に形成された開口部６
により露出している。
【００３７】
　配線基板２は、例えばビルドアップ基板などであって、その厚さ方向と交差する平面形
状が四角形になっている。配線基板２は、主に、コア材と、このコア材の主面を覆うよう
にして形成された主面保護膜と、このコア材の主面と反対側に位置する裏面を覆うように
して形成された裏面保護膜とを有する構成になっている。コア材は、例えばその主面、裏
面、および内部に配線を有する多層配線構造になっている。
【００３８】
　配線基板２の主面２ｘには、半導体チップ３の周辺端部から配線基板２の周辺端部の間
の領域において、配線基板２の各辺に沿って１列の複数のボンディングリード７が配置さ
れている。これらのボンディングリード７は、配線基板２のコア材に形成された最上層の
配線からなり、それぞれのボンディングリード７の上面は、主面保護膜に形成された開口
部により露出している。配線基板２の裏面２ｙには、複数の裏面電極パッド８が配置され
ている。これらの裏面電極パッド８は、配線基板２のコア材に形成された最下層の配線か
らなり、それぞれの裏面電極パッド８の下面は、裏面保護膜に形成された開口部により露
出している。コア材に形成された複数の最上層の配線と複数の最下層の配線とは、コア材
を貫通する複数の貫通孔の内部に形成される配線によってそれぞれ電気的に接続されてい
る。
【００３９】
　半導体チップ３の主面に配置された複数のボンディングパッドＢＰ１と、配線基板２の
主面に配置された複数のボンディングリード７とが、複数のボンディングワイヤ９Ｗによ
ってそれぞれ電気的に接続されている。ボンディングワイヤ９Ｗには、例えば２０～３０
μｍφ程度の金線を用いる。このワイヤボンディング接続には、例えば熱圧着に超音波振
動を併用したネイルヘッドボンディング（ボールボンディング）法を用いることができる
。半導体チップ３およびボンディングワイヤ９Ｗは、配線基板２の主面上に形成された樹
脂封止体１０によって封止されている。樹脂封止体１０は、例えばエポキシ等の絶縁性樹
脂からなる。
【００４０】
　図３に示すように、各ボンディングパッドＢＰ１は、長方形状を有しており、半導体チ
ップの辺に沿う方向に短辺を有し、半導体チップの辺と交差する方向に長辺を有する。ま
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た、長辺に沿った方向（長手方向）に沿って、１つのボンディングパッドＢＰ１の表面領
域は、ボンディングワイヤを接合させるための領域（ワイヤボンディング領域）ＢＰ１ｗ
と検査用のプローブが接触する領域（プローブ領域）ＢＰ１ｐとに分かれている。ここで
、ワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗおよびプローブ領域ＢＰ１ｐの配置については、ワイ
ヤボンディング領域ＢＰ１ｗが半導体チップの辺に近い側になるように、ボンディングパ
ッドＢＰ１を配置することが望ましい。ワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗを半導体チップ
の辺に近い側に配置することにより、プローブ領域ＢＰ１ｐを半導体チップの辺に近い側
に配置した場合よりも、ボンディングパッドＢＰ１と配線基板の主面に形成されたボンデ
ィングリード７とを電気的に接続するボンディングワイヤの長さを短くすることができ、
ボンディングパッドＢＰ１とボンディングリード７との間のインダクタンスを小さくする
ことができる。
【００４１】
　ボンディングパッドＢＰ１は、例えばアルミニウム膜を主材料とする金属膜からなり、
その厚さは、例えば０．８５μｍ程度である。また、半導体チップの辺に沿って配置され
た隣接するボンディングパッドＢＰ１のピッチ（Ｐ１）を、例えば６５μｍとした場合、
ボンディングパッドＢＰ１の寸法として、例えば長手方向の一辺を１２０μｍ、短手方向
の一辺を６０μｍ、隣接するボンディングパッドＢＰ１の間隔として、例えば５μｍを例
示することができる。
【００４２】
　また、ボンディングパッドＢＰ１は、ワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗとプローブ領域
ＢＰ１ｐとが重ならない程度の広さを備えていればよいので、プローブ領域ＢＰ１ｐの面
積とワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗの面積とを同じにしてもよい。しかし、本実施の形
態１では、プローブ領域ＢＰ１ｐを広くするために、ボンディングパッドＢＰ１の長手方
向のワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗの寸法よりもプローブ領域ＢＰ１ｐの寸法を長くし
ている。例えば、図３に示すように、ボンディングパッドＢＰ１の長手方向のワイヤボン
ディング領域ＢＰ１ｗの寸法は、例えば５０μｍ、ボンディングパッドＢＰ１の長手方向
のプローブ領域ＢＰ１ｐの寸法は、例えば６２．５μｍとしている。
【００４３】
　ボンディングパッドＢＰ１は、半導体チップの多層配線層のうちの最上層の配線からな
り、多層配線層を覆うようにして形成された保護膜５にそれぞれのボンディングパッドＢ
Ｐ１に対応して形成された開口部６により露出している。
【００４４】
　図４に示すように、保護膜５は、ボンディングパッドＢＰ１上に成膜されて、例えば酸
化シリコン膜５ａと、その上に堆積された窒化シリコン膜５ｂとの積層膜からなる。酸化
シリコン膜５ａは、例えばプラズマＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法により形成
され、その厚さは、例えば０．２μｍ程度である。窒化シリコン膜５ｂは、例えばプラズ
マＣＶＤ法により形成され、その厚さは、例えば０．６μｍ程度である。プラズマＣＶＤ
法により形成された窒化シリコン膜５ｂは、外部からの水分の浸入を防止する機能を有し
ている。
【００４５】
　ボンディングパッドＢＰ１の上面と保護膜５との間には反射防止膜１１が残存している
。この反射防止膜１１は、ボンディングパッドＢＰ１をフォトリソグラフィ法およびエッ
チング法により形成する際、フォトリソグラフィ工程におけるハレーションを防止するた
めに設けられた膜である。すなわち、ウエハの全面に金属膜（例えばアルミニウム膜）お
よび反射防止膜を形成した後、フォトリソグラフィ法およびエッチング法により、これら
金属膜および反射防止膜を加工してボンディングパッドＢＰ１を形成する（同時に最上層
配線も形成される）。続いて、ウエハの全面に保護膜５を形成した後、フォトリソグラフ
ィ法およびエッチング法により、ボンディングパッドＢＰ１の上面を露出させる開口部６
を保護膜５に形成する。このとき、保護膜５下の反射防止膜１１は除去されないため、ボ
ンディングパッドＢＰ１の上面と保護膜５との間に反射防止膜１１が残存する。反射防止
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膜１１は、例えば窒化チタン膜からなり、その厚さは、例えば０．０７５μｍ程度である
。
【００４６】
　また、保護膜５に形成された開口部６は、ボンディングパッドＢＰ１上に設けられてい
る。これは、ボンディングパッドＢＰ１上に成膜された保護膜５に開口部６を形成する際
には、ボンディングパッドＢＰ１を保護膜５のエッチング用ストッパ膜として用いるため
である。従って、ボンディングパッドＢＰ１の周縁部上には所定の幅で保護膜５が重なっ
ており、ボンディングパッドＢＰ１の周縁部は保護膜５によって覆われている。
【００４７】
　本実施の形態１によるボンディングパッドＢＰ１では、ボンディングパッドＢＰ１の周
縁部に重なった保護膜５の幅が、ワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗとプローブ領域ＢＰ１
ｐとで互いに異なっており、ワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗでの保護膜５の重なり幅が
、プローブ領域ＢＰ１ｐでの保護膜５の重なり幅よりも広くなるように、凸形状の開口部
６が形成されている。ワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗでの保護膜５の重なり幅として、
例えば５μｍ、プローブ領域ＢＰ１ｐでの保護膜５の重なり幅として、例えば２．５μｍ
を例示することができる。従って、ワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗの短手方向の開口部
６の寸法は、例えば５０μｍ、プローブ領域ＢＰ１ｐの短手方向の開口部６の寸法は、例
えば５５μｍとなる。
【００４８】
　前述した寸法のボンディングパッドＢＰ１の場合、例えば直径が３０μｍのボンディン
グワイヤでは、その先端の金属ボールの直径は、例えば４０μｍ程度となり、ワイヤボン
ディング領域ＢＰ１ｗの中心のみに金属ボールが接合すれば、金属ボールがボンディング
パッドＢＰ１の周縁部と保護膜５とが重なった部分に乗り上げることはない。しかし、実
際のワイヤボンディング工程では、ボンディングパッドＢＰ１の周縁部と保護膜５とが重
なった部分に金属ボールが乗り上げないように、ワイヤボンディングを行うことは難しい
。
【００４９】
　その理由について説明する。ワイヤボンディング工程で使用するワイヤボンディング装
置は、熱圧着に超音波振動を併用してワイヤボンディングを行うものである。ワイヤボン
ディング装置は、半導体チップに設けられたボンディングパッドと、それに対応する配線
基板に設けられたボンディングリードとの間をボンディングワイヤにより結線していく。
その結線ステップでは、最初に、所定のボンディングパッドのワイヤボンディング領域上
にキャピラリを下降し、ボンディングワイヤの先端の金属ボールを圧着する。この際、例
えば２３０℃程度の熱を加えた状態で超音波振動を併用する。荷重は、例えば１２０ｍＮ
程度である。続いて、所定の高さまでキャピラリを引き上げ、ループを描いて、キャピラ
リを対応するボンディングリードへ移行する。ボンディングリード上においてキャピラリ
を加圧してボンディングワイヤを僅かにつぶし、引き上げることによって、キャピラリか
らボンディングワイヤを分断する。これを順次、一列に配置した複数のボンディングパッ
ドのワイヤボンディング領域およびそれらにそれぞれ対応するボンディングリードに対し
て実施する。ちなみに、１つのボンディングパッドのワイヤボンディング領域と１つのボ
ンディングリードとの間をボンディングワイヤで接続する時間は、一般的には例えば０．
１秒以下と高速である。そして、このワイヤボンディング装置の結線ステップの中には、
金属ボールがワイヤボンディング領域の中心から外れていく種々の要因が存在している。
【００５０】
　ワイヤボンディング装置は、前述の結線ステップを自動で実行するために、予め半導体
チップのボンディングパッドおよび配線基板のボンディングリードの位置座標が入力され
、そのデータを内部に保持している。この位置座標は、一般的にワイヤボンディング装置
に備えられたカメラを使って画像認識により入力されるものであるが、入力画像の良否判
断およびワイヤボンディング装置を操作しているのが人間であるため、認識誤差がどうし
ても生じてしまう。また、ボンディングの対象となる半導体チップおよび配線基板は、ワ
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イヤボンディング装置のベース台に備えられたＸＹθテーブル上にセットされ、ボンディ
ング時には、このＸＹθテーブルが高速で多数回の移動を繰り返すため、ＸＹθテーブル
の移動停止誤差も生じる。また、金属ボールはキャピラリを介して荷重と超音波が印加さ
れることで潰れるが、潰れた後のボール径も数μｍのオーダでばらつきを有する。さらに
、近年の半導体装置の小型化の流れから半導体チップのサイズが小さくなり、これに伴っ
てボンディングパッドのサイズも小さくなっているので、ボンディングパッドの端と金属
ボール外周とのクリアランスは数μｍ程度しか残らなくなっている。
【００５１】
　つまり、前述した画像認識誤差、ＸＹθテーブルの移動停止誤差、ボール径のばらつき
、ボンディングパッドの端と金属ボール外周とのクリアランスの減少、およびその他要因
の積み重ねにより、金属ボールの多くがボンディングパッドの周縁部と保護膜とが重なっ
た部分に乗り上げることになる。
【００５２】
　しかし、本実施の形態１のように、ワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗにおけるボンディ
ングパッドＢＰ１の周縁部と保護膜５との重なり幅を、例えば５μｍと広くとることによ
り、ボンディングパッドＢＰ１の周縁部と保護膜５とが重なった部分の強度が向上するの
で、その重なり部分に金属ボールが乗り上げても、保護膜５にクラックが入ることを防ぐ
ことができる。また、金属ボールとボンディングパッドＢＰ１との間に合金層が良好に形
成されて、接合に問題が生じない限度で、金属ボールを小さくすることによって、ワイヤ
ボンディング領域ＢＰ１ｗにおけるボンディングパッドＢＰ１の周縁部と保護膜５との重
なり幅をさらに広くしてもよい。このようにすることで、保護膜５にクラックが入る危険
性をさらに低くすることができる。なお、本発明者らによる検討結果から、ボンディング
パッドＢＰ１の周縁部と保護膜５との重なり幅が５μｍであれば、ボンディングパッドＢ
Ｐ１の周縁部と保護膜５とが重なった部分に金属ボールが乗り上げても、保護膜５にクラ
ックが入らないことが確認されている。
【００５３】
　一方、半導体チップの検査工程において、プローブ領域ＢＰ１ｐの中心のみにプローブ
が接触すれば、プローブ領域ＢＰ１ｐのボンディングパッドＢＰ１が露出した開口部６の
面積が小さくても、プローブはボンディングパッドＢＰ１の周縁部と保護膜５とが重なっ
た部分に接触することはない。しかし、実際の半導体チップの検査工程では、プローブ領
域ＢＰ１ｐの中心のみにプローブを接触させることは難しい。
【００５４】
　その理由について説明する。例えば半導体チップは、ダイシングにより個片化される前
のウエハの段階で、テスターによる検査を受ける。この検査には、テスターを半導体チッ
プに繋ぐ手段としてプローブカードが用いられる。プローブカードは、一方の面に複数の
プローブが備えられており、それらが半導体チップに設けられた複数のボンディングパッ
ドのプローブ領域にそれぞれ接触する。そしてプローブを介して半導体チップの主面に形
成された集積回路の電気的特性がテスターによって計測される。上記検査は複数の半導体
チップ（例えば４×８に配列された半導体チップ）に対して同時に行い、一度に１０００
～２０００本のプローブを複数のボンディングパッドにそれぞれ接触させることもある。
そのため、プローブはボンディングパッドのプローブ領域の中心から外れることも多く、
そのずれ量を考慮した場合、プローブ領域のボンディングパッドが露出した開口部の面積
を小さくすることはできない。
【００５５】
　しかし、本実施の形態１のように、プローブ領域ＢＰ１ｐにおけるボンディングパッド
ＢＰ１の周縁部と保護膜５との重なり幅を、例えば２．５μｍと狭くすることにより、ボ
ンディングパッドＢＰ１の上面が露出した開口部６の面積を広く確保することができる。
なお、プローブ領域ＢＰ１ｐにおけるボンディングパッドＢＰ１の周縁部と保護膜５との
重なり幅をさらに狭くすれば、プローブがボンディングパッドＢＰ１の周縁部の保護膜５
に接触する危険性もさらに低くなる。しかし、この場合は、保護膜５に開口部６を形成す
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る際のボンディングパッドＢＰ１と開口部６との合わせずれにより、保護膜５をエッチン
グすると同時に、ボンディングパッドＢＰ１の下層に形成されたボンディングパッドＢＰ
１の周辺の層間絶縁膜もエッチングされる可能性がある。本発明者らによる検討結果から
、ボンディングパッドＢＰ１の周縁部と保護膜５との重なり幅が２．５μｍであれば、上
記加工不良の発生が起きないことが確認されている。
【００５６】
　このように、本実施の形態１によれば、ボンディングパッドＢＰ１を長方形状とし、ボ
ンディングパッドＢＰ１のワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗでの保護膜５の重なり幅を、
ボンディングパッドＢＰ１のプローブ領域ＢＰ１ｐでの保護膜５の重なり幅よりも広くな
るように、ボンディングパッドＢＰ１上の保護膜５に開口部６を形成する。これにより、
ボンディングパッドＢＰ１のワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗでは、このワイヤボンディ
ング領域ＢＰ１ｗに金属ボールを接合する際、金属ボールがボンディングパッドＢＰ１の
周縁部に乗り上げても、保護膜５にクラックが入ることを防ぐことができる。また、ボン
ディングパッドＢＰ１のプローブ領域ＢＰ１ｐでは、ボンディングパッドＢＰ１が露出す
る開口部６を、プローブがボンディングパッドＢＰ１の周縁部に重なる保護膜５と接触し
ない広さとすることができる。前者により、クラックの発生が無くなるのでクラックを介
した水分のボンディングパッドＢＰ１への浸入を防ぐことができ、ボンディングパッドＢ
Ｐ１間のショート、内部配線間のショート、またはボンディングパッドＢＰ１と内部配線
とのショートなどの電気的な不良を防ぐことができる。また、後者については、プローブ
が保護膜５に接触することによる保護膜５の破壊を防ぐことができる。
【００５７】
　なお、これまでは、ワイヤボンディング接続を採用したＢＧＡ型半導体装置に本願発明
を適用した場合について説明したが、これに限定されるものではない。例えば半導体チッ
プと配線基板とをバンプ電極を介して接続するフリップチップ接続を採用した半導体装置
にも本願発明を適用することができる。
【００５８】
　図５および図６を用いてフリップチップ接続を採用したフェイスダウンボンディング構
造のＢＧＡ型半導体装置について説明する。図５はフリップチップ接続を採用したＢＧＡ
型半導体装置の構成を示す平面図、図６はフリップチップ接続を採用したＢＧＡ型半導体
装置の構成を示す断面図である。なお、図５では、ボンディングパッドの配置を説明する
ため、ボンディングパッドが形成された半導体チップの主面を記載しているが、実際には
、図６に示すように、半導体チップの主面は配線基板の主面と対向している。
【００５９】
　図５および図６に示すように、ボンディングパッドＢＰ１および開口部６の形状は、前
述の図３および図４を用いて説明したものと同じである。すなわち、各ボンディングパッ
ドＢＰ１は長方形状を有しており、半導体チップ３の辺に沿う方向に短辺を有し、半導体
チップの辺と交差する方向にその長辺を有している。また、長手方向に沿って、１つのボ
ンディングパッドＢＰ１の表面領域は、バンプ９Ｂが接続されたバンプボンディング領域
（前述の図３に示すワイヤボンディング領域ＢＰ１ｗと同じ領域）とプローブ領域（前述
の図３に示すプローブ領域ＢＰ１ｐと同じ領域）とに分かれている。また、ボンディング
パッドＢＰ１の周縁部に重なった保護膜５の幅が、バンプボンディング領域とプローブ領
域とで互いに異なっており、バンプボンディング領域での保護膜５の重なり幅が、プロー
ブ領域での保護膜５の重なり幅よりも広くなるように、凸形状の開口部６が形成されてい
る。
【００６０】
　このようなフリップチップ接続を採用したフェイスダウンボンディング構造の場合、バ
ンプボンディング領域が半導体チップ３の辺よりもコア領域３ｂに近い側になるように（
プローブ領域が半導体チップ３のコア領域３ｂよりも辺に近い側になるように）、ボンデ
ィングパッドＢＰ１を配置するとよい。バンプボンディング領域を半導体チップ３のコア
領域３ｂに近い側に配置することにより、プローブ領域を半導体チップ３のコア領域３ｂ
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に近い側に配置した場合よりも、ボンディングパッドＢＰ１とコア領域３ｂに形成された
集積回路とを電気的に接続する回路配線の長さを短くすることができて、回路配線に起因
するインダクタンスを小さくすることができる。
【００６１】
　なお、本実施の形態１で述べた特徴は、ＢＧＡパッケージに適用した場合を例に説明し
たが、これに限定されるものでなく、ＱＦＰ（Quad Flat Package）、ＳＯＰ（Small Out
line Package）、およびＣＳＰ（Chip Size Package）など、その他パッケージにおいて
も適用可能である。
【００６２】
　（実施の形態２）
　本実施の形態２は、前述した実施の形態１によるボンディングパッドＢＰ１の変形例で
あり、ボンディングパッドおよび開口部の形状、ならびにボンディングパッドの配置が前
述した実施の形態１で説明したものと異なる。本実施の形態２によるボンディングパッド
の形状および配置を図７および図８を用いて説明する。図７はボンディングパッドを拡大
して示す要部平面図、図８はボンディングパッドの一部を拡大して示す要部断面図（図７
のII－II′線に沿った断面図）である。
【００６３】
　図７および図８に示すように、前述した実施の形態１と同様に、１つのボンディングパ
ッドＢＰ２の表面領域は、ワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗとプローブ領域ＢＰ２ｐとに
分かれている。ただし、前述した実施の形態１とは異なり、ワイヤボンディング領域ＢＰ
２ｗの半導体チップの辺に沿った方向の長さ（ＬＢ）が、プローブ領域ＢＰ２ｐの半導体
チップの辺に沿った方向の長さ（ＬＰ）よりも長く形成されており、ボンディングパッド
ＢＰ２は凸形状を有している。さらに、各ボンディングパッドＢＰ２は半導体チップの辺
に沿ってボンディングパッドＢＰ２の長手方向にそれぞれ交互に（千鳥状に）ずれて配置
されており、かつ、ワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗが半導体チップの辺側、コア領域側
、半導体チップの辺側となるように凸形状を交互に反転して配置されている。
【００６４】
　半導体チップの辺と交差する方向（長手方向）のボンディングパッドＢＰ２の寸法は、
前述した実施の形態１によるボンディングパッドＢＰ１と同じとすることができ、ボンデ
ィングパッドＢＰ２の寸法として、例えば長手方向の一辺を１２０μｍ、ボンディングパ
ッドＢＰ２の長手方向のワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗの寸法は、例えば５０μｍ、ボ
ンディングパッドＢＰ２の長手方向のプローブ領域ＢＰ２ｐの寸法は、例えば６２．５μ
ｍとすることができる。
【００６５】
　また、前述した実施の形態１と同様に、半導体チップ３の辺に沿って千鳥状に配置され
た隣接するボンディングパッドＢＰ２のピッチ（Ｐ２）を、例えば６５μｍ、隣接するボ
ンディングパッドＢＰ２の最小間隔を、例えば５μｍとした場合、半導体チップの辺に沿
った方向（短手方向）のボンディングパッドＢＰ２の寸法は、ボンディングパッドＢＰ２
の寸法として、例えばワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗの短手方向の寸法を６５μｍ、プ
ローブ領域ＢＰ２ｐの短手方向の寸法を６０μｍとすることができる。なお、１つ置きに
配置されたボンディングパッドＢＰ２のワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗの間の間隔（Ｓ
２）は、最小間隔である５μｍあればよいので、図７に点線で示すように、ワイヤボンデ
ィング領域ＢＰ２ｗの短手方向の寸法を上記６５μｍよりも大きくすることができる。
【００６６】
　ボンディングパッドＢＰ２は、前述した実施の形態１と同様に、半導体チップの多層配
線層のうちの最上層の配線からなり、多層配線層を覆うようにして形成された保護膜５に
それぞれのボンディングパッドＢＰ２に対応して形成された開口部１２により露出してい
る。また、保護膜５の開口部１２は、ボンディングパッドＢＰ２上に設けられており、ボ
ンディングパッドＢＰ２の周縁部上には所定の幅で保護膜５が重なり、ボンディングパッ
ドＢＰ２の周縁部は保護膜５に覆われている。
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【００６７】
　ただし、前述した実施の形態１とは異なり、本実施の形態２によるボンディングパッド
ＢＰ２では、上記開口部１２の形状が長方形状である。従って、ボンディングパッドＢＰ
２の周縁部に重なった保護膜５の幅が、ワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗとプローブ領域
ＢＰ２ｐとで互いに異なっており、ワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗでの保護膜５の重な
り幅が、プローブ領域ＢＰ２ｐでの保護膜５の重なり幅よりも広くなる。開口部１２の寸
法として、例えば長手方向の一辺が１１２．５μｍ、短手方向の一辺が５５μｍを例示す
ることができる。前述したボンディングパッドＢＰ２の寸法および開口部１２の寸法によ
り、ワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗでの保護膜５の重なり幅を５μｍ、プローブ領域Ｂ
Ｐ２ｐでの保護膜５の重なり幅を２．５μｍとすることができる。また、ボンディングパ
ッドＢＰ２のワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗの短手方向の寸法を６５μｍよりも大きく
した場合は、さらにワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗでの保護膜５の重なり幅を大きくす
ることができる。例えばボンディングパッドＢＰ２のワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗの
短手方向の寸法が１２５μｍの場合は、３５μｍのワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗでの
保護膜５の重なり幅が得られることになる。
【００６８】
　このように、本実施の形態２によれば、ボンディングパッドＢＰ２を、ワイヤボンディ
ング領域ＢＰ２ｗの半導体チップの辺に沿った長さが、プローブ領域ＢＰ２ｐの半導体チ
ップの辺に沿った長さよりも長く形成された凸形状とし、ボンディングパッドＢＰ２上の
保護膜５に形成する開口部１２を長方形状とすることにより、ボンディングパッドＢＰ２
のワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗでの保護膜５の重なり幅を、ボンディングパッドＢＰ
２のプローブ領域ＢＰ２ｐでの保護膜５の重なり幅よりも広くすることができる。これに
より、ボンディングパッドＢＰ２のプローブ領域ＢＰ２ｐでは、プローブがボンディング
パッドＢＰ２の周縁部に乗り上がる保護膜５と接触しない開口部１２の広さを確保した上
で、ボンディングパッドＢＰ２のワイヤボンディング領域ＢＰ２ｗでは、ボンディングワ
イヤの先端の金属ボールがボンディングパッドＢＰ２の周縁部に乗り上げても、クラック
が保護膜５に入ることを防止できるので、前述した実施の形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【００６９】
　さらに、各ボンディングパッドＢＰ２は半導体チップの辺に沿ってボンディングパッド
ＢＰ２の長手方向にそれぞれ交互に（千鳥状に）ずれて配置されており、かつ、ワイヤボ
ンディング領域ＢＰ２ｗが半導体チップの辺側、コア領域側、半導体チップの辺側となる
ように凸形状を交互に反転して配置されている。
【００７０】
　このような配置にすることにより、それぞれのボンディングパッドＢＰ２のワイヤボン
ディング領域ＢＰ２ｗの間にプローブ領域ＢＰ２ｐの短手方向の寸法（幅）の約１つ分に
相当するスペースが確保される。そして、その確保されたスペースの中でワイヤボンディ
ング領域ＢＰ２ｗの短手方向の寸法を大きくすることができ、それに伴い、保護膜５の重
なり幅を大きくすることができるので、クラック耐性をより向上させることができる。
【００７１】
　（実施の形態３）
　近年、前述の図２に示したように、半導体チップ３が搭載される配線基板２または半導
体チップ３を封止する樹脂封止体１０を構成する樹脂部材（レジン材）に、環境保護およ
び環境負荷物質の低減の観点からハロゲンフリー部材が使用されるようになってきている
。具体的には、電気・電子機器の廃棄物の収集および回収が規定され、さらに、分別回収
された廃棄物から除外すべき物質に臭素系難燃剤を含有するプラスチックがＷＥＥＥ（Wa
ste Electrical and Electronic Equipment）指令によって規定されている。このため、
配線基板２または樹脂封止体１０を構成する樹脂部材（レジン材）に対して、ハロゲンフ
リー部材を使用する要求が拡大している。配線基板２に使用するハロゲンフリー部材とは
、塩素の含有率が０．０９重量％以下で、臭素の含有率が０．０９重量％以下であり、か
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つ、塩素と臭素の総量が０．１５重量％以下である材料である。また、樹脂封止体１０を
構成する樹脂部材（レジン材）に使用するハロゲンフリー部材とは、塩素の含有率が０．
０９重量％以下で、臭素の含有率が０．０９重量％以下であり、かつ、アンチモンの含有
率が０．０９重量％以下である材料である。つまり、配線基板２および樹脂封止体１０を
構成する樹脂部材（レジン材）にハロゲンフリー部材を使用した場合は、前述のＷＥＥＥ
指令によって規定されている材料を使用していることになる。
【００７２】
　ところが、パッケージ材料に前述のようなハロゲンフリー部材を使用すると、従来のパ
ッケージ材料と比べて、例えば半導体チップの表面と樹脂部材（レジン材）との接着性（
密着性）が低下し、パッケージの内部に水分が浸入することによって半導体装置の耐湿性
が低下する場合があることが分かった。
【００７３】
　以下に説明する本実施の形態３は、保護膜のクラック発生を防止すると共に、ハロゲン
フリー部材を用いた場合であっても半導体装置の耐湿性を確保することのできる効果を有
するボンディングパッドに関するものである。
【００７４】
　本実施の形態３によるボンディングパッドの形状を図９および図１０を用いて説明する
。図９はボンディングパッドを拡大して示す要部平面図、図１０はボンディングパッドの
一部を拡大して示す要部断面図（図９のIII－III′線に沿った断面図）である。
【００７５】
　図９および図１０に示すように、前述した実施の形態１と同様に、各ボンディングパッ
ドＢＰ３は、長方形状を有しており、長手方向に沿って、１つのボンディングパッドＢＰ
３の表面領域は、ワイヤボンディング領域ＢＰ３ｗとプローブ領域ＢＰ３ｐとに分けられ
ている。
【００７６】
　ボンディングパッドＢＰ３は、例えばアルミニウム膜を主材料とする金属膜からなり、
その厚さは、例えば０．８５μｍである。また、半導体チップ３の辺に沿って配置された
隣接するボンディングパッドＢＰ３のピッチ（Ｐ３）を、例えば６５μｍとした場合、ボ
ンディングパッドＢＰ３の寸法として、例えば長手方向の一辺が１２０μｍ、短手方向の
一辺が６０μｍ、隣接するボンディングパッドＢＰ３の間隔として、例えば５μｍを例示
することができる。また、ボンディングパッドＢＰ３の長手方向のワイヤボンディング領
域ＢＰ３ｗの寸法は、例えば５０μｍ、ボンディングパッドＢＰ３の長手方向のプローブ
領域ＢＰ３ｐの寸法は、例えば６２．５μｍとしている。
【００７７】
　ボンディングパッドＢＰ３は、半導体チップの多層配線層のうちの最上層の配線からな
り、多層配線層を覆うようにして形成された保護膜１３にそれぞれのボンディングパッド
ＢＰ３に対応して形成された開口部６により露出している。
【００７８】
　保護膜１３は、例えば第１厚さを有する第１絶縁膜１３ａと、第１厚さよりも厚い第２
厚さを有する第２絶縁膜１３ｂと、第３絶縁膜１３ｃとを積層した構造である。しかし、
ボンディングパッドＢＰ３の周縁部では、ボンディングパッドＢＰ３の周縁部を覆うよう
にして、第１絶縁膜１３ａと第２絶縁膜１３ｂとの積層膜が形成され、さらにこの積層膜
のボンディングパッドＢＰ３上の端部を覆うようにして、第３絶縁膜１３ｃが形成されて
いる。第１絶縁膜１３ａは、例えばプラズマＣＶＤ法により形成された酸化シリコン膜で
あり、その第１厚さは、例えば０．２μｍ程度である。第２絶縁膜１３ｂは、例えば高密
度プラズマＣＶＤ法により形成された酸化シリコン膜であり、その第２厚さは、例えば０
．９μｍ程度である。第２絶縁膜１３ｂの厚さは、これに限定されるものではなく、隣接
するボンディングパッドＢＰ３の間を埋めることのできる厚さであればよい。また、第２
絶縁膜１３ｂは隣接するボンディングパッドＢＰ３の間を埋め込むことが期待されるため
、被覆性の良い絶縁膜が好ましい。第３絶縁膜１３ｃは、例えばプラズマＣＶＤ法により
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形成される窒化シリコン膜であり、その厚さは、例えば０．６μｍ程度である。第３絶縁
膜１３ｃは、外部からの水分の浸入を防止する機能を有している。
【００７９】
　隣接するボンディングパッドＢＰ３の間を埋め込むように保護膜１３を形成することに
より、保護膜１３自体の破壊に対する強度が増して、ボンディングパッドＢＰ３のワイヤ
ボンディング領域ＢＰ３ｗでは、このワイヤボンディング領域ＢＰ３ｗにボンディングワ
イヤの先端の金属ボールを接合する際、例えば熱圧着に超音波振動を併用したネイルヘッ
ドボンディング法を採用しても、超音波振動による保護膜１３に入るクラックや剥がれ等
を抑制することができる。
【００８０】
　また、第１絶縁膜１３ａと第２絶縁膜１３ｂとからなる積層膜を成膜し、ボンディング
パッドＢＰ３の周縁部に重なるようにボンディングパッドＢＰ３上の積層膜に開口部６ａ
を形成した後、第３絶縁膜１３ｃを成膜し、上記積層膜の端部を覆うようにボンディング
パッドＢＰ３上の第３絶縁膜１３ｃに開口部６を形成することにより、積層膜が完全に第
３絶縁膜１３ｃにより覆われるので、半導体チップの耐湿性を向上させることができる。
【００８１】
　第１絶縁膜１３ａと第２絶縁膜１３ｂとからなる積層膜を覆うように第３絶縁膜１３ｃ
を形成する場合であっても、ワイヤボンディング領域ＢＰ３ｗでは、金属ボールとボンデ
ィングパッドＢＰ３との良好な接合を得るために、ワイヤボンディング領域ＢＰ３ｗの面
積は広い方が好ましく、また、プローブ領域ＢＰ３ｐでは、プローブをボンディングパッ
ドＢＰ３の周縁部に重なる保護膜１３と接触させないために、プローブ領域ＢＰ３ｐの面
積は広い方が好ましい。そこで、本実施の形態３では、前述の実施の形態１と同様に、ワ
イヤボンディング領域ＢＰ３ｗでのボンディングパッドＢＰ３と保護膜１３との重なり幅
を５μｍとし、プローブ領域ＢＰ３ｐでのボンディングパッドＢＰ３と保護膜１３との重
なり幅を２．５μｍとしている。そのため、ワイボンディング領域ＢＰ３ｗでは、例えば
保護膜１３の下部を構成する第１絶縁膜１３ａと第２絶縁膜１３ｂとからなる積層膜の重
なり幅を２．５μｍ、保護膜１３の上部を構成する第３絶縁膜１３ｃの重なり幅を５μｍ
とし、プローブ領域ＢＰ３ｐでは、例えば保護膜１３の下部を構成する第１絶縁膜１３ａ
と第２絶縁膜１３ｂとからなる積層膜の重なり幅を１．２５μｍ、保護膜１３の上部を構
成する第３絶縁膜１３ｃの重なり幅を１．２５μｍとする。
【００８２】
　このように、本実施の形態３によれば、ボンディングパッドＢＰ３のワイボンディング
領域ＢＰ３ｗでの保護膜１３の重なり幅を、ボンディングパッドＢＰ３のプローブ領域Ｂ
Ｐ３ｐでの保護膜１３の重なり幅よりも広くすることに加えて、隣接するボンディングパ
ッドＢＰ３の間を埋め込むように保護膜１３を形成して保護膜１３自体の破壊に対する強
度を増すことができる。これにより、ボンディングパッドＢＰ３のワイヤボンディング領
域ＢＰ３ｗでは、金属ボールがボンディングパッドＢＰ３の周縁部に乗り上げても、前述
した実施の形態１よりもさらに保護膜１３におけるクラックの発生を抑制することができ
る。また、開口部６以外の領域を全て、外部からの水分の浸入を防止する機能を有する第
３絶縁膜１３ｃで覆うことができるので、前述した実施の形態１よりもさらに水分の浸入
を防ぐことができる。これにより、半導体装置にハロゲンフリー部材を使用し、例えば半
導体チップの表面と樹脂部材（レジン材）との接着性（密着性）が低下し、水分が浸入し
てきた場合においても、半導体装置の耐湿性を確保することができる。
【００８３】
　なお、本実施の形態３は、前述した実施の形態１によるボンディングパッドＢＰ１およ
び開口部６を変形した一例として説明したが、この変形例は、前述した実施の形態２に示
したボンディングパッドＢＰ２および開口部１２にも適用することができる。
【００８４】
　（実施の形態４）
　本実施の形態４は、電源用ボンディングパッドにおいて生じる保護膜のクラックを防止
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することのできる電源用ボンディングパッドおよび開口部の形状について説明する。
【００８５】
　本実施の形態４を説明する前に、本実施の形態４による電源用ボンディングパッドの形
状がより明確となると思われるため、これまで本発明者らが検討した電源用ボンディング
パッドの形状について図１１および図１２を用いて簡単に説明する。図１１は電源用ボン
ディングパッドを拡大して示す要部平面図、図１２は電源用ボンディングパッドの一部を
拡大して示す要部断面図（図１１のＢ－Ｂ′線に沿った断面図）である。
【００８６】
　図１１および図１２に示すように、本発明者らが検討した電源用ボンディングパッドＶ
Ｂは四角形状（例えば１２５μｍ×１２０μｍ）であり、この電源用ボンディングパッド
ＶＢの上層には、２つの長方形状の開口部（例えば５５μｍ×１１５μｍ）５５を有して
保護膜５６が形成されている。２つの開口部５５のそれぞれからワイヤボンディング領域
ＶＢｗとプローブ領域ＶＢｐとに分けられた電源用ボンディングパッドＶＢの表面領域が
露出している。しかしながら、このような形状の電源用ボンディングパッドＶＢでは、２
つの開口部５５から露出した２つのワイヤボンディング領域ＶＢｗに、例えば熱圧着に超
音波振動を併用したネイルヘッドボンディング法でボンディングワイヤの先端の金属ボー
ルを接合すると、電源用ボンディングパッドＶＢの周縁部に保護膜５６が重なった領域だ
けでなく、２つの開口部５５の間に位置する保護膜５６にもクラック５７が発生する場合
がある。
【００８７】
　本実施の形態４による電源用ボンディングパッドの形状を図１３および図１４を用いて
説明する。図１３は電源用のボンディングパッドを拡大して示す要部平面図、図１４は電
源用ボンディングパッドの一部を拡大して示す要部断面図（図１３のIV－IV′線に沿った
断面図）である。また、図１５には、本実施の形態４による電源用ボンディングパッドの
変形例を示す。
【００８８】
　図１３および図１４に示すように、本実施の形態４による電源用ボンディングパッドＶ
ＢＰ１は、前述した実施の形態３で説明したボンディングパッドＢＰ３を２つ繋いだ形状
とほぼ同じである。ただし、電源用ボンディングパッドＶＢＰ１では、一方のプローブ領
域ＢＰ４ｐと他方のプローブ領域ＢＰ４ｐとは繋がっているが、一方のワイヤボンディン
グ領域ＢＰ４ｗと他方のワイヤボンディング領域ＢＰ４ｗとは繋がっていない。
【００８９】
　すなわち、電源用ボンディングパッドＶＢＰ１の上層に、電源用ボンディングパッドＶ
ＢＰ１の上面の一部をワイヤボンディング領域ＢＰ４ｗおよびプローブ領域ＢＰ４ｐを跨
いで露出させる２つの開口部６を有する保護膜１３が形成されており、２つの開口部６の
それぞれから電源用ボンディングパッドＶＢＰ１のワイヤボンディング領域ＢＰ４ｗおよ
びプローブ領域ＢＰ４ｐが露出している。そして、２つの開口部６の間の電源用ボンディ
ングパッドＶＢＰ１のワイヤボンディング領域ＢＰ４ｗのみにスリット１４が入っている
。このスリット１４の幅は、例えば５μｍである。
【００９０】
　例えば熱圧着に超音波振動を併用したネイルヘッドボンディング法を採用して２つのワ
イヤボンディング領域ＢＰ４ｗにそれぞれ金属ボールを接合した場合、このように、一方
のワイヤボンディング領域ＢＰ４ｗと他方のワイヤボンディング領域ＢＰ４ｗとの間にス
リット１４を設けることにより、超音波振動が保護膜１３に及ぼす応力等をスリット１４
で切断された部分で緩和することができるので、２つの開口部６の間に位置する保護膜１
３に発生するクラックを防ぐことができる。さらに、前述した実施の形態１と同様に、ワ
イヤボンディング領域ＢＰ４ｗの電源用ボンディングパッドＶＢＰ１の周縁部に重なる保
護膜１３の幅を、例えば５μｍとすることにより、電源用ボンディングパッドＶＢＰ１の
端部側壁で発生する保護膜１３のクラックも防ぐことができる。プローブ領域ＢＰ４ｐの
電源用ボンディングパッドＶＢＰ１の周縁部に重なる保護膜１３の幅は、例えば２．５μ
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ｍとすることにより、プローブによる電源用ボンディングパッドＶＢＰ１上の保護膜１３
の破壊を防止することができる。
【００９１】
　本実施の形態４による電源用ボンディングパッドの変形例を図１５に示す。図１５は、
電源用のボンディングパッドの一部を拡大して示す要部断面図である。
【００９２】
　前述の図１４に示した電源用ボンディングパッドＶＢＰ１では、その上に第１絶縁膜１
３ａおよび第２絶縁膜１３ｂを順次堆積して２層膜を形成し、この２層膜に一旦開口部６
ａを形成した後、２層膜上に第３絶縁膜１３ｃを形成し、２層膜を完全に覆って第３絶縁
膜１３ｃに開口部６を形成する。これに対して、図１５に示す電源用ボンディングパッド
ＶＢＰ２では、その上に第１絶縁膜１３ａ、第２絶縁膜１３ｂ、および第３絶縁膜１３ｃ
を順次堆積して３層膜を形成した後、この３層膜に開口部６を形成する。電源用ボンディ
ングパッドＶＢＰ２の構造を採用することによって、電源用ボンディングパッドＶＢＰ１
を製造する場合よりも、製造工程数を減らすことができる。
【００９３】
　このように、本実施の形態４によれば、電源用ボンディングパッドＶＢＰ１のワイヤボ
ンディング領域ＢＰ４ｗにおいて、電源用ボンディングパッドＶＢＰ１の周縁部に重なる
幅を、ボンディングワイヤの先端の金属ボールが電源用ボンディングパッドＶＢＰ１の周
縁部に乗り上げてもクラックが保護膜１３に入らない幅とし、さらに、２つのワイヤボン
ディング領域ＢＰ４ｗの間にスリット１４を設けたことにより、電源用ボンディングパッ
ドＶＢＰ１においても、２つの開口部６の間の保護膜１３におけるクラックの発生を抑制
することができる。
【００９４】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本発明は、ワイヤボンディング接続またはフリップチップ接続等に用いられるボンディ
ングパッドを有する半導体チップを搭載する半導体装置に適用することができる。
【符号の説明】
【００９６】
１　半導体装置
２　配線基板
２ｘ　主面
２ｙ　裏面
３　半導体チップ
３ａ　パッド領域
３ｂ　コア領域
４　半田ボール
５　保護膜
５ａ　酸化シリコン膜
５ｂ　窒化シリコン膜
６，６ａ　開口部
７　ボンディングリード
８　裏面電極パッド
９Ｂ　バンプ
９Ｗ　ボンディングワイヤ
１０　樹脂封止体
１１　反射防止膜
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１２　開口部
１３　保護膜
１３ａ　第１絶縁膜
１３ｂ　第２絶縁膜
１３ｃ　第３絶縁膜
１４　スリット
５１　保護膜
５１ａ　酸化シリコン膜
５１ｂ　窒化シリコン膜
５２　窒化チタン膜
５３　クラック
５４　金属ボール
５５　開口部
５６　保護膜
５７　クラック
Ｂ１　ボンディングパッド
Ｂ１ｐ　プローブ領域
Ｂ１ｗ　ワイヤボンディング領域
ＢＰ１，ＢＰ２，ＢＰ３　ボンディングパッド
ＢＰ１ｐ，ＢＰ２ｐ，ＢＰ３ｐ，ＢＰ４ｐ　プローブ領域
ＢＰ１ｗ，ＢＰ２ｗ，ＢＰ３ｗ，ＢＰ４ｗ　ワイヤボンディング領域
ＶＢ　電源用ボンディングパッド
ＶＢｐ　プローブ領域
ＶＢｗ　ワイヤボンディング領域
ＶＢＰ１，ＶＢＰ２　電源用ボンディングパッド
【図１】

【図２】

【図３】
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【図１６】
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