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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　能動面、背面及び前記能動面に形成されるボンディングパッドを有するチップと、
　前記能動面上に形成されて前記ボンディングパッドと接続する再配置パッドを有する再
配線層と、
　前記チップの前記能動面に形成されて前記再配線層を覆い、前記再配置パッドを露出し
ている不活性化層と、
　前記再配置パッドの内部に形成されて前記チップを貫通し、前記能動面から　前記背面
に貫通する貫通孔と、
　前記貫通孔の内壁と前記チップの前記背面に形成される絶縁層と、
　第一端部と第二端部とを有し、前記第一端部は前記再配置パッドと接合し、前記第二端
部は前記貫通孔を通過して前記チップの前記背面に突出するフレキシブル金属線と、
を少なくとも備え、
　前記第一端部は結球端部であり、その直径は前記貫通孔の口径よりも大きくなり、前記
能動面に突出することを特徴とするシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置。
【請求項２】
　前記貫通孔の前記内壁上に位置して前記絶縁層に形成され、前記再配置パッドと電気接
続する穴金属層を備え、
　前記フレキシブル金属線と前記穴金属層とは機械的な結合力が零になっていることを特
徴とする請求項１に記載のシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置。
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【請求項３】
　前記該第二端部も結球端部であることを特徴とする請求項１に記載のシリコンスルーホ
ールを有する半導体チップ装置。
【請求項４】
　さらに外接パッドを備え、前記外接パッドは前記貫通孔に対応して前記チップの前記背
面に設置され、前記第二端部は突出して前記外接パッドと接合することを特徴とする請求
項１に記載のシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置。
【請求項５】
　前記不活性化層は前記再配置パッドに対応する開口を有し、前記開口の口径は前記貫通
孔の口径よりも大きくなり、前記再配置パッドは前記フレキシブル金属線の前記第一端部
と接合可能であることを特徴とする請求項１に記載のシリコンスルーホールを有する半導
体チップ装置。
【請求項６】
　前記フレキシブル金属線の前記第二端部に半田材が付いていることを特徴とする請求項
１または２に記載のシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置。
【請求項７】
　前記フレキシブル金属線の前記第二端部は前記再配置パッドに対して移動可能であるこ
とを特徴とする請求項１に記載のシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置。
【請求項８】
　前記チップは近隣に位置する切断側面を有し、前記切断側面は前記貫通孔を露出しない
ことを特徴とする請求項１に記載のシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置。
【請求項９】
　能動面、背面及び該能動面に形成されるボンディングパッドを有するチップを提供する
ステップと、
　前記ボンディングパッドと接続する再配置パッドを有する再配線層を前記チップの前記
能動面上に形成するステップと、
　前記再配線層を覆い前記再配置パッドを露出する不活性化層を前記チップの前記能動面
に形成するステップと、
　前記再配置パッドに前記チップの前記能動面から前記背面に貫通する貫通孔を形成する
ステップと、
　前記貫通孔の内壁に絶縁層を形成するステップと、
　第一端部と第二端部とを有し、前記第一端部は前記再配置パッドと接合し、前記第二端
部は前記貫通孔を通過し前記チップの前記背面に突出するフレキシブル金属線を前記チッ
プ内に設置するステップと、
　を含み、
　前記第一端部は結球端部であり、その直径は前記貫通孔の口径よりも大きくなり、前記
能動面に突出することを特徴とするシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置の製
造方法。
【請求項１０】
　前記貫通孔の前記内壁に位置して前記絶縁層上に形成され、且つ、前記再配置パッドと
電気接続している穴金属層を形成するステップを含み、
　前記フレキシブル金属線と前記穴金属層とは機械的な結合力が零になっていることを特
徴とする請求項９に記載のシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記絶縁層はさらに前記チップの前記背面に形成されることを特徴とする請求項９に記
載のシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記第二端部も結球端部であることを特徴とする請求項９に記載のシリコンスルーホー
ルを有する半導体チップ装置の製造方法。
【請求項１３】
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　さらに、前記貫通孔に対応して前記チップの前記背面に設置され、前記第二端部が突出
して接合する外接パッドを設置するステップを含むことを特徴とする請求項９に記載のシ
リコンスルーホールを有する半導体チップ装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記不活性化層は前記再配置パッドに対応する開口を有し、前記開口の口径は前記貫通
孔の口径よりも大きくなり、前記再配置パッドは前記フレキシブル金属線の前記第一端部
と接合可能であることを特徴とする請求項９に記載のシリコンスルーホールを有する半導
体チップ装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記フレキシブル金属線の前記第二端部に半田材が付いていることを特徴とする請求項
９に記載のシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記フレキシブル金属線の前記第二端部は前記再配置パッドに対して移動可能であるこ
とを特徴とする請求項９に記載のシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置の製造
方法。
【請求項１７】
　さらに、ウェハーに製造形成された前記チップに前記フレキシブル金属線を設置した後
、ウェハーダイシングステップを含むことを特徴とする請求項９に記載のシリコンスルー
ホールを有する半導体チップ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体チップの内部の電気接続技術に関し、特にシリコンスルーホール（ＴＳ
Ｖ、Through Silicon Via）を有する半導体チップ装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路はチップの能動面に形成され、従来のチップ端子、例えば、ボンディングパッ
ドは能動面のみに形成されている。チップにおける高密度な電気接続技術において、立体
的な積層及び高密度実装のため、チップの能動面と背面とに端子を設けることが望まれて
いる。周知のシリコンスルーホールをチップの垂直導通ルートとして用い、チップの内部
の異なる表面にある端子間を電気接続することができる。しかしながら、現在のシリコン
スルーホール成形技術は集積回路に係わる色々な製造プロセス、例えば、フォトマスク製
造、フォトリソグラフィ（photo lithography）、スパッタリング（sputtering）、電解
メッキ等の工程及び後半のアセンブリ工程とはんだボールアレイの成形工程とを含み、シ
リコンスルーホール製造過程はかなり複雑であり、且つ、製造過程に影響する原因も沢山
があるので、製造過程中には不安定となってチップ製造コストが上がる結果になってしま
う。特に、チップの貫通孔内に導電材料を充填する時、ウェハー研磨等の工程を進行する
前に予めチップの貫通孔を半通孔（止まり孔）形態として沈積し電解メッキしなければい
けないことにより、行いにくくなって製造コストが大幅に増加し、且つ、良品率も不安定
で量産は現実的に困難である。周知のシリコンスルーホール成形技術は特許文献１、２の
“半導体コンポネント及びその製造方法”に開示されている。
【０００３】
　図１に示すように、周知の半導体チップ装置１００は、主にチップ１１０、再配置パッ
ド１２０、不活性化層１３０、複数の貫通孔１４０内にある導電材料１６０及び絶縁層１
５０を備える。チップ１１０は能動面１１１と相対する背面１１２とを有する。ボンディ
ングパッドに電気接続する再配置パッド１２０と不活性化層１３０とはチップ１１０の能
動面１１１に形成される。貫通孔１４０群は、再配置パッド１２０群の内部に形成され、
導電材料１６０の形成とチップ背面の研磨のみを完成した後に再配置パッド１２０群を貫
通し、且つ、チップ１１０の能動面１１１から背面１１２に連通している。製造時、貫通
孔１４０群は直接チップ１１０を貫通せず、半通孔であるので誘電層１１３とメッキ種層
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１７０との形成に便利となる。誘電層１１３は電気隔離用として貫通孔１４０群の内部に
形成され、メッキ種層１７０は、貫通孔１４０群の内部に位置して絶縁層１５０に形成さ
れ、対応する再配置パッド１２０群と電気接続し、且つ、導電材料１６０を電解メッキで
形成する種層になることができる。チップを貫通する垂直の電気導通ルートを提供するた
め、導電材料１６０を形成して未貫通の貫通孔１４０群内に充填し、導電材料１６０成形
の後、導電材料１６０が露出するまでチップ１１０の背面１１２を研磨する。その間に、
貫通孔１４０群は完全貫通形態になる。導電材料１６０の材質は殆ど電解銅メッキを採用
し或いは液体の多結晶シリコンを混ぜ、製造には孔内に充填未満隙間が残留し易くなるこ
とより、応力に耐える効果が弱くなってしまう。また、従来のチップ表面高精密度の集積
回路製造過程には、チップ貫通用としての孔のメッキ処理と孔の充填処理とを利用しなけ
ればいけないので、製造コストが上がる一方である。
【０００４】
　また、チップ背面を研磨した後、チップ１１０の研磨された背面１１２にもう一回絶縁
層１５０を形成してから、チップ１１０の背面１１２上にある貫通孔１４０群の端部に複
数の外接パッド１８０を設置し、さらに他の不活性化層１９０を覆うことができる。再配
置パッド１２０群と外接パッド１８０群はチップ１１０の上下表面に平らに貼付けされる
ことにより、さらに積層チップやチップ搭載体との接合用としてのはんだボールやバンプ
（図示せず）を設置している。よって、周知の貫通孔１４０、誘電層１１３及び絶縁層１
５０を有する絶縁設計についてそれぞれの製造過程が複雑で長くなり、さらに外接端子を
設ける必要があって効率的且つ簡易に製造することができない。
【０００５】
【特許文献１】台湾特許第５３１８４３号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００３／００９２２５６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の主な目的は、優れた耐応力が得られ、上下層チップの積層やチップ搭載の時に
高密度電気接続を達成することができ、短絡問題が容易に発生しないシリコンスルーホー
ルを有する半導体チップ装置及びその製造方法を提供することである。
　本発明の他の目的は、チップとチップとの間やチップとチップ搭載体との間に良好な電
気接続品質を提供することが可能で、製造過程の簡易化によって製造時間の短縮ができ、
製造コストも下がるシリコンスルーホールを有する半導体チップ装置及びその製造方法を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明にかかるシリコンスルーホールを有する半導体チッ
プ装置は、チップ、再配線層、不活性化層、貫通孔、絶縁層及びフレキシブル金属線を備
える。前記チップは能動面、背面及び前記能動面上に形成されるボンディングパッドを有
する。前記再配線層は前記能動面上に形成されて前記ボンディングパッドと接続する再配
置パッドを有する。前記不活性化層は前記チップの前記能動面に形成されて前記再配線層
を覆うが、前記再配置パッドを露出している。前記貫通孔は前記再配置パッドの内部に形
成され、且つ、前記チップを貫通し、即ち、前記能動面から前記背面に貫通している。前
記絶縁層は前記貫通孔内部に形成される。前記フレキシブル金属線は第１端部と第２端部
を有し、前記第１端部は前記再配置パッドに接合し、前記第２端部は前記貫通孔を通過し
て前記チップの前記背面に突出している。
【０００８】
　前記絶縁層はさらに前記チップの前記背面に形成されてもよい。
　前記第１端部は、結球端部にしてもよく、その直径は前記貫通孔の口径よりも大きくな
るので、前記能動面に突出している。
　前記第２端部も結球端部にしてもよい。
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　さらに外接パッドを備え、前記外接パッドは前記貫通孔に対応して前記チップの前記背
面に設置され、且つ、前記第２端部は突出して前記外接パッドと接合している。
【０００９】
　前記不活性化層は前記再配置パッドに対応する開口を有してもよく、前記開口の口径は
前記貫通孔の口径よりも大きくなるので、前記再配置パッドは前記フレキシブル金属線の
前記第１端部と接合させることができる。
　さらに穴金属層を有してもよく、前記穴金属層は前記貫通孔内部に位置して前記絶縁層
に形成され、且つ、対応する前記再配置パッドと電気接続している。
【００１０】
　前記フレキシブル金属線と前記穴金属層とは機械的な結合力が零でもよい。
　前記フレキシブル金属線の前記第２端部に半田材が付いてもよい。
　前記フレキシブル金属線の前記第２端部は前記再配置パッドに対して移動することがで
きる。
　前記チップは近隣に位置する切断側面を有し、前記切断側面は前記貫通孔を露出しない
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　　　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実実施形態による半導体チップ装置及びその製造方法を示す。
　図２に示すように、シリコンスルーホールを有する半導体チップ装置２００は、チップ
２１０、再配線層２２０、第１不活性化層２３０、複数の貫通孔２４０、絶縁層２５０及
び複数のフレキシブル金属線２６０を備える。
　チップ２１０は能動面２１１、背面２１２、及び能動面２１１上に形成される複数のボ
ンディングパッド２１３を有する。図２に貫通孔２４０、フレキシブル金属線２６０及び
ボンディングパッド２１３を示す。様々な集積回路素子は能動面２１１上に形成されてボ
ンディングパッド２１３群に電気接続される。チップ２１０の材質はシリコン、ガリウム
ひ素或いは他の半導体材質にしてもよい。
【００１２】
　再配線層２２０は導電材料であり、能動面２１１上に形成され、且つ、ボンディングパ
ッド２１３群と接続する複数の再配置パッド２２１を有することによってチップ２１０の
端子位置が変わった（ボンディングパッド２１３群を再配置パッド２２１群に変えた）。
本実施形態おいて、再配置パッド２２１群はチップ２１０の能動面２１１周辺に位置し、
それらの下方内層には集積回路がない。
【００１３】
　第１不活性化層２３０は電気絶縁材料であり、チップ２１０の能動面２１１上に形成さ
れて再配線層２２０を覆っている。第１不活性化層２３０は再配置パッド２２１群に対応
する複数の開口２３１を有することが好ましく、開口２３１群は貫通孔２４０群よりも大
きな口径を持つことによって、再配置パッド２２１群は貫通孔２４０群の外周に位置する
露出表面を有し、フレキシブル金属線２６０群の第1端部２６１と接合することができる
。
【００１４】
　貫通孔２４０群は再配置パッド２２１群の内部に形成されてチップ２１０を貫通し、即
ち、チップ２１０の能動面２１１から背面２１２に貫通している。
　絶縁層２５０は貫通孔２４０群の内部に形成され、さらにチップ２１０の背面２１２に
形成されてチップ２１０の電気漏れと短絡とを防止することができる。
　各フレキシブル金属線２６０は第１端部２６１と第２端部２６２とを有し、図２に示す
ように、第１端部２６１群は再配置パッド２２１群と接合され、能動面２１１に突出する
ことが好ましい。第２端部２６２群は貫通孔２４０群を通過してチップ２１０の背面２１
２に突出している。フレキシブル金属線２６０群の第１端部２６１はワイヤボンディング
時に焼結形成される結球端部にしてもよく、再配置パッド２２１群と電気接続することで



(6) JP 4950012 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

、能動面２１１に突出することができる。
【００１５】
　半導体チップ装置２００はさらに複数の外接パッド２７０を備え、外接パッド２７０群
は貫通孔２４０群に対応してチップ２１０の背面２１２に設置される。外接パッド２７０
群を保護と固定するため、さらに第２不活性化層２８０が形成されてチップ２１０の背面
２１２を覆っている。具体的に言えば、フレキシブル金属線２６０群の第２端部２６２も
結球端部にしてもよく、突出して外接パッド２７０群と接合する。図２に示すように、チ
ップ２１０は、近隣に位置し且つ貫通孔２４０を露出しない切断側面２１４を有すること
が好ましく、切断側面２１４によってフレキシブル金属線２６０群が第１端部２６１と第
２端部２６２との間に位置する面を露出することを避けられる。
【００１６】
　以上のように、本発明の第１実施形態による半導体チップ装置２００において、フレキ
シブル金属線２６０を用いてチップ２１０の貫通孔２４０を貫通し、両面突出端子（即ち
第１端部２６１と第２端部２６２）を一体形成することにより、シリコンスルーホール製
作の低コスト化が可能となりかつ優れる耐応力が得られるので、上下層のチップ積層やチ
ップ搭載の時に高密度電気接続を完成することができ、チップ２１０内部に短絡問題が容
易に発生しない。また、他にバンプやはんだボール設置の代わりにシリコンスルーホール
の両端にそれぞれ突出端子を形成することは、シリコンスルーホールにとってコスト低下
と耐用性向上等の利点がある。
【００１７】
　図３Ａから図３Ｌは、本発明の第１実施形態による半導体チップ装置２００の製造方法
を示す。以下の製造方法によりシリコンスルーホールの製作コストを下げる効果を実現し
ている。
　先ず、図３Ａに示すように、チップ２１０を提供し、チップ２１０はウェハーに形成さ
れることができ、能動面２１１、背面２１２及び能動面２１１に形成される複数のボンデ
ィングパッド２１３を有する。
【００１８】
　次に、図３Ｂに示すように、表面沈積、表面電解メッキ等の技術を用いてチップ２１０
の能動面２１１上に再配線層２２０を形成し、再配線層２２０はボンディングパッド２１
３群と接続する複数の再配置パッド２２１を有する。次に、図３Ｃに示すように、気相化
学沈積、スピンコート（spin coat）或いは印刷等の技術を用いてチップ２１０の能動面
２１１に第１不活性化層２３０を形成し、第１不活性化層２３０は再配線層２２０を覆い
再配置パッド２２１群に対応する複数の開口２３１を有する。開口２３１はリソグラフィ
ー（lithography）或いはプラズマエッチング（plasma etching）等の技術で形成されて
再配置パッド２２１群を露出させることにより、再配置パッド２２１群はフレキシブル金
属線２６０群の第１端部２６１（図２参照）と接合することができる。
【００１９】
　次に、図３Ｄに示すように、レーザ光打ち抜き或いは反応性イオンエッチング等の技術
を利用して複数の貫通孔２４０を形成する。貫通孔２４０群は再配置パッド２２１群に対
応してチップ２１０を貫通し、即ち、チップ２１０の能動面２１１から背面２１２に貫通
する。ここで、一回貫通方式で貫通孔２４０群を形成する。需要があれば、チップ背面の
研磨工程は前記チップ提供ステップ中に予め行うことができ、貫通孔２４０形成過程中に
される必要はない。
【００２０】
　次に、図３Ｅに示すように、沈積或いは酸化シリコン等の技術を利用して貫通孔２４０
群の内部に絶縁層２５０を形成する。本実施形態において、絶縁層２５０はさらにチップ
２１０の背面２１２に形成されてチップ２１０を絶縁保護する。
　そして、図３Ｆに示すように、チップ２１０の背面２１２に複数の外接パッド２７０を
設置してもよく、外接パッド２７０群は貫通孔２４０群に対応している。
　また、絶縁層２５０に穴金属層２９０が形成されてもよく（図４参照）、穴金属層２９
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０は貫通孔２４０群の内部に位置して対応する再配置パッド２２１群と電気接続している
。フレキシブル金属線２６０群は、穴金属層２９０と零機械的な結合力にしてもよく、穴
金属層２９０の応力に影響されない。
【００２１】
　次に、図３Ｇに示すように、チップ２１０を保護するようにチップ２１０の背面２１２
に第２不活性化層２８０を形成する。次に、はんだピン１０を利用してフレキシブル金属
線２６０をチップ２１０の対応する貫通孔２４０内に提供する。また、所定の長さのフレ
キシブル金属線２６０を予め引っ張ってその一端を貫通孔２４０群を貫通させてチップ２
１０の背面２１２に突出させる。図３Ｈに示すように、フレキシブル金属線２６０の突出
端は結球焼結技術で結球端部に形成され、結球端部の直径は貫通孔２４０群の口径よりも
大きくなる。結球端部は圧力と加熱温度とによって突出して外接パッド２７０群と接合し
、フレキシブル金属線２６０の第２端部２６２として形成される。
【００２２】
　次に、図３Ｉに示すように、再び結球焼結技術を利用してフレキシブル金属線２６０群
の所定領域（能動面２１１上且つ対応する再配置パッド２２１に隣接する領域）に結球部
を形成し、はんだピン１０で結球部を圧縮して再配置パッド２２１群に接合させてフレキ
シブル金属線２６０の第１端部２６１を形成する。次に、図３Ｋに示すように、フレキシ
ブル金属線２６０群の結球部（即ち第１端部２６１）上方の線端から切断して完全なフレ
キシブル金属線２６０ができる。そして、図３Ｇから図３Ｋまでを繰り返して行うことで
各フレキシブル金属線２６０が対応する貫通孔２４０群の内部に形成される。
　最後に、図３Ｌに示すように、フレキシブル金属線２６０群を設置した後、さらにウェ
ハーダイシング（wafer dicing）ステップを含み、ダイシング工具２０を用いウェハーを
ダイシングすることによって複数の分離チップ２１０ができ、図２に示すような半導体チ
ップ装置２００になる。切断側面２１４はウェハーダイシングステップ中に形成されてい
る。
【００２３】
　図５に示すように、本発明の第１実施形態において、複数の半導体チップ装置２００を
積層して立体的なチップ積層構造に形成することが可能である。製作された半導体チップ
装置２００はフレキシブル金属線２６０群に照準を合わせて積層されるとともに、上下層
半導体チップ装置２００間に電気接続することによって、高密度なマルチチップ積層構造
が得られる。マルチチップ積層過程中に、チップ内部の電気接続を行う必要がないので積
層し易くなる。
【００２４】
　　　（第２実施形態）
　図６は、本発明の第２実施形態による半導体チップ装置３００を示す部分断面図である
。半導体チップ装置３００は、主にチップ３１０、再配線層３２０、不活性化層３３０、
複数の貫通孔３４０、絶縁層３５０及び複数のフレキシブル金属線３６０を備える。チッ
プ３１０は能動面３１１、背面３１２及び能動面３１１に形成される複数のボンディング
パッド３１３を有する。再配線層３２０は能動面３１１上に形成され、ボンディングパッ
ド３１３群と接続する複数の再配置パッド３２１とを有する。不活性化層３３０はチップ
３１０の能動面３１１上に形成されて再配線層３２０を覆っている。不活性化層３３０は
再配置パッド３２１群に対応する複数の開口３３１を有し、開口３３１群は貫通孔３４０
群よりも大きな口径を持つことによって、再配置パッド３２１群は貫通孔３４０群の外周
に位置する露出表面を有し、フレキシブル金属線３６０群の第１端部３６１と接合するこ
とができる。
【００２５】
　貫通孔３４０群は再配置パッド３２１群の内部に形成されてチップ３１０を貫通し、即
ち、能動面３１１から背面３１２に貫通している。絶縁層３５０は貫通孔３４０群の内部
に形成され、さらにチップ３１０の背面３１２に形成されてもよく、チップ３１０を保護
することができる。各フレキシブル金属線３６０は第１端部３６１と第２端部３６２を有
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し、第１端部３６１群は再配置パッド３２１群と接合し、第２端部３６２群は貫通孔３４
０群を通過してチップ３１０の背面３１２に突出している。第２実施形態において、第１
端部３６１群は結球端部にすることができ、第２端部３６２群は下げる線端にすることが
できる。チップ３１０の背面３１２の不活性化層を省略することも可能で、製造のコスト
と過程とを節約することとなる。また、フレキシブル金属線３６０群の第２端部３６２群
は再配置パッド群に対して移動することができる。第２端部に外部はんだ接合用として半
田材が付くことが好まししい。
【００２６】
　従って、第２実施形態において、フレキシブル金属線３６０群を用いてチップ３１０の
貫通孔３４０群を貫通し、同時に、能動面３１１と背面３１２とに外接端子としてそれぞ
れ突出した第１端部３６１と第２端部３６２とを形成している。複数の半導体チップ装置
３００を上下積層する時、チップ間に高密度な電気接続を達成することができるので、チ
ップ３１０とチップ３１０との間、及び、チップ３１０とチップ搭載体との間に優れた電
気接続品質を提供することが可能で、且つ、製作過程の簡易化によって製作時間の短縮が
でき製作コストも下がる。
　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて説明したが、本発明の保護範囲は特許申
請範囲で限定されて、この保護範囲に基準して、本発明の精神と範囲内に触れるどんな変
更や修正も本発明の保護範囲に属する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】周知の半導体チップ装置を示す断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置を示す断面図である。
【図３Ａ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｂ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｃ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｄ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｅ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｆ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｇ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｈ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｉ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｊ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｋ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図３Ｌ】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の製造過程における状態を示す
断面図である。
【図４】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置の変形例を示す断面図である。
【図５】本発明の第１実施形態による半導体チップ装置が複数立体積層された状態を示す
断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態による半導体チップ装置を示す断面図である。
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【符号の説明】
【００２８】
　１０：はんだピン、２０：ダイシング工具、３０：回路基板、２００：半導体チップ装
置、２１０：チップ、２１１：能動面、２１２：背面、２１３：ボンディングパッド、２
１４：切断側面、２２０：再配線層、２２１：再配置パッド、２３０：第１不活性化層、
２３１：開口、２４０：貫通孔、２５０：絶縁層、２６０：フレキシブル金属線、２６１
：第１端部、２６２：第２端部、２７０：外接パッド、２８０：第２不活性化層、２９０
：穴金属層、３００：半導体チップ装置、３１０：チップ、３１１：能動面、３１２：背
面、３１３：ボンディングパッド、３２０：再配線層、３２１：再配置パッド、３３０：
不活性化層、３３１：開口、３４０：貫通孔、３５０：絶縁層、３６０：フレキシブル金
属線、３６１：第１端部、３６２：第２端部、３７０：はんだ材

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図３Ｆ】

【図３Ｇ】

【図３Ｈ】

【図３Ｉ】

【図３Ｊ】
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