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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路形成面上に、電極パッドが形成された半導体チップを備えた半導体装置において、
　前記回路形成面上に積層され、前記電極パッドを露出させる第１電極パッド開口部が形
成された、密着層としての第１パッシベーション膜と、
　前記第１パッシベーション膜上に積層され、前記電極パッドを露出させる第２電極パッ
ド開口部が形成された、前記半導体チップを外部からの物理的ダメージから保護するため
の第２パッシベーション膜と、
　少なくとも前記第１電極パッド開口部を覆うように形成された金属膜を含み、前記電極
パッドと外部とを接続する外部接続端子とを備え、
　前記第２電極パッド開口部は、前記第１電極パッド開口部全体を露出するように設けら
れており、前記第２パッシベーション膜が、前記電極パッドに直接接触しないように形成
されており、
　前記金属膜の積層方向の断面は、多角形状の各コーナ部が丸みを帯びた形状に形成され
ており、
　前記金属膜が、最上層である第１層と、該最上層の直下に積層された第２層とを含む複
数の層が積層されてなり、前記第１層および第２層が、同一の金属または同一の金属を主
成分とする材料からなり、かつ前記第１層では、該金属が前記第２層よりも疎な組織を形
成することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
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　前記第２電極パッド開口部の外周が、前記第１電極パッド開口部の外周と略一致するよ
うに形成されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２電極パッド開口部の外周が、前記第１電極パッド開口部の外周の外側に位置す
るように該第１電極パッド開口部よりも大きく形成されており、前記金属膜の一部が、前
記第２電極パッド開口部の形成部分において第１パッシベーション膜と密着していること
を特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記金属膜が、該電極パッドの外周の少なくとも一部に、第１パッシベーション膜との
密着領域を有し、
　前記第２パッシベーション膜が、前記電極パッドの外周の一部を覆うように形成されて
なることを特徴とする請求項１または３記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記金属膜が、該電極パッドの外周の全方向に、第１パッシベーション膜との密着領域
を有し、
　前記第２パッシベーション膜が、前記電極パッドの外周の一部を覆うように形成されて
なることを特徴とする請求項１または３記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第２電極パッド開口部が、前記電極パッドの外周を囲むように形成されていること
を特徴とする請求項４または５記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記金属膜が、前記第１パッシベーション膜との密着領域を有し、該密着領域は、前記
第１電極パッド開口部を囲むように形成されていることを特徴とする請求項１、３ないし
６の何れかに記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第１パッシベーション膜が、前記第２パッシベーション膜よりも吸水率の低い材料
からなることを特徴とする請求項１ないし７の何れかに記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１パッシベーション膜が、前記第２パッシベーション膜よりも線膨張係数の小さ
い材料からなることを特徴とする請求項１ないし８の何れかに記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１パッシベーション膜が無機材料からなり、前記第２パッシベーション膜が有機
材料からなることを特徴とする請求項１ないし９の何れかに記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記複数の層は、さらに最下層であるバリア層としての第３層を含み、前記第１層がＣ
ｕからなり、前記第１層の厚さが２μｍ以上であることを特徴とする請求項１記載の半導
体装置。
【請求項１２】
　前記外部接続端子が、前記金属膜上に形成されたＰｂフリーハンダ材料を含むバンプを
備えることを特徴とする請求項１ないし１１の何れかに記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記外部接続端子が、前記金属膜上に形成され、少なくとも樹脂または金属からなるコ
ア部と導電性の接合部材からなる被膜とを含む構成のバンプを備え、該コア部は該被膜の
融解温度で溶融しない構成であることを特徴とする請求項１ないし１２の何れかに記載の
半導体装置。
【請求項１４】
　前記金属膜周辺の丸みを帯びた面がバンプ材料により覆われていることを特徴とする請
求項１ないし１３の何れかに記載に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記金属膜の側面がバンプ材料により覆われていることを特徴とする請求項１ないし１
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４の何れかに記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記金属膜が積層される第２電極パッド開口部の側面が、前記第２パッシベーション膜
の裏面側から表面側に向かって外側に傾斜し、表面と連続した曲面を形成することを特徴
とする請求項１ないし１５の何れかに記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記金属膜が積層される第２電極パッド開口部の側面が、前記第２パッシベーション膜
の裏面側から表面側に向かって外側に傾斜し、前記第１パッシベーション膜における前記
金属膜と密着する面と連続した曲面を形成することを特徴とする請求項１ないし１６の何
れかに記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記第２電極パッド開口部の面方向の断面が、楕円状、円形状、または多角形の各コー
ナ部が丸みを帯びた形状であることを特徴とする請求項１ないし１７の何れかに記載の半
導体装置。
【請求項１９】
　前記第２電極パッド開口部の面方向の断面が、楕円状、円形状、または多角形の各コー
ナ部が丸みを帯びた形状の一部をなす形状であることを特徴とする請求項４記載の半導体
装置。
【請求項２０】
　前記金属膜が積層される第１電極パッド開口部の側面が、前記第１パッシベーション膜
の裏面側から表面側に向かって外側に傾斜していることを特徴とする請求項１ないし１９
の何れかに記載の半導体装置。
【請求項２１】
　前記第１電極パッド開口部の側面が、前記第１パッシベーション膜の表面と連続した曲
面を形成することを特徴とする請求項１ないし２０の何れかに記載の半導体装置。
【請求項２２】
　前記第１電極パッド開口部の側面が、前記電極パッドにおける前記金属膜との密着面と
連続した曲面を形成することを特徴とする請求項１ないし２１の何れかに記載の半導体装
置。
【請求項２３】
　前記第１電極パッド開口部の面方向の断面が、楕円状、円形状、または多角形の各コー
ナ部が丸みを帯びた形状であることを特徴とする請求項１ないし２２の何れかに記載の半
導体装置。
【請求項２４】
　前記第２電極パッド開口部が、前記金属膜の略中央に位置するように形成されているこ
とを特徴とする請求項１ないし２３の何れかに記載の半導体装置。
【請求項２５】
　前記第１電極パッド開口部の中央が、前記金属膜の中央からずれた位置に形成されてい
ることを特徴とする請求項１ないし２４の何れかに記載の半導体装置。
【請求項２６】
　前記金属膜上における外部との接続領域以外の領域が、第３パッシベーション膜で覆わ
れていることを特徴とする請求項１ないし２５の何れかに記載の半導体装置。
【請求項２７】
　回路形成面上に、電極パッドが形成された半導体チップを備えた半導体装置の製造方法
であって、
　前記回路形成面上に、前記電極パッドを露出させる第１電極パッド開口部が形成された
、密着層としての第１パッシベーション膜を積層する工程と、
　前記第１パッシベーション膜上に積層され、前記電極パッドを露出させる第２電極パッ
ド開口部が形成された、前記半導体チップを外部からの物理的ダメージから保護するため
の第２パッシベーション膜を形成する工程と、
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　少なくとも前記第１電極パッド開口部を覆うように形成された金属膜を含み、前記電極
パッドと外部とを接続する外部接続端子を形成する工程とを含み、
　前記第２電極パッド開口部は、前記第１電極パッド開口部全体を露出するように設けら
れており、前記第２パッシベーション膜が、前記電極パッドに直接接触しないように形成
し、
　前記外部接続端子を形成する工程では、最上層である第１層と、該最上層の直下に積層
された下地層である第２層とを含む複数の層を積層して前記金属膜を形成し、前記第１層
および第２層が、同一の金属または同一の金属を主成分とする材料からなり、かつ前記第
１層は、該金属が前記第２層よりも疎な組織となるよう形成し、前記金属膜の積層方向の
断面は、多角形状の各コーナ部が丸みを帯びた形状に形成することを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項２８】
　前記第２電極パッド開口部の外周を、回路形成面方向に前記第１電極パッド開口部の外
周と略一致するように形成する工程を含む請求項２７記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記第１電極パッド開口部と第２電極パッド開口部とを同時に形成することを特徴とす
る請求項２７または２８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記第２電極パッド開口部から前記第１パッシベーション膜の一部を露出させる工程と
、
　前記第２電極パッド開口部から露出した前記第１パッシベーション膜と金属膜との密着
領域を設ける工程とを含むことを特徴とする請求項２７記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３１】
　前記第２電極パッド開口部から、前記第１電極パッド開口部を取り囲むように第１パッ
シベーション膜を露出する工程と、
　前記第１電極パッド開口部とその周辺を取り囲む領域の最上層の下地層となる金属層を
露出してフォトレジストを形成する工程とを含むことを特徴とする請求項２７または３０
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３２】
　前記第２電極パッド開口部と前記第２パッシベーション膜の一部の上層に積層される金
属膜を露出するフォトレジストを形成する工程を含むことを特徴とする請求項２７ないし
３１の何れかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３３】
　前記第２電極パッド開口部とその周辺を取り囲むように形成された第２パッシベーショ
ン膜上に積層される金属膜を露出するようにフォトレジストを形成する工程を含むことを
特徴とする請求項２７ないし３２の何れかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３４】
　前記金属膜の最上層の積層方向における周辺部に丸みを形成することを特徴とする請求
項２７ないし３３の何れかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３５】
　前記金属膜の最上層の断面方向における周辺部と前記下地層とを同時にエッチングし、
該最上層に丸みを形成することを特徴とする請求項２７ないし３４の何れかに記載の半導
体装置の製造方法。
【請求項３６】
　ペースト状のバンプ材料を、金属膜表面とその周辺の丸みのある面を覆うように塗布し
、熱処理によりバンプを形成する工程を含むことを特徴とする請求項３４または３５に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項３７】
　ペースト状のバンプ材料を、金属膜の側面を覆うように塗布し、熱処理によりバンプを
形成する工程を含むことを特徴とする請求項３４ないし３６の何れかに記載の半導体装置
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の製造方法。
【請求項３８】
　フラックスを金属膜表面とその周辺の丸みのある面を覆うように塗布し、金属球体を搭
載し、熱処理を行って前記金属膜上にバンプを形成する工程を含むことを特徴とする請求
項３４または３５記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３９】
　フラックスを金属膜表面と金属膜の側面を覆うように塗布し、金属球体を搭載し、熱処
理を行って前記金属膜上にバンプを形成する工程を含むことを特徴とする請求項３４、３
５または３８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４０】
　ペースト状のハンダ材料を金属膜表面と該金属膜表面の周辺の丸みのある面を覆うよう
に塗布して金属球体を搭載し、熱処理を行って前記金属膜上にバンプを形成する工程を含
むことを特徴とする請求項３４または３５記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４１】
　ペースト状のハンダ材料を金属膜表面と該金属膜表面の側面を覆うように塗布して金属
球体を搭載し、熱処理を行って前記金属膜上にバンプを形成する工程を含むことを特徴と
する請求項３４、３５または４０記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４２】
　前記金属球体のコアを、金属被膜の融解温度で溶融しない金属または樹脂で形成するこ
とを特徴とする請求項３８ないし４１の何れかに記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置とその製造方法に関し、特に、外部接続端子としての金属膜の剥
離、クラックを防止する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話、デジタルカメラ等の電子機器の小型化、高速化の進展にはめざましい
ものがある。それに伴い、これらの機器に搭載される半導体装置をはじめ、あらゆる部品
の小型化、高速化が求められている。
【０００３】
　従来の半導体装置においては半導体チップと半導体チップと外部を接続するボンディン
グワイヤを封止樹脂によって覆い、アウターリードなどにより外部（電子機器の基板）と
接続する構造を有しており、小型化、高速化への要求に十分に応えることが困難であった
。
【０００４】
　そこで、これらの要求に応える方法としてベア（裸）のチップを基板に直接実装するベ
アチップ実装が採用されている。ベアチップ実装では、半導体チップの電極パッドにハン
ダや金などからなる外部接続端子を形成し、実装基板に形成されたランドに接続している
。
【０００５】
　しかしながら、上記のベアチップ実装では、半導体チップの保護が十分でないため取り
扱いが困難であることや、使用環境の温度変化によって外部接続端子での破断が生じやす
いなどの問題を抱えている。これは外部接続端子として、それ自体にバネ効果があるアウ
ターリードを用いていないため、実装基板と半導体チップの線膨張係数の差により直接両
者間に存在する外部接続端子の接続部に応力が集中するためである。
【０００６】
　上記の応力集中による外部接続端子の破壊の解決手段として、特許文献１に原子混合層
を備えた半導体装置およびその製造方法が提案されている。
【０００７】
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　上記特許文献１に記載のベアチップ実装による半導体装置について、図１４を参照し以
下に説明する。
【０００８】
　図１４は、半導体装置の外部接続端子付近の拡大図を示している。同図に示すように、
半導体チップ１００の素子形成面に、ＳｉＮからなるパッシベーション膜１０３が形成さ
れている。パッシベーション膜１０３は、電極パッド１０２上に開口部１０３ａを有して
いる。さらに、外部からのダメージから保護するためのポリイミド膜１０４が形成されて
いる。ポリイミド膜１０４は、パッシベーション膜１０３の開口部１０３ａの内側に開口
部１０４ａを有している。
【０００９】
　また、バンプの下地金属膜として、電極パッド１０２と密着性の良いＣｒスパッタ膜（
０．１μｍ）と、外部接続端子１３１であるＳｎ－Ｐｂハンダバンプと密着性の良いＣｕ
スパッタ膜（０．１μｍ）と、酸化防止膜としてのＡｕスパッタ膜（１μｍ）とが積層さ
れている。特許文献１では、ハンダ材料として一般的なＰｂ－Ｓｎ合金使用時のクラック
、剥離対策を提案している。
【００１０】
　具体的には、Ｃｕスパッタ膜の形成後、またはＡｕスパッタ膜の形成後に、Ａｒ＋イオ
ン照射を行うことによって、Ｃｒ膜とＣｕ膜との間に原子混合層を０．０５μｍ程度形成
している。
【００１１】
　特許文献１は、上記原子混合層を備えた半導体装置に対し、１５０℃における高温保存
試験を行った結果を示している。この実験結果によると、外部接続端子１３１であるハン
ダに含まれるＳｎとＣｕ膜のＣｕとの合金化が進行することによって、Ｃｕ膜の未反応部
が消失し、Ｓｎ－Ｃｕ合金層とＣｒ膜との界面に大きく成長したＰｂ析出物が占めること
になるが、上記原子混合層が、Ｐｂ析出物に対しても高い密着性を発揮するため、クラッ
ク、剥離の問題はないとしている。
【特許文献１】特開平１１－１４５１７４号公報（平成１１年５月２８日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記の従来の構成では、ポリイミド膜１０４はあまり密着力が強くない
電極パッドメタル１０２上に形成されており、その部分で外部接続端子としての金属膜が
形成されている。さらに、金属膜は、電極パッドメタル１０２との接続部以外では、あま
り密着力が強くないポリイミド膜１０４のみと密着して形成されている。このため、特許
文献１のように原子混合層を設ける対策だけでは、応力が集中しやすい外部接続端子を構
成する金属膜およびその界面における剥離、クラックを十分に防止することはできない。
【００１３】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、外部接続端子を構成
する金属膜、およびその界面の密着力を向上させることにより、剥離、クラックを防止し
、良好な電気特性を有するベアチップ実装による半導体装置およびその製造方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の半導体装置は、上記の課題を解決するために、回路形成面上に、電極パッドが
形成された半導体チップを備えた半導体装置において、前記回路形成面上に積層され、前
記電極パッドを露出させる第１電極パッド開口部が形成された、密着層としての第１パッ
シベーション膜と、前記第１パッシベーション膜上に積層され、前記電極パッドを露出さ
せる第２電極パッド開口部が形成された、前記半導体チップを外部からの物理的ダメージ
から保護するための第２パッシベーション膜と、少なくとも前記第１電極パッド開口部を
覆うように形成された金属膜を含み、前記電極パッドと外部とを接続する外部接続端子と
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を備え、前記第２電極パッド開口部は、前記第１電極パッド開口部全体を露出するように
設けられており、前記第２パッシベーション膜が、前記電極パッドに直接接触しないよう
に形成されていることを特徴としている。
【００１５】
　上記の構成によれば、前記第２パッシベーション膜の前記第２電極パッド開口部が、上
記第１電極パッド開口部全体を露出するように形成されており、密着性が低い第２パッシ
ベーション膜が、前記電極パッドと直接接触することはない。
【００１６】
　したがって、前記電極パッドの上層が安定し、外部接続端子を構成する金属膜と前記電
極パッドとの密着性を向上させることができる。
【００１７】
　これにより、上記金属膜と電極パッドとの界面での剥離、クラックの発生を低減するこ
とができ、良好な電気特性を有する半導体装置を実現することができる。
【００１８】
　上記半導体装置の構成において、前記第２電極パッド開口部の外周が、前記第１電極パ
ッド開口部の外周と略一致するように形成されている構成としてもよい。
【００１９】
　また、前記第２電極パッド開口部の外周が、前記第１電極パッド開口部の外周の外側に
位置するように該第１電極パッド開口部よりも大きく形成されており、前記金属膜の一部
が、前記第２電極パッド開口部の形成部分において第１パッシベーション膜と密着してい
る構成としてもよい。
【００２０】
　上記の構成によれば、前記第２電極パッド開口部が第１電極パッド開口部よりも大きく
形成されているため、前記第２電極パッド開口部が形成された部分においては、第１パッ
シベーション膜上に第２パッシベーション膜は存在しない。この第２電極パッド開口部の
形成部分において、前記外部接続端子を構成する金属膜の一部は、密着力・密接力が高い
第１パッシベーション膜とも密着している。
【００２１】
　すなわち、電極パッドと金属膜との接続部以外（電極パッドの周辺部位）でも、金属膜
は、密接力の高い第１パッシベーション膜と密着している。このため、金属膜と電極パッ
ドとの物理的接続状態がより安定する。また、前記電極パッドを介した前記半導体チップ
の素子部への水分の浸入を確実に阻止することができる。
【００２２】
　この結果、上記金属膜と電極パッドとの界面での剥離、クラックの発生をより効果的に
防止することがすることができ、良好な電気特性を有する半導体装置を実現することがで
きる。
【００２３】
　前記金属膜が、該電極パッドの外周の少なくとも一部に、第１パッシベーション膜との
密着領域を有し、前記第２パッシベーション膜が、前記電極パッドの外周の一部を覆うよ
うに形成されている構成としてもよい。
【００２４】
　前記金属膜が、該電極パッドの外周の全方向に、第１パッシベーション膜との密着領域
を有し、前記第２パッシベーション膜が、前記電極パッドの外周の一部を覆うように形成
されていてもよい。
【００２５】
　また、前記第２電極パッド開口部が、前記電極パッドの外周を囲むように形成されてい
ることが望ましい。
【００２６】
　上記の構成によれば、前記金属膜が、該電極パッドの外周の全方向に、第１パッシベー
ション膜との密着領域を有している。このため、金属膜と電極パッドとの物理的接続状態
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がより安定する。また、前記電極パッドを介した前記半導体チップの素子部への水分の浸
入を確実に阻止することができる。
【００２７】
　さらに、前記第２電極パッド開口部が、前記電極パッドを囲むように形成すれば、前記
半導体チップを外部からの物理的ダメージからより効果的に保護することができる。
【００２８】
　この結果、上記金属膜と電極パッドとの界面での剥離、クラックの発生をより効果的に
防止することがすることができ、良好な電気特性を有する半導体装置を実現することがで
きる。
【００２９】
　また、上記の半導体装置の構成において、前記第１パッシベーション膜が、前記第２パ
ッシベーション膜よりも吸水率の低い材料からなることが望ましい。
【００３０】
　上記の構成によれば、上記第１パッシベーション膜が、前記第２パッシベーション膜よ
りも吸水率の低い材料から形成されているため、前記金属膜との密着領域を有する該第１
パッシベーション膜の吸湿を従来よりも抑制することができる。このため、第１パッシベ
ーション膜の吸湿に起因した、前記金属膜の剥離を低減することができる。また、第１パ
ッシベーション膜が吸湿、俳湿することによる体積変化に起因する金属膜の剥離、クラッ
クを低減することができる。
【００３１】
　また、上記の半導体装置の構成において、前記第１パッシベーション膜が、前記第２パ
ッシベーション膜よりも線膨張係数の小さい材料からなることが望ましい。
【００３２】
　上記の構成によれば、前記第１パッシベーション膜が、前記第２パッシベーション膜よ
りも線膨張係数の小さい材料から形成されている。このため、前記金属膜が形成される第
１パッシベーション膜の熱変化による体積変化を従来よりも抑制することができる。この
ため、第１パッシベーション膜の体積変化に起因した、金属膜の剥離、クラックを防止す
ることができる。
【００３３】
　また、上記の半導体装置の構成において、前記第１パッシベーション膜が無機材料から
なり、前記第２パッシベーション膜が有機材料からなることが望ましい。
【００３４】
　上記の構成によれば、前記金属膜を、無機材料からなる密着性の高い第１パッシベーシ
ョン膜と密着させることができ、さらに、半導体チップを弾力性、耐薬品性に優れ、保護
機能を良好に発揮する有機材料からなる第２パッシベーション膜により外部からの物理的
ダメージからより確実に保護することができる。
【００３５】
　また、上記の半導体装置の構成において、前記金属膜が、積層方向の断面（ウエハ面に
対して垂直な面）における各コーナ部が丸み帯びた形状に形成されていることが望ましい
。
【００３６】
　上記の構成によれば、電極パッド、第１電極パッド開口部、および／または第２電極パ
ッド開口部の段差のため形成される金属膜の積層方向の断面における多角形状の各コーナ
部が丸みを帯びた形状に形成されている。このため、実装時に用いるハンダ等の接続材料
との界面の積層方向の断面が一直線とはならないため、上記金属膜表面での剥離、クラッ
クのきっかけとなりにくく、また、剥離、クラックが生じたとしてもその進行を阻止する
ことができる。また、違方性導電膜（ＡＣＦ）等の金属粒子の接触により電気的接続を行
う場合においても狭ピッチでＡＣＦ接続する際の隣接する外部接続端子間のショートを防
止することができる。
【００３７】
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　また、実装基板側にハンダペーストを供給し、ハンダを介して接続する場合や、金属膜
の上に低融点（低融解温度）の金属、例えばＳｎ系のハンダ、特に鉛フリーハンダ等でバ
ンプを形成する場合においては実装基板との線膨張係数のミスマッチにより、使用環境温
度の変化で外部接続端子部に応力が集中する。特に外部接続端子の接続界面、周辺部など
の角部は応力集中が顕著である。
【００３８】
　これに対し、上記の構成によれば、金属膜の積層方向の断面における各コーナ部が丸み
を帯びた形状に形成されているため、応力は金属膜全面に分散される。また、ハンダ等の
接続材料と金属膜の界面の積層方向の断面が一直線上に形成されることがない。このため
、クラックの伝播を抑制するハンダと金属膜の界面に沿ってクラックが発生することを防
止することができる。
【００３９】
　また、上記半導体装置の構成において、前記金属膜が、最上層である第１層と、該最上
層の直下に積層された第２層とを含む複数の層が積層されてなり、前記第１層および第２
層が、同一の金属または同一の金属を主成分とする材料からなり、かつ前記第１層では、
該金属が前記第２層よりも疎な組織を形成することが望ましい。
【００４０】
　上記の構成によれば、最上層である第１層に、第２層よりも疎な組織の金属を用いてい
るため、例えば、積層方向の断面における各コーナ部が丸みを帯びた形状に容易に形成す
ることができる。また、上記構成においては、特に、最上層である第１層とその下地金属
層である第２層とが同一金属を主成分としているため、第２層の金属除去と、最上層であ
る第１層の金属の断面形状への丸み形成とを同時に行うことができる。
【００４１】
　前記複数の層は、さらに最下層であるバリア層としての第３層を含み、前記第１層がＣ
ｕからなり、前記第１層の厚さが２μｍ以上であることが望ましい。
【００４２】
　Ｃｕからなる第１層、第２層全体の厚さはＳｎ系のハンダ材料と接続する際に重要であ
るところ、上記の構成によれば、基板実装時および他の部品の実装時の熱処理におけるＣ
ｕとＳｎとの拡散層がバリア層としての第３層に達することがない。このため、使用環境
が室温であり、半導体チップの温度上昇がない場合においては、金属膜の剥離、クラック
の発生を低減することができる。
【００４３】
　また、前記外部接続端子が、前記金属膜上に形成され、少なくとも樹脂または金属から
なるコア部と導電性の接合部材からなる被膜とを含む構成のバンプを備え、該コア部は該
被膜の融解温度で溶融しない構成であることが望ましい。
【００４４】
　上記バンプのコアが、金属被膜の融解温度で溶融しない金属または樹脂で形成されてい
る場合においては、ハンダのみの金属球体に比べて実装部材との間の空間を高くできる。
このため実装部材（実装基板等）との線膨張係数の不一致による使用環境等による熱変化
にともなって生じる外部接続端子である金属膜への応力を分散することができる。また、
コアに弾性変形する樹脂を含む場合においては、上記高さによる応力分散効果に加えて、
コア自体が弾性変形し、金属膜への応力を分散することができる。この結果、さらに効果
的に金属膜の剥離、クラックを防止することができる。
【００４５】
　また、上記の半導体装置の構成において、前記外部接続端子は、前記金属膜上に形成さ
れたＰｂフリーハンダ材料からなるバンプを備えていることが望ましい。
【００４６】
　上記の構成によれば、前記第３層（バリア層）とバンプとの界面におけるＰｂの析出を
防止することができる。このため、該バリア層との界面における剥離、クラックの発生を
低減することができる。
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【００４７】
　上記の構成において、前記金属膜周辺の丸みを帯びた面がバンプ材料により覆われてい
ること望ましい。
【００４８】
　上記の構成によれば、丸みを帯びた面にバンプ材料が形成されるため、接続界面が一直
線とならない。この結果、金属膜と電極パッドとの物理的接続状態がより安定させること
ができる。
【００４９】
　また、上記の半導体装置の構成において、前記金属膜の側面がバンプ材料により覆われ
ていることが望ましい。
【００５０】
　上記の構成によれば、バンプ材料を前記金属膜の側面も覆う構成とすることで、バンプ
材料と金属膜との物理的接続状態をより安定させることができる。また、上記金属膜の側
面からの酸化の進行を防止できるため、金属膜のクラックをより効果的に低減することが
できる。
【００５１】
　また、上記の半導体装置の構成において、前記金属膜が積層される第２電極パッド開口
部の側面が、前記第２パッシベーション膜の裏面側から表面側に向かって外側に傾斜し、
該第２パッシベーション膜の表面と連続した曲面を形成していることが望ましい。
【００５２】
　上記の構成によれば、第２電極パッド開口部の側面が、前記第２パッシベーション膜の
表面と連続した曲面を形成している。このため、第２電極パッド開口部の側面が第２パッ
シベーション膜の表面に対し垂直に設けられている場合に比べ、前記金属膜のカバレッジ
が良好となり、金属膜の積層状態が安定する。この結果、金属膜の剥離、クラックの発生
をより低減することができる。また、上記金属膜からの水分の浸入を阻止することができ
るため、第２パッシベーション膜との接触部分からの金属膜の剥離をより効果的に抑制す
ることができる。
【００５３】
　さらに、第２パッシベーション膜の温度変化による形状変化や吸湿による形状変化によ
る金属膜との界面での応力が段差部に集中することを避けることができ（分散できる）、
金属膜の剥離、クラックをより効果的に低減することができる。
【００５４】
　また、前記金属膜が積層される第２電極パッド開口部の側面が、前記第２パッシベーシ
ョン膜の裏面側から表面側に向かって外側に傾斜し、該第１パッシベーション膜における
前記金属膜と密接する面と連続した曲面を形成することが望ましい。
【００５５】
　上記の構成によれば、上記金属膜と第２パッシベーション膜との密着性を向上させるこ
とができる。また、上記のように連続した曲面を形成することで、応力の集中を避けるこ
とができる。この結果、金属膜の剥離、クラックの発生を抑制することができる。
【００５６】
　また、上記金属膜からの水分の浸入を阻止することができるため、第２パッシベーショ
ン膜との接触部分からの金属膜の剥離をより効果的に抑制することができる。
【００５７】
　さらに、上記第２パッシベーション膜の温度変化による形状変化や吸湿による形状変化
による金属膜との界面での応力が段差部に集中することを避けることができ（分散できる
）、金属膜の剥離、クラックをより効果的に防止することができる。
【００５８】
　前記第２電極パッド開口部の面方向（ウエハ面に水平な面方向）の断面が、楕円状、円
形状、または多角形の各コーナ部が丸みを帯びた形状であることが望ましい。
【００５９】



(11) JP 4354469 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

　また、前記第２パッシベーション膜が、前記電極パッドの外周の一部を覆うように形成
されている構成においては、前記第２電極パッド開口部の面方向の断面が、楕円状、円形
状、または多角形の各コーナ部が丸みを帯びた形状の一部をなす形状であることが望まし
い。
【００６０】
　上記の構成によれば、例えば、前記第２電極パッド開口部が四角形の断面を有する場合
に比べ、上記金属膜の各コーナ部でのカバレッジが良くなる。このため、金属膜の積層状
態が安定し、該金属膜の剥離、クラックの発生をより低減することができる。また、上記
金属膜からの水分の浸入を阻止することができるため、第２パッシベーション膜との接触
部分からの金属膜の剥離をより効果的に抑制することができる。
【００６１】
　さらに、第２パッシベーション膜の温度変化による形状変化や吸湿による形状変化によ
る金属膜との界面での応力が段差部に集中することを避けることができ（分散できる）、
金属膜の剥離、クラックをより確実に防止することができる。
【００６２】
　また、前記金属膜が積層される第１電極パッド開口部の側面が、前記第１パッシベーシ
ョン膜の裏面側から表面側に向かって外側に傾斜していることが望ましい。
【００６３】
　上記の構成によれば、金属膜が積層される第１電極パッド開口部の側面が平面方向に垂
直に設けられている構成に比べ、上記金属膜の各コーナ部でのカバレッジが良くなる。こ
のため、金属膜の積層状態が安定し、該金属膜の剥離、クラックの発生をより低減するこ
とができる。また、上記金属膜からの水分の浸入を阻止することができるため、第２パッ
シベーション膜との接触部分からの金属膜の剥離をより効果的に抑制することができる。
【００６４】
　さらに、上記第２パッシベーション膜の温度変化による形状変化や吸湿による形状変化
による金属膜との界面での応力が段差部に集中することを避けることができ（分散できる
）、金属膜の剥離、クラックをより確実に防止することができる。
【００６５】
　前記第１電極パッド開口部の側面が、前記第１パッシベーション膜の表面と連続した曲
面を形成していることが望ましい。
【００６６】
　上記の構成によれば、第１電極パッド開口部の側面が、前記第１パッシベーション膜の
表面と連続した曲面を形成している。このため、第１電極パッド開口部の側面が表面に対
し垂直に設けられている場合に比べ、前記金属膜のカバレッジが良好となり、金属膜の積
層状態が安定する。また、上記のように連続した曲面を形成することで、応力の集中を避
けることができる。この結果、金属膜の剥離、クラックの発生を抑制することができる。
また、上記金属膜からの水分の浸入を阻止することができるため、第２パッシベーション
膜との接触部分からの金属膜の剥離をより効果的に抑制することができる。
【００６７】
　さらに、第２パッシベーション膜の温度変化による形状変化や吸湿による形状変化によ
る金属膜との界面での応力が段差部に集中することを避けることができ（分散できる）、
金属膜の剥離、クラックをより効果的に防止することができる。
【００６８】
　前記第１電極パッド開口部の側面が、前記電極パッドにおける上記金属膜との密着面と
連続した曲面を形成していることが望ましい。
【００６９】
　上記の構成によれば、前記第１電極パッド開口部の側面が、前記電極パッドにおける上
記金属膜との密着面に対し垂直に設けられている構成に比べ、前記金属膜のカバレッジが
良好となる。また、上記のように連続した曲面を形成することで、応力の集中を避けるこ
とができる。この結果、金属膜の剥離、クラックの発生を抑制することができる。
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【００７０】
　また、上記金属膜からの水分の浸入を阻止することができるため、第２パッシベーショ
ン膜との接触部分からの金属膜の剥離をより効果的に抑制することができる。
【００７１】
　さらに、第２パッシベーション膜の温度変化による形状変化や吸湿による形状変化によ
る金属膜との界面での応力が段差部に集中することを避けることができ（分散できる）、
金属膜の剥離、クラックをより効果的に防止することができる。
【００７２】
　前記第１電極パッド開口部の面方向（ウエハ面に水平な面方向）の断面が、楕円状、円
形状、または多角形の各コーナ部が丸みを帯びた形状であることが望ましい。
上記の構成によれば、例えば、上記第１電極パッド開口部が四角形の断面を有する場合に
比べ、上記金属膜の各コーナ部でのカバレッジが良くなる。このため、金属膜の積層状態
が安定し、該金属膜の剥離、クラックの発生をより低減することができる。
【００７３】
　上記の半導体装置の構成において、前記第２電極パッド開口部の位置が、前記金属膜の
略中央に位置する構成としてもよい。
【００７４】
　上記の構成によれば、例えば、上記外部接続端子を構成するバンプをボール搭載法によ
り形成する場合において、搭載する金属球体が上記金属膜の端の方に転がるといった問題
を生じることなく、バンプを金属膜の中央部に形成することができる。このため、上記金
属膜とバンプとの界面での接続不良による剥離、クラックを低減することができる。
【００７５】
　また、上記の半導体装置の構成において、前記第１電極パッド開口部の中央が、前記金
属膜の中央からずれた位置に形成されている構成としてもよい。
【００７６】
　上記の構成でも、上記第２パッシベーション膜が、電極パッドとは直接接触しないよう
に形成されているため、たとえ、上記金属膜が電極パッドの周辺で第１パッシベーション
膜に密着していない領域がある場合であっても、従来の構成と比較すれば金属膜の剥離抑
制効果は大きくなる。
【００７７】
　さらに、上記の構成によれば、上記金属膜におけるバンプ等による外部との接続領域を
電極パッドとの接続領域からずらして設けることができる。このため、金属膜の面積を広
く形成することが可能となるため、基板実装等の外部との接続において、金属膜が受ける
応力を広く形成された金属膜全体に分散させることができ、金属膜の剥離、クラックの抑
制効果が向上する。
【００７８】
　また、上記の構成によれば、電極パッドの形成位置における自由度が高くなるため、例
えば、外部接続端子の配置上の制限がある場合に好適である。
【００７９】
　また、上記の構成において、前記金属膜上における外部との接続領域以外の領域が、第
３パッシベーション膜で覆われている構成とすることが望ましい。
【００８０】
　上記の構成により、ハンダ材料等の実装基板との接続部が上記金属膜上で流れ出すこと
を防止し、所望の接続形状を得ることができる。また、上記金属膜上における外部との接
続領域以外の領域が、第３パッシベーション膜により保護されているため、金属膜の酸化
など、腐食を抑制し、金属膜の剥離、クラックをより低減することができる。
【００８１】
　本発明の半導体装置の製造方法は、上記の課題を解決するために、回路形成面上に、電
極パッドが形成された半導体チップを備えた半導体装置の製造方法であって、前記回路形
成面上に、前記電極パッドを露出させる第１電極パッド開口部が形成された、密着層とし
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ての第１パッシベーション膜を積層する工程と、前記第１パッシベーション膜上に積層さ
れ、前記電極パッドを露出させる第２電極パッド開口部が形成された、前記半導体チップ
を外部からの物理的ダメージから保護するための第２パッシベーション膜を形成する工程
と、少なくとも前記第１電極パッド開口部を覆うように形成された金属膜を含み、前記電
極パッドと外部とを接続する外部接続端子を形成する工程とを含み、前記第２電極パッド
開口部は、前記第１電極パッド開口部全体を露出するように設けられており、前記第２パ
ッシベーション膜が、前記電極パッドに直接接触しないように形成することを特徴として
いる。
【００８２】
　上記の方法によれば、前記第２パッシベーション膜の前記第２電極パッド開口部が、上
記第１電極パッド開口部全体を露出するように形成されており、密着性が低い第２パッシ
ベーション膜が、前記電極パッドと直接接触することはない。
【００８３】
　したがって、前記電極パッドの上層が安定し、外部接続端子を構成する金属膜と前記電
極パッドとの密着性を向上させることができる。
【００８４】
　これにより、上記金属膜と電極パッドとの界面での剥離、クラックの発生を防止するこ
とがすることができ、良好な電気特性を有する半導体装置を製造することができる。
【００８５】
　上記の半導体装置の製造方法において、前記第２電極パッド開口部の外周を、回路形成
面方向に前記第１電極パッド開口部の外周と略一致するように形成してもよい。
【００８６】
　上記の半導体装置の製造方法において、前記第１電極パッド開口部と、第２電極パッド
開口部とを同時に形成する構成とすることが望ましい。
【００８７】
　上記の製造方法によれば、前記第１電極パッド開口部３と第２電極パッド開口部とを同
時に形成することができるため、製造工程を簡略化することができる。
【００８８】
　また、上記の半導体装置の製造方法において、前記第２電極パッド開口部から前記第１
パッシベーション膜の一部を露出させる工程と、前記第２電極パッド開口部から露出した
前記第１パッシベーション膜と前記金属膜とを密着させる工程とを含む構成とすることが
望ましい。
【００８９】
　上記の方法によれば、電極パッドと金属膜との接続部以外（電極パッドの周辺部位）で
も、前記金属膜を、密接力の高い第１パッシベーション膜と密着させることができる。こ
のため、前記金属膜と電極パッドとの物理的接続状態がより安定する。また、前記電極パ
ッドを介した前記半導体チップの素子部への水分の浸入を確実に阻止することができる。
【００９０】
　この結果、上記金属膜と電極パッドとの界面での剥離、クラックの発生をより効果的に
防止することがすることができ、良好な電気特性を有する半導体装置を製造することがで
きる。
【００９１】
　また、上記半導体装置の製造方法は、前記第２電極パッド開口部と前記第２パッシベー
ション膜の一部の上層に積層される金属膜を露出するフォトレジストを形成する工程を含
む構成としてもよい。
【００９２】
　上記の構成において、第２電極パッド開口部と該第２電極パッド開口部の周辺を取り囲
む第２パッシベーション膜上の金属膜を露出するようにフォトレジストを形成する工程を
含むことが望ましい。
【００９３】
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　上記製造方法によれば、金属膜が、第２電極パッド開口部と該第２電極パッド開口部周
辺に形成された第２パッシベーション膜とを覆うように形成されている。
【００９４】
　すなわち、第２パッシベーション膜よりも半導体チップを物理的ダメージから保護する
効果が大きい金属膜が、第２パッシベーション膜を覆うように形成されている。ここで、
第２パッシベーション膜を金属膜の境界と一致させて形成した場合、露光量の過不足、現
像の過不足等から生じる精度の兼ね合いで、第２パッシベーション膜、金属膜の何れにも
覆われていない領域が生じえる。この場合、検査、運搬、基板実装等において半導体チッ
プの取り扱いと同様に慎重に取り扱わなければならなくなる。
【００９５】
　これに対し、上記の構成によれば、第２パッシベーション膜上をさらに完全に覆うよう
に金属膜が形成されているため、半導体装置の取り扱いが容易となる。
【００９６】
　前記金属膜の最上層の積層方向における周辺部に丸み付けをする工程を含むことが望ま
しい。
【００９７】
　上記製造方法によれば、実装時に用いるハンダ等の接続材料との界面の積層方向の断面
が一直線となることはない。このため、金属膜表面での剥離、クラックのきっかけとなり
にくく、また、剥離、クラックが生じたとしてもその進行を阻止することができる。また
、ＡＣＦ等の金属粒子の接触により電気的接続を行う場合においても隣接端子とのショー
トを防止することができる半導体装置を製造することができる。
【００９８】
　前記金属膜の最上層の断面方向における周辺部と前記下地金属層とを同時にエッチング
し、該最上層に丸みを形成することが望ましい。
【００９９】
　上記製造方法によれば、製造工程をより簡略化することができる。
【０１００】
　上記の構成において、ペースト状のバンプ材料を、金属膜表面とその周辺の丸み付けが
なされた面を覆うように塗布し、熱処理によりバンプを形成する工程を含むことが望まし
い。
【０１０１】
　また、上記の構成において、ペースト状のバンプ材料を、金属膜の側面を覆うように塗
布し、熱処理によりバンプを形成する工程を含むことが望ましい。
【０１０２】
　上記の製造方法によれば、バンプ材料を金属膜表面とその周辺の丸み付けがなされた面
を覆うように、または金属膜の側面を覆うように塗布することで、バンプ材料と金属膜と
の物理的接続状態をより安定させることができる。また、または金属膜の側面を覆うよう
に塗布することで、上記金属膜の側面からの酸化の進行を防止できるため、金属膜のクラ
ックをより低減することができる。
【０１０３】
　上記の構成において、フラックスを金属膜表面とその周辺の丸み付けがなされた面を覆
うように塗布し、金属球体を搭載し、熱処理を行って前記金属膜上にバンプを形成する工
程を含むことが望ましい。
【０１０４】
　また、フラックスを金属膜表面と金属膜の側面を覆うように塗布し、金属球体を搭載し
、熱処理を行って前記金属膜上にバンプを形成する工程を含むことが望ましい。
【０１０５】
　上記の製造方法によれば、フラックスを金属膜表面とその周辺の丸みのある面を覆うよ
うに塗布する、またはフラックスを金属膜表面と金属膜の側面を覆うように塗布すること
で、バンプ材料と金属膜との物理的接続状態がより安定させることができる。また、フラ
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ックスを金属膜の側面を覆うように塗布することで、上記金属膜の側面からの酸化の進行
を防止できるため、金属膜のクラックをより低減することができる。
【０１０６】
　上記の構成において、ペースト状のハンダ材料を金属膜表面と該金属膜表面の周辺の丸
みのある面を覆うように塗布して金属球体を搭載し、熱処理を行って前記金属膜上にバン
プを形成する工程を含む構成とすることが望ましい。
【０１０７】
　また、ペースト状のハンダ材料を金属膜表面と該金属膜表面の側面を覆うように塗布し
て金属球体を搭載し、熱処理を行って前記金属膜上にバンプを形成する工程を含むことが
望ましい。
【０１０８】
　上記の製造方法によれば、バンプ材料を金属膜表面とその周辺の丸みのある面を覆うよ
うに塗布する、またはペースト状のハンダ材料を金属膜表面と該金属膜表面の側面を覆う
ように塗布して金属球体を搭載することで、バンプ材料と金属膜との物理的接続状態をよ
り安定させることができる。このため、上記金属膜のクラックをより低減することができ
る。また、ペースト状のハンダ材料を金属膜表面の側面を覆うように塗布して金属球体を
搭載することで、上記金属膜の側面からの酸化の進行を防止できるため、金属膜のクラッ
クをより低減することができる。
【０１０９】
　また、ハンダ材料としてペースト状ハンダ材料または金属球体のみを用いる場合に比べ
てバンプの高さを高く形成することができる。このため、外部接続端子である金属膜およ
びバンプ形成部に加わる応力を分散できることができる半導体装置を製造することができ
る。
【０１１０】
　前記金属球体のコアを、金属被膜の融解温度で溶融しない金属または樹脂で形成するこ
とが望ましい。
【０１１１】
　金属球体のコアが、金属被膜の融解温度で溶融しない金属または樹脂で形成されている
場合においては、ハンダのみの金属球体に比べて実装部材との間の空間を高くできる。こ
のため実装部材（実装基板等）との線膨張係数の不一致による使用環境等による熱変化に
ともなって生じる外部接続端子である金属膜への応力を分散することができる。また、コ
アに弾性変形する樹脂を含む場合においては、上記高さによる応力分散効果に加えて、コ
ア自体が弾性変形し、金属膜への応力を分散することができる。この結果、さらに効果的
に金属膜の剥離、クラックを防止することができる。
【発明の効果】
【０１１２】
　本発明の半導体装置は、以上のように、回路形成面上に、電極パッドが形成された半導
体チップを備えた半導体装置において、前記回路形成面上に積層され、前記電極パッドを
露出させる第１電極パッド開口部が形成された、密着層としての第１パッシベーション膜
と、前記第１パッシベーション膜上に積層され、前記電極パッドを露出させる第２電極パ
ッド開口部が形成された、前記半導体チップを外部からの物理的ダメージから保護するた
めの第２パッシベーション膜と、少なくとも前記第１電極パッド開口部を覆うように形成
された金属膜を含み、前記電極パッドと外部とを接続する外部接続端子とを備え、前記第
２電極パッド開口部は、前記第１電極パッド開口部全体を露出するように設けられており
、前記第２パッシベーション膜が、前記電極パッドに直接接触しないように形成されてい
ることを特徴としている。
【０１１３】
　上記の構成によれば、前記第２パッシベーション膜の前記第２電極パッド開口部が、上
記第１電極パッド開口部全体を露出するように形成されており、密着性が低い第２パッシ
ベーション膜が、前記電極パッドと直接接触することはない。



(16) JP 4354469 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

【０１１４】
　したがって、前記電極パッドの上層が安定し、外部接続端子を構成する金属膜と前記電
極パッドとの密着性を向上させることができる。
【０１１５】
　これにより、上記金属膜と電極パッドとの界面での剥離、クラックの発生を防止するこ
とがすることができ、良好な電気特性を有する半導体装置を実現することができる。
【０１１６】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、以上のように、回路形成面上に、電極パッド
が形成された半導体チップを備えた半導体装置の製造方法であって、前記回路形成面上に
、前記電極パッドを露出させる第１電極パッド開口部が形成された、密着層としての第１
パッシベーション膜を積層する工程と、前記第１パッシベーション膜上に積層され、前記
電極パッドを露出させる第２電極パッド開口部が形成された、前記半導体チップを外部か
らの物理的ダメージから保護するための第２パッシベーション膜を形成する工程と、少な
くとも前記第１電極パッド開口部を覆うように形成された金属膜を含み、前記電極パッド
と外部とを接続する外部接続端子を形成する工程とを含み、前記第２電極パッド開口部は
、前記第１電極パッド開口部全体を露出するように設けられており、前記第２パッシベー
ション膜が、前記電極パッドに直接接触しないように形成することを特徴としている。
【０１１７】
　上記の方法によれば、前記第２パッシベーション膜の前記第２電極パッド開口部が、上
記第１電極パッド開口部全体を露出するように形成されており、密着性が低い第２パッシ
ベーション膜が、前記電極パッドと直接接触することはない。
【０１１８】
　したがって、前記電極パッドの上層が安定し、外部接続端子を構成する金属膜と前記電
極パッドとの密着性を向上させることができる。
【０１１９】
　これにより、上記金属膜と電極パッドとの界面での剥離、クラックの発生を防止するこ
とがすることができ、良好な電気特性を有する半導体装置を製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１２０】
　本実施の形態にかかる半導体装置は、半導体チップを備えており、電子機器の基板に実
装（接続）されて機能するものである。また、本半導体装置では、半導体チップの素子面
に、外部接続端子であるバンプを備えており、電子機器の基板に対してフリップチップ接
続されるように設計されている。
〔実施の形態１〕
　本発明の一実施の形態について図１ないし図８、図１０および図１１を参照し以下に説
明する。
【０１２１】
　図１に示すように、本実施の形態にかかる半導体装置を構成する半導体チップ１は、電
極パッドメタル（電極パッド）２、第１パッシベーション膜３、第２パッシベーション膜
４、金属膜（外部接続端子）１１、金属膜（外部接続端子）２１およびバンプ（外部接続
端子、ハンダ接続領域）３１を備えている。
【０１２２】
　電極パッドメタル２は、半導体チップ１０と他の部材との電気的接続を実現するための
電極である。
【０１２３】
　第１パッシベーション膜３は、窒化膜からなり、金属膜１１・２１を密着させ、主に化
学的なダメージから半導体チップ１を保護する機能を有している。第１パッシベーション
膜３は、電極パッドメタル２（例えばＡｌ系、Ｃｕ系金属）の内側と、スクライブ領域６
に開口部（第１電極パッド開口部、第１スクライブライン開口部）を有している。なお、
スクライブ領域６は、ウエハから個片化するときの切りしろとして設けられている。
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【０１２４】
　第１パッシベーション膜３の材料は、無機材料である窒化膜に限定されないが、吸水率
または線膨張係数の比較的小さな材料を用いることが好ましい。これは後述する外部接続
端子を構成する金属膜２１および金属膜１１との密着性の確保や半導体チップ１の素子部
（図示せず）への水分の浸入を防ぐ上で効果的だからである。
【０１２５】
　なお、有機材料の中にも吸水率、線膨張係数の比較的小さなポリイミドやポリベンゾオ
キサゾール（ＰＢＯ）などもあるが、第１パッシベーション膜３の材料としては、より吸
水率、線膨張係数の小さな無機材料である酸化膜、窒化膜等が好ましい。
【０１２６】
　第２パッシベーション膜４は、有機材料であるポリイミドからなり、半導体チップ１を
主に外部からの物理的ダメージから保護する封止樹脂として機能し、半導体装置としての
取り扱いを容易にするものである。第２パッシベーション膜４は、電極パッドメタル２の
外側と、スクライブ領域６に開口部（第２電極パッド開口部、第２スクライブライン開口
部）を有している。
【０１２７】
　第２パッシベーション膜４の材料としては、ポリイミド以外に、ＰＢＯ、エポキシ等の
有機材料のほか、酸化膜、窒化膜等の無機材料も用いることができる。しかしながら、弾
力性（耐衝撃性）、耐薬品性に優れ、保護機能を良好に発揮する有機材料が好ましい。ま
た、有機材料は、膜厚を容易に厚くできる点でも利点がある。
【０１２８】
　本実施の形態では、有機材料のなかでも弾力性（耐衝撃性）、耐薬品性が特に優れたポ
リイミド、ポリベンゾオキサゾール（ＰＢＯ）の中からポリイミドを用いている。
【０１２９】
　また、第１パッシベーション膜３の材料としては、第２パッシベーション膜４よりも吸
水率が低いものを使用することが望ましい。
【０１３０】
　上記の構成によれば、第１パッシベーション膜３が、第２パッシベーション膜４よりも
吸水率の低い材料から形成されているため、金属膜１１との密着領域を有する第１パッシ
ベーション膜３の吸湿を従来よりも抑制することができる。このため、第１パッシベーシ
ョン膜３の吸湿に起因した、金属膜１１・２１の剥離を低減することができる。また、第
１パッシベーション膜３が吸湿、俳湿することによる体積変化に起因する金属膜１１・２
１の剥離、クラックを低減することができる。
【０１３１】
　また、第１パッシベーション膜３の材料としては、第２パッシベーション膜４よりも線
膨張係数が小さいものが望ましい。
【０１３２】
　上記の構成によれば、第１パッシベーション膜３が、第２パッシベーション膜４よりも
線膨張係数の小さい材料から形成されている。このため、金属膜１１・２１が積層される
第１パッシベーション膜の熱変化による体積変化を従来よりも抑制することができる。こ
のため、第１パッシベーション膜３の体積変化に起因した、金属膜１１・２１の剥離、ク
ラックを防止することができる。
【０１３３】
　また、第２パッシベーション膜４に用いるポリイミド等の有機材料はＡｌ系、Ｃｕ系金
属と優れた密着力を示さない。このため、本実施の形態においては、ポリイミド膜である
第２パッシベーション膜４は、第２電極パッド開口部４ａが、第１電極パッド開口部３ａ
全体を露出し、電極パッド２に直接接触しない構成としている。
【０１３４】
　具体的には、第２パッシベーション膜４の開口部である第２電極パッド開口部４ａを、
第１パッシベーション膜３の開口部である第１電極パッド開口部３ａよりも外側に位置す
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るように第１電極パッド開口部３ａよりも大きく形成されており、金属膜１１・２１の一
部が、第２電極パッド開口部４ａの形成部分において第１パッシベーション膜３と密着す
るように構成されている。
【０１３５】
　しかしながら、本発明は上記の構成に限らず、例えば、後述する実施の形態２のように
、第２電極パッド開口部４ａの外周が、回路形成面方向に第１電極パッド開口部３ａの外
周と略一致するように形成してもよい。
【０１３６】
　さらに、図４に示すように、第２電極パッド開口部４ａが、電極パッドメタル２のサイ
ズよりも大きいサイズに形成されていることが望ましい。
【０１３７】
　このように、第２電極パッド開口部４ａを、電極パッドメタル２より大きく形成するこ
とにより、外部接続端子を大きく形成することができる。
【０１３８】
　外部接続端子が小さい場合、半導体装置の使用温度の変化により、半導体基板１と半導
体装置との間の線膨張係数のミスマッチから外部接続端子に応力がより集中して加わるこ
ととなり、外部接続端子の接続部で破断する恐れがある。
【０１３９】
　これに対し、上記の構成によれば、外部接続端子を大きく形成できるため、応力集中に
よる、外部接続端子の接続部の破断を抑制することができる。
【０１４０】
　また、図３に示すように、第１パッシベーション膜３の下地との密着を考慮した場合、
第２パッシベーション膜４は、電極パッドメタル２上に存在する第１パッシベーション膜
３上は避けて形成されていることが好ましい。
【０１４１】
　これは、外部接続端子に加わる応力により、第１パッシベーション膜３とともに第２パ
ッシベーション膜４が剥離する場合も多いためである。
【０１４２】
　本実施の形態では、図３および図４に示すように、第２電極パッド開口部４ａは、第１
電極パッド開口部３ａの外側に位置する電極パッドメタル２よりも大きいサイズで、電極
パッドメタル２の外周を取り囲むように形成されている。また、第１電極パッド開口部３
ａは、第２電極パッド開口部４ａのほぼ中央に位置するように形成されている。
【０１４３】
　また、第１電極パッド開口部３ａを覆うように、外部接続端子を構成する金属膜２１お
よび金属膜１１が形成されている。
【０１４４】
　すなわち、本実施の形態における金属膜１１は、第１電極パッド開口部３ａを囲むよう
に形成された第１パッシベーション膜３との密着領域を有している。
【０１４５】
　上記の構成によれば、第２電極パッド開口部４ａが第１電極パッド開口部３ａよりも大
きく形成されているため、第２電極パッド開口部４ａが形成された部分においては、第１
パッシベーション膜３上に第２パッシベーション膜４は存在しない。この第２電極パッド
開口部４ａの形成部分において、外部接続端子を構成する金属膜１１の一部は、密着力・
密接力が高い第１パッシベーション膜３とも密着している。
【０１４６】
　すなわち、電極パッドメタル２と金属膜１１との接続部以外（電極パッドメタル２の周
辺部位）でも、金属膜１１は、密接力の高い第１パッシベーション膜３と密着している。
このため、金属膜１１と電極パッドメタル２との物理的接続状態がより安定する。また、
前記電極パッドメタル２を介した半導体チップ１の素子部への水分の浸入を確実に阻止す
ることができる。
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【０１４７】
　この結果、金属膜１１と電極パッドメタル２との界面での剥離、クラックの発生を効果
的に低減することがすることができ、良好な電気特性を有する半導体装置を実現すること
ができる。
【０１４８】
　金属膜２１には、低融点（低融解温度）の金属、例えばＳｎ系のハンダ、特に鉛フリー
ハンダからなる金属球体、またはコアに樹脂、高融点金属等他の金属または樹脂を含んだ
金属球体が搭載されている。上記金属球体を、リフロー炉などで熱処理することによりバ
ンプ３１を備えた外部接続端子を形成することができる。
【０１４９】
　本実施の形態に係る外部接続端子は、金属膜２１上に、少なくとも樹脂または金属から
なるコア部と導電性の接合部材からなる被膜とを含む構成のバンプ３１が形成されおり、
該コア部は該被膜の融解温度で溶融しないように構成されている。
【０１５０】
　上記のように金属球体のコアが、金属被膜の融解温度で溶融しない金属または樹脂で形
成されている場合においては、ハンダのみの金属球体に比べて実装部材との間の空間を高
くすることができる。このため実装部材（実装基板等）との線膨張係数の不一致による使
用環境等による熱変化にともなって生じる外部接続端子である金属膜への応力を分散する
ことができる。また、コアに弾性変形する樹脂を含む場合においては、上記高さによる応
力分散効果に加えて、コア自体が弾性変形し、金属膜への応力を分散することができる。
この結果、さらに効果的に金属膜の剥離、クラックを防止することができる。
【０１５１】
　図４に示すように、第２パッシベーション膜４は、第２電極パッド開口部４ａの中央が
金属膜２１および金属膜１１のほぼ中央に位置するように形成されていることが望ましい
。
【０１５２】
　これにより、バンプ３１を構成する金属球体が金属膜２１および金属膜１１の端の方に
転がるといった問題を生じることなく、バンプ３１を金属膜２１および金属膜１１の中央
部に形成することができる。
【０１５３】
　コアを有する金属球体を搭載する場合においては全てハンダからなる金属球体に比べて
ハンダのボリュームが少ないため、セルフアライメント(熱処理により接続領域の中央に
移動する)性が劣るため特に有効である。このため、金属膜２１および金属膜１１とバン
プ３１との界面での接続不良による剥離、クラックを低減することができる。
【０１５４】
　また、第１パッシベーション膜３および第２パッシベーション膜４における、金属膜１
１で覆われる領域では、各開口部３ａ・４ａの断面方向の側壁形状が傾斜し、第１パッシ
ベーション膜３および第２パッシベーション膜４の各表面から電極パッドメタル２の金属
膜１１との密着面にかけて傾斜角度が変化し、連続した形状で形成されている。
【０１５５】
　すなわち、金属膜１１が積層される第２電極パッド開口部４ａの側面が、第２パッシベ
ーション膜４の裏面側から表面側に外側に傾斜し、該第２パッシベーション膜４の側面は
、その表面と連続した曲面を形成している。
【０１５６】
　また、第２パッシベーション膜４の側面は、第１パッシベーション膜３における金属膜
と密接する面とも連続した曲面を形成している。
【０１５７】
　さらに、第１電極パッド開口部３ａと第２電極パッド開口部４ａの面方向（ウエハ面に
水平な面方向）の断面は、四角形（多角形）の各コーナ部が丸み帯びた形状に形成されて
いることが望ましい。具体的には、図４の第１電極パッド開口部３ａは角部があるが、図



(20) JP 4354469 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

８に示すように、第１電極パッド開口部３ａの各コーナ部に丸み付けがされていることが
望ましい。この断面方向と平面方向の丸みは、外部接続端子を構成する金属膜２１および
金属膜１１との密着性を維持するために必要となるものである。
【０１５８】
　金属膜２１および金属膜１１が形成される第１電極パッド開口部３ａおよび第２電極パ
ッド開口部４ａの各側壁が、平面方向に垂直に形成されている場合、金属膜２１および金
属膜１１のカバレッジが確実なものとなりにくく剥離の原因となりやすい。また、第１パ
ッシベーション膜３および第２パッシベーション膜４が各々異なる材料からなる場合、各
々の線膨張係数が異なるため、使用温度の変化により各々の界面で断面方向と水平方向に
応力が発生する。
【０１５９】
　しかしながら、上記の本実施の形態のかかる構成によれば、第１電極パッド開口部３ａ
および第２電極パッド開口部４ａの各側面が傾斜し、第１パッシベーション膜3および第
２パッシベーション膜４の各表面から各裏面の下地金属膜との各密着面にかけて傾斜角度
を変化させつつ、連続した曲面を形成するように構成されている。これにより、クラック
の発生のきっかけとなる応力集中ポイントがないため、応力の分散を図ることができる。
さらに、第１パッシベーション膜３および第２パッシベーション膜４の各表面から下地密
着面にかけて傾斜角度を変化させ連続した形状としているため、金属膜のカバレッジがさ
らに向上しより確実に密着させることができる。また、特異点がないため応力をさらに効
果的に分散することができる。
【０１６０】
　上記の構成によれば、応力集中を避けることができるため、金属膜１１の剥離、クラッ
クが生じにくく、電極パッドメタル２を通してデバイスに水分の浸入するのを防ぐことが
できる。
【０１６１】
　次に、第１電極パッド開口部３ａと第２電極パッド開口部４ａの水平方向（平面方向）
の形状について説明する。
【０１６２】
　半導体チップ１の主材料、第１パッシベーション膜３、第２パッシベーション膜４の材
料は、各々異なる材料であり、各々の線膨張係数が異なるため、使用温度の変化により各
々の界面で応力が発生する。ここで、コーナ部に角がある場合には、角部の頂点に水平方
向の応力が集中するため、その部分に剥離またはクラックが生じ、その隙間からの水分の
浸入によりさらに界面の剥離を進行させてしまう結果となる。
【０１６３】
　このため、第１電極パッド開口部３ａおよび第２電極パッド開口部４ａは、面方向（ウ
エハ面に水平な面方向）の断面の形状が、楕円状、円形状、または多角形の各コーナ部が
丸みを帯びた形状であることが望ましい。
【０１６４】
　ここで、素子が形成されていない半導体チップ１０の周辺の領域等については、物理的
なダメージの心配が少ないため、必ずしも第２パッシベーション膜４を必要としない。し
たがって、例えば、図１０および図１１に示すように、第２パッシベーション膜４を、電
極パッドメタル２の外周全体を覆うのではく、一部を覆うように形成してもよい。
【０１６５】
　一方、ウエハから個片化するときの切りしろとしてのスクライブ領域６には無機パッシ
ベーション膜、有機パッシベーション膜等、何れの膜も形成しないことが好ましく、特に
柔らかく、弾力性に富んだ有機材料は開口部を設けておく必要がある。
【０１６６】
　ウエハの個片化に用いるダイシングブレードは、ウエハの主な材料が例えばＳｉである
場合はＳｉの材料特性に合わせてダイヤモンド粒子径やそれを固めるバインダー材料の種
類、配合比率等を適正化して用いるが、酸化膜、窒化膜などの無機パッシベーション膜の
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場合は比較的Ｓｉに近い弾性、硬さ等の特性を有する。このため、Ｓｉと同時にダイシン
グすることはダイシング条件を適正化することにより、ダイシングが可能となる（Ｓｉの
みをダイシングする場合よりは難しく、脆い無機パッシベーション膜のチッピングの原因
となりやすい）。
【０１６７】
　しかしながら、ポリイミド、ポリベンゾオキサゾール（ＰＢＯ）、エポキシなどの有機
パッシベーション膜は、Ｓｉ用のブレードでダイシングすると、ブレードの目詰まりを起
こしやすく、Ｓｉまたは無機パッシベーション膜のチッピング原因となる。また、有機材
料はヒゲが発生しやすいため、以降の工程での搬送や、実装時のトラブルの原因となる。
また、レーザを用いる場合においても有機パッシベーション膜は、熱により変質し、弾力
性（耐衝撃性）、耐薬品性等の信頼性を損なう恐れがある。
【０１６８】
　そこで、本実施の形態では、スクライブ領域６において、第１パッシベーション膜３に
スクライブライン開口部を設け、第２パッシベーション膜４には、第１パッシベーション
膜３の第１スクライブライン開口部よりも幅の広い第２スクライブライン開口部を設けて
いる。これは、第２スクライブライン開口部の位置精度を考慮して、確実にダイシング時
の切りしろから隔てるためである。
【０１６９】
　次に、外部接続端子について説明する。
【０１７０】
　一般に、半導体装置の取り付け高さは、機器の寸法の都合で制限がある場合が多いが、
この場合でも金属膜を外部接続端子として用いることができる。本実施の形態においても
、金属膜２１および金属膜１１を外部接続端子として用いている。
【０１７１】
　具体的には、実装基板側の端子（ランド）にハンダペーストを数十μｍから百数十μｍ
程度の厚さで供給し、半導体チップ１の外部接続端子を構成する金属膜２１および金属膜
１１をランド位置に合わせて搭載し、リフロー炉などで熱処理することで実装している。
【０１７２】
　また、導電粒子を含有した樹脂膜（異方性導電膜：ＡＣＦ）または導電粒子を含有した
液状樹脂（異方性導電ペースト：ＡＣＰ）を半導体装置の素子面側か実装基板側に貼り付
けるか塗布し、熱圧着を行うことにより接続することもできる。この場合、実装基板のラ
ンド面は絶縁膜面と同レベルか、絶縁膜面よりも高く形成されていることが好ましく、ラ
ンド面と絶縁膜の段差と、金属膜との高さの合計が、少なくとも導電粒子径よりも大きく
形成される必要がある。
【０１７３】
　例えば、実装基板のランド面が絶縁膜面と同レベルで、導電粒子径が１０μmの場合、
金属膜２１および金属膜１１は１０μｍよりも大きな膜厚で形成する必要がある。その理
由は、ＡＣＦまたはＡＣＰは含有する導電粒子が金属膜２１と実装基板の端子（ランド）
とに接触する（または食い込む）ことで厚さ方向に電気的接続を行うものであるが、所望
の外部接続端子位置で接続するためである。
【０１７４】
　半導体装置の取り付け高さにある程度ゆとりがある場合においてはバンプを金属膜上に
形成することもできる。実装基板側へのハンダ供給だけでは確実な実装状態が得にくいこ
とや、使用環境温度の変化によって半導体基板の線膨張係数のミスマッチが起因するバン
プに集中する応力をバンプ高さ全体に逃がす効果がある。バンプの高さが高い場合と低い
場合では応力を受ける領域が高い場合の方が広く、受けた応力をより分散することができ
るためである。
【０１７５】
　また、図３に示すように、本実施の形態では金属膜２１の積層方向の断面（ウエハ面に
対して垂直な面）は、各コーナ部が丸みを帯びた形状に形成されている。
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【０１７６】
　上記の構成によれば、実装時に用いるハンダ等の接続材料との界面の積層方向の断面が
一直線とはならないため、金属膜表面での剥離、クラックのきっかけとなりにくく、さら
に剥離、クラックが生じたとしてもその進行を阻止することができる。また、ＡＣＦ等の
金属粒子の接触により電気的接続を行う場合においても狭ピッチでＡＣＦ（ＡＣＰ）接続
する際の隣接端子間のショートを防止することができる。
【０１７７】
　また、半導体基板側にハンダペーストを供給し、ハンダを介して接続する場合や、金属
膜の上に低融点の金属、例えば、Ｓｎ系のハンダ、特に鉛フリーハンダ等でバンプを形成
する場合においては半導体基板との線膨張係数のミスマッチにより、使用環境温度の変化
で外部接続端子部に応力が集中する。
【０１７８】
　これに対し、本実施の形態の構成によれば、断面における各コーナ部が丸みを帯びた形
状に形成することにより、ハンダと金属膜の界面に沿ったクラックの発生を抑制すること
ができ、またクラックが発生しても該クラックの伝播を抑制することができる。
【０１７９】
　すなわち、金属膜の周辺部では、バンプ材料等の接続材料のフィレットが形成されるた
め、クラックの発生を抑制することができる。たとえ、微小なクラックが入った場合にお
いても、ハンダと金属膜の界面の積層方向の断面が一直線上に形成されないのでクラック
の伝播を抑制することができる。
【０１８０】
　また、金属膜の断面方向における各コーナ部の丸みの内、金属膜の周辺部を除く部分は
、特異点となる角部がないため実装基板とのミスマッチからくる応力の分散ができる。さ
らに、接続材料の巻き込みボイドや、ハンダ接続に用いるフラックス成分による金属膜の
還元作用時に発生するボイドが固着しやすい角部がないため、クラックが伝播しやすい界
面上にクラック伝播を促進させやすいボイドが存在しない。このため、クラックの伝播を
抑制することができる。
【０１８１】
　金属膜２１の丸みはドライエッチングまたはウエットエッチングにより形成することが
でき、オーバーエッチするとさらに丸みを付けることができるのでさらに効果がある。
【０１８２】
　メッキの場合にはレジストよりも高く成長させマッシュルーム形状とすることで同様の
形状を得ることができる。金属膜２１の組織が疎な場合においてはエッチングされ易いた
め、エッチングにより丸みを形成しやすいのでさらに効果がある。
【０１８３】
　また、液相や気相で形成する場合は、その成長速度を上げる方向にすると金属膜２１は
疎な組織が成長する。したがって、金属膜の最上層はその下地の組織の疎密度によって適
宜疎な方向に調整すると下地層の除去処理の間に、より大きな丸みを形成できるのでより
好ましい。
【０１８４】
　最上層の方が密な組織であって、ウエットエッチングを行う場合には、下地層の側面が
大きくエッチングされるため、その部分にエッチング液が残り易く、その後の腐食の原因
となりやすい。下地層と最上層が同等の場合であっても、ウエットエッチングでは、金属
膜の幅の細りが発生するため、外部との接続面が小さくなってしまう。一方、ドライエッ
チング（物理的エッチング）の場合においても最上層に丸みを形成するために、過度のエ
ネルギーで半導体チップ１０の表面を処理するため、素子に与えるダメージが懸念される
。
【０１８５】
　以上のことを考慮し、本実施の形態では、金属膜１１・２１を以下の構成としている。
【０１８６】
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　すなわち、金属膜１１・２１を、最上層である第１層と、該最上層の直下に積層された
第２層と、最下層であるバリア層としての第３層からなる３層が積層された構成とし、第
１層および第２層が、同一の金属または同一の金属を主成分とする材料からなり、かつ前
記第１層では、該金属が前記第２層よりも疎な組織を形成するように構成したことが望ま
しい。
【０１８７】
　これにより、金属膜１１・２１を、積層方向の断面（ウエハ面に対して垂直な面）にお
ける各コーナ部が丸みを帯びた形状に容易に形成することができる。さらに、最上層であ
る第１層とその下地層である第２層とが同一金属を主成分としているので、第２層の金属
除去と、最上層である第１層の金属の断面形状への丸み形成とを同時に行うことができる
。この点について、上記構成の金属膜１１・２１の電気メッキによる形成工程の中で詳細
に説明する。
【０１８８】
　まず、第３層および第２層を順次ウエハの全面に形成する。次に、フォトレジストをウ
エハ上にスピンコートし、乾燥させる。この後、金属膜１１・２１の形成領域となるフォ
トレジスト開口部を露光、現像により形成する。次に、電気メッキによりフォトレジスト
開口部に金属膜２１の第１層（Ｃｕ等）を形成する。この後、フォトレジストを除去する
。
次に、金属膜２１の第１層をマスクとして、ウエハ全面に形成された第２層を薬液（ウエ
ットエッチング）、反応性ガスによる化学的エッチング（ドライエッチング）、スパッタ
原子（分子）等による物理的エッチング（ドライエッチング）を行い除去する。
【０１８９】
　上記の第２層の金属除去工程で、特に化学的エッチングを行った場合、第２層目と反応
しエッチングする物質を用いて第２層の金属を除去する。ここで、第１層に第２層と同一
の金属または同一の金属を主成分とする材料を用いた場合、第１層もエッチングされるこ
とになる。
【０１９０】
　また、エッチングは通常、平坦な部分よりもエッジ部が集中的にエッチングされるため
、エッジ部に丸みが形成される。さらに、第１層が疎な組織であればあるほどエッチング
されやすいため、上記第２層のエッチングによる除去工程で丸みを帯びやすくなる。この
ため、第２層目のエッチングによる金属除去工程で、第１層が丸みを帯びやすくなる。こ
の結果、第２層の金属除去と、最上層である第１層の金属の断面形状への丸み形成とを同
時に行うことができる。
【０１９１】
　また、物理的エッチングにおいても金属の種類によってエッチングレートが異なるため
、少なくとも同じ金属、合金または化合物で組織に粗密の差があれば疎な部分は密な部分
よりもエッチングされやすくなるが、物理的エッチングでは半導体チップへのダメージが
生じやすいため、化学的エッチングが好ましい。
【０１９２】
　次に、第３層を、薬液、反応ガスによる化学的エッチング、スパッタ原子・分子等によ
る物理的エッチングを行い除去する。
【０１９３】
　本実施の形態では、最下層である第３層を、バリア効果の高いＴｉ、Ｔｉ－Ｗ、Ｃｒの
中からＴｉを用いて、バリア効果の発揮できる０．０３μｍ厚に形成した。最上層の下地
金属層である第２層は、Ｃｕを用いて０．１μｍ厚に形成し、最上層（第１層）にも第２
層と同様にＣｕを用いたが、第２層のＣｕよりも疎な組織を有するＣｕを用いた。また、
金属膜２１および金属膜１１の総厚を５μｍとなるように形成した。
【０１９４】
　ここで、Ｃｕからなる第１層および第２層の総厚はＳｎ系のハンダ材料と接続する際に
重要であるところ、上記の構成とすることで、基板実装時および他の部品の実装時の熱処
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理におけるＣｕとＳｎとの拡散層がバリア層としての第３層に達することがない。このた
め、金属膜の剥離、クラックの発生を低減することができる。
【０１９５】
　次に、合金層の成長について、実験データを用いて説明する。
【０１９６】
　Ｓｎ系ハンダは、金属膜と接続する際の熱処理１回と、その後実装基板への本半導体装
置の実装と他の部品を実装する熱処理を合わせて２回と想定すると合計３回の熱処理を経
ることになる。この場合の金属膜２１および金属膜１１側へ成長した合金層の厚さは１．
８μｍ程度であることが確認された。したがって、最低でも金属膜（最上層（第１層）と
その直下に形成される下地金属層（第２層）の総厚）が１．８μｍ必要となる（使用環境
が常温であり、使用時において半導体装置の温度が殆ど上昇しない場合）。
【０１９７】
　本実施の形態では、使用時のデバイスの温度上昇等を考慮し、第１層と第２層の総厚が
４．５μｍ以上となるように形成した。これは、１５０℃の高温保存試験を行なった結果
、１０００時間経過後の合金層は４．５μｍであることが確認されたためである。
【０１９８】
　本実施の形態においては、上述のように、金属膜の最上層には、Ｃｕを用いている。し
かしながら、本発明はこれに限定されず、例えば、さらに酸化防止効果があるＡｕを用い
ても良い。この場合、ＳｎとＡｕは肥大化すると脆弱な合金層が形成されるため、Ａｕは
１μｍ以下としなければならない。
【０１９９】
　また、金属膜２１の下地金属層（第２層）にＣｕを形成した場合、後述する金属膜への
丸み付け形成は、金属膜の下地層の除去工程と同時に行うことはできない。一方、下地層
をＡｕで形成する場合は、金属膜の最上層をＡｕとすると良いが、この場合、金属膜の最
上層とその下地層のトータル厚は上記合金層の肥大化の理由により１μｍ以下とする必要
があり、バリア層（第３層）までのＳｎの拡散が懸念される。
【０２００】
　なお、金属膜に半径０．２μｍ程度の丸みを形成するとして、金属膜は厚みが０．２μ
ｍ減少するため、丸みを形成するプロセスの手前では下地層と最上層のトータルで４．７
以上の膜厚で形成しておく必要がある（使用環境が常温であり、半導体装置の温度上昇が
殆どない場合は２μｍの厚さとなるようにしておく必要がある）。ここで、金属膜２１お
よび金属膜１１の周辺部以外の部分、例えば第１電極パッド開口部３ａと第２電極パッド
開口部４ａ側壁付近の段差部は傾斜角度が変化した形で形成されているため金属膜２１お
よび金属膜１１のカバレッジがよい。
【０２０１】
　さらに、エッチングによってこの部分の金属膜２１および金属膜１１の中央部の段差部
にも丸みを設けることで、半導体基板とハンダ接続する際にも確実に接続することができ
る。例えば、この段差部に角がある場合は、ハンダ接続の際に空気の巻き込みや、ハンダ
接続に用いるフラックスにより発生するボイドが外部に放出されずに角部にとどまること
がある。その場合はハンダ接続部にクラックや剥離が発生するきっかけとなることや、一
度発生したクラックや剥離の進行を促進してしまうことになる。また、特異点がなくなる
ため応力の分散ができるため、剥離、クラックの発生を抑えることができる。
【０２０２】
　本実施の形態においては、第１電極パッド開口部３ａと第２電極パッド開口部４ａによ
る段差部にも丸みを形成し、鉛フリーハンダであるＳｎ－Ａｇ系合金によりバンプを形成
した。このときの金属膜２１および金属膜１１上のバンプ高さは高いほど熱応力の分散が
できるのでよい。１００μｍ以上の高さとすることで基板実装時の温度サイクル試験（１
２５℃／－４０℃）において５００サイクルでも破断しないことを確認した。
【０２０３】
　図２に示す半導体装置においては半導体チップ１の周辺部に電極パッドメタル２を形成



(25) JP 4354469 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

したが、図６に示すように、電極パッドメタル２を半導体チップ１の中央部に位置する構
成としてもよい。このように、２次元的に電極パッドメタル２を配置することによって、
限られた半導体チップ１の面内により多くの外部接続端子を配置することができる。
【０２０４】
　また、図５（ａ）ないし（ｅ）は、本実施の形態にかかる半導体装置の製造方法におけ
る各工程を示している。同図では、説明の便宜上、電極パッド近傍を拡大して示している
が、実際はウエハ単位で製造するものである。まず、素子が平面内に多数形成された半導
体ウエハにおいて、各素子単位で多数の電極パッドメタル２が形成されている。その上、
第１パッシベーション膜３である窒化膜を気相で積層、成長させることで半導体ウエハ全
体に形成し、電極パッドメタル２の内側とスクライブ領域６に開口部（第１電極パッド開
口部、第１スクライブライン開口部）を形成する。この開口部はドライエッチ条件を調整
することによって第１パッシベーション膜３の下地密着面において連続して傾斜が変化し
た形状にすることができる。
【０２０５】
　その後、アルゴン、フッ素系プラズマ等により第１パッシベーション膜表面側の角を落
として第１パッシベーション膜３表面から下地との密着面にかけて連続して傾斜が変化し
た形状を得た。ここで、ドライエッチングにウエットエッチングを組み合わせた方法を用
いることもできる。
【０２０６】
　パッシベーション膜にリンが含有されている場合は比較的低温度で変形するので熱処理
を行うことによってもパッシベーション膜表面から下地密着面に連続して変化した傾斜面
を形成することができる。ただし、電極パッドメタル２などにＡｌを用いている場合には
、その融点である６６０℃よりも低い温度で行う必要がある。
【０２０７】
　次に、第２パッシベーション膜４であるポリイミドを、既に半導体基板１上に形成され
た第１パッシベーション膜３上に形成する。第２パッシベーション膜４は、電極パッドメ
タル２の周辺外側と第1スクライブライン開口部の外側に側壁が形成されるように第２電
極パッド開口部４ａと第２スクライブライン開口部を形成する。
【０２０８】
　第２電極パッド開口部４ａの側壁形状に傾斜を設けるには、ドライエッチングによるよ
りもウエットエッチングによる方が容易である。このため、本実施の形態では、ウエット
エッチングにて側壁形状に傾斜を形成した。
【０２０９】
　ワニス状態のポリイミドを半導体ウエハ上にスピンコートし、乾燥後、さらにポジ型の
フォトレジストをスピンコートし乾燥させる。次に、電極パッドメタル２部に開口部を有
する第１電極パッド開口部３ａおよび第１スクライブライン開口部よりも外側に開口部を
形成するように、第２電極パッド開口部４ａと第２スクライブライン開口部の形成領域に
ガラスマスクを用いて露光し、アルカリ系等の現像液を用いてフォトレジストに開口部を
形成する。この後、フォトレジスト用現像液を用いて、フォトレジストをマスクとしてポ
リイミドをエッチングする。この場合、ポリイミドの乾燥温度を低く、エッチング液のア
ルカリ濃度を濃くして、開口部に沿ってエッチング後にダレを生じさせることによって開
口部側壁に連続して傾斜角度が変化する傾斜を設けると良い。
【０２１０】
　次に、ポリイミドを熱処理して硬化させる。この硬化工程においては、本硬化を行う前
に、硬化しにくい低温で予備加熱を行ってダレを生じさせた後に、硬化温度で本硬化を行
うと良い。また、予備加熱温度や本硬化温度までの温度上昇過程を含めて処理する方法も
あり、適宜組み合わせて処理を行うとさらに効果がある。これにより、第２パッシベーシ
ョン膜４の表面から裏面にかけて連続した傾斜面を得ることができる。
さらに、酸素、アルゴン、フッ素系等のプラズマ処理により、第２パッシベーション膜４
の表面側の角部を除去すると連続した傾斜面を容易に形成することができる。本実施の形
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態のように、第２電極パッド開口部４ａから第１電極パッド開口部３ａが完全に露出され
ている構成においては、第１電極パッド開口部３の丸み形成時のプラズマ処理とかねても
良い。
本実施の形態では、傾斜の形成が比較的容易な非感光性のものを用いたが、感光性のもの
を用いる場合は、膜の底面側よりも表面側で広く開口することが容易であるポジ型が好ま
しく、ステッパー露光機では露光時にフォーカスを半導体ウエハ表面側により離れた方向
に設定するか、一括露光機使用時にはマスクを半導体ウエハから隔てる方向にセットする
と良い。また、露光量は過露光気味にする方が好ましい。以降の工程については、非感光
性と感光性の区別もなく上記と同様の方法により連続した傾斜面を形成することができる
。
【０２１１】
　また、第１電極パッド開口部３ａと第２電極パッド開口部４ａの平面形状においても上
記のダレによって丸みを形成することができる。また、第１電極パッド開口部３ａおよび
第２電極パッド開口部４ａ形成工程において、ガラスマスクのパターンに丸みを持たせる
とさらに容易に丸み形成をすることができる。
【０２１２】
　次に、金属膜２１および金属膜１１の形成方法について説明する。
【０２１３】
　まず、最下層である下地との密着層兼バリア層１１としてＴｉを０．０３μｍの厚さで
半導体ウエハの全面にスパッタ法により形成し、Ｃｕを０．１μｍの厚さで、先に形成し
たＴｉ上の全面にスパッタ法により形成する。
【０２１４】
　次に、フォトレジストをスピンコートにて上記スパッタＣｕ膜上に塗布し、乾燥後、第
２電極パッド開口部４ａ周辺部よりも外側に、第２電極パッド開口部４ａがほぼ中央とな
るようにフォトリソグラフィーにより開口部を形成する。
【０２１５】
　次に、電気メッキによりフォトレジスト開口部にＣｕ膜を形成する。本実施の形態にお
いてはフォトレジストの膜厚を６μｍ以上形成し、このときの金属膜の総厚が５μｍとな
るように形成している。
【０２１６】
　次に、剥離液にてフォトレジストを除去し、５μｍの金属膜を形成した部分をマスクと
してＣｕスパッタ膜をエッチング液で除去する。このときＣｕスパッタ膜が除去される時
間の１．５倍から５倍程度の時間をかけてオーバーエッチングを行い、金属膜の最上層の
周辺部に丸み付けを行う。
【０２１７】
　本実施の形態ではＣｕスパッタ膜が除去される時間の１．５倍の時間をかけて半径０．
２μｍ程度の丸みを形成している。０．１μｍのＣｕスパッタ膜を除去するだけであれば
、金属膜の最上層は０．１μｍ程度エッチングされるため、金属膜の最上層の周辺部は半
径０．１μｍの丸みとなるが、金属膜の最上層が比較的疎な組織を形成し、１．５倍のオ
ーバーエッチングを行ったためである。さらに丸みを大きくする場合はさらにオーバーエ
ッチングするか、Ａｒ等のプラズマ処理を行う方法もある。
【０２１８】
　その後、さらにＴｉスパッタ膜をエッチング液で除去し、金属膜２１および金属膜１１
を形成する。
【０２１９】
　次に、金属膜２１および金属膜１１上と、その周辺の丸みを帯びた部分、さらには側面
を含むようにフラックスを塗布し、鉛フリーハンダボールを搭載する。このとき、第２電
極パッド開口部４ａの中央が金属膜２１および金属膜１１のほぼ中央に配置されているた
め、バンプ３１（ハンダボール（金属球体））が金属膜２１および金属膜１１の端の方に
転がり落ちることはなく、（後の熱処理後において）金属膜２１および金属膜１１表面と
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の界面での接続が確実に行われる（未接続領域がない）。
【０２２０】
　次に、Ｎ２雰囲気のリフロー炉で熱処理を行い、金属膜１１および金属膜２１上に高さ
２００μｍのバンプ３１を形成している。
【０２２１】
　このとき金属膜２１および金属膜１１の周辺部は丸みがあるので丸みの部分に沿ってハ
ンダバンプ３１との界面が形成される。ここで、フラックスは丸み部分を含むように塗布
されているので、丸み部分の活性度が向上し、よりフィレットが形成されやすくなる。ま
た、この丸みの部分が大きいほど、この部分にフィレットが広く形成されるため、接合面
積が広くなる。
【０２２２】
　また、破断面となりやすい界面の曲率半径が大きく形成されるため、金属膜２１および
金属膜１１周辺部に集中する応力は分散され、ハンダと金属膜との界面での破断を低減す
ることができる。
【０２２３】
　また、金属膜２１および金属膜１１の周辺に丸みがない場合、融解温度以上まで加熱さ
れたバンプ材料の表面張力によって側面までバンプ材料で覆うことができない。そこで、
本実施の形態では、さらに丸みを大きくし、金属膜の側面までバンプ材料で覆うことがで
きるようにしている。これにより、バンプ材料と金属膜との物理的接続状態をより安定さ
せることができため、金属膜１１・２１のクラックをより低減することができる。
【０２２４】
　さらに、金属膜２１に酸化しやすい材料、例えば、本実施の形態のようにＣｕを用いる
場合においても、金属膜２１の側面からの酸化を防ぐことができる。このため、電気伝導
度を下げることなく、脆くなった金属膜での剥離を防止することができる。ここで、フラ
ックスは金属膜２１および金属膜１１の側面まで含むように塗布されているので、金属膜
２１及び金属膜１１の側面の活性度が向上し、バンプ材料が、より側面を覆いやすくなっ
ている。
【０２２５】
　金属膜１１・２１上にバンプ３１を形成する方法としては他にハンダペーストなどのバ
ンプ材料を印刷する方法がある。これは、印刷用のマスクの開口部と金属膜２１および金
属膜１１の位置を合わせてセットし、スキージを用いてマスク開口部にハンダペーストを
形成し、マスクを除去した後にＮ２リフロー炉等により加熱してバンプを形成するもので
ある。この場合、マスクの開口部を金属膜２１および金属膜１１よりも大きく形成してお
き、金属膜２１および金属膜１１の側面まで覆うようにハンダを形成しておくことにより
、熱処理後のハンダバンプは側面まで覆いやすくなる。
【０２２６】
　ただし、この場合も表面張力が働くため、金属膜２１および金属膜１１の周辺部の形状
に丸みを形成することが望ましい。
【０２２７】
　なお、上記の工程にて製造された半導体装置は、基板実装状態での温度サイクル試験（
１２５℃／－４０℃）において１０００サイクル以上を確保することができた。
〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について図７および図８を参照し以下に説明する。
【０２２８】
　図４に示す実施の形態１の構成では、第１電極パッド開口部３ａの中央が第２電極パッ
ド開口部４ａ、金属膜１１・１２のほぼ中央に位置している。本実施の形態では、図７に
示すように、第２電極パッド開口部４ａの外周が、回路形成面方向に第１電極パッド開口
部３ａの外周と略一致するように形成されている。また、第１電極パッド開口部３ａおよ
び第２電極パッド開口部４ａが、金属膜１１・２１の中央には位置されていない点でも実
施の形態１の構成とは異なっている。
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【０２２９】
　また、図８に示すように、第２電極パッド開口部４ａは、金属膜１１・２１の中央に位
置する一方、第１電極パッド開口部３ａは、金属膜１１・２１の中央からずれて位置する
構成とし、第１電極パッド開口部３ａと第２電極パッド開口部４ａとが、部分的に一致す
る構成としてもよい。
【０２３０】
　本実施の形態の構成によれば、金属膜１１・２１の少なくとも一部は、第１パッシベー
ション膜３に密着していない。このため、前述の実施の形態１の構成に比べると、水分浸
入の抑制効果は得られない。しかしながら、本実施の形態の構成においても、密着性の弱
い第２パッシベーション膜４は、電極パッドメタル２と直接接触していないように形成さ
れているため、例えば、特許文献１に示す従来技術に比べると金属膜２１および金属膜１
１の剥離抑制効果は大きくなる。
【０２３１】
　さらに、本実施の形態の構成によれば、電極パッドメタル（電極パッド）２の形成位置
における自由度が高くなる。このため、例えば、電極パッドメタル２と外部接続端子の配
置上の制限がある場合等に本実施の形態にかかる構成は好適といえる。
【０２３２】
　また、本実施の形態においては、第１電極パッド開口部３ａの各コーナ部のみならず、
電極パッドメタル２の各コーナ部も丸みを帯びた形状に形成されている。このように、電
極パッドメタル２の各コーナ部も丸みを帯びた形状とすることにより第１パッシベーショ
ン膜３との境界面における応力集中を避けることができる。この結果、金属膜の剥離、ク
ラックをより効果的に防止することができる。
【０２３３】
　次に、本実施の形態にかかる半導体装置の製造方法について図７を参照し説明する。
【０２３４】
　図７に示す半導体装置の製造方法において、実施の形態１と同様に、第１電極パッド開
口部３ａを形成した後に、第２電極パッド開口部４ａを一致させて形成してもよい。
【０２３５】
　しかしながら、本実施の形態では、第１パッシベーション膜３の第１電極パッド開口部
３ａの形成に用いる材料として、フォトレジストの代わりに感光性ポリイミド、感光性ポ
リベンゾオキサゾール（ＰＢＯ）等の感光性樹脂を用いている。
【０２３６】
　フォトレジストは第１パッシベーション膜３の形成後除去されるが、感光性ポリイミド
、感光性ＰＢＯ等の感光性保護膜用樹脂材料であれば、第２パッシベーション膜４として
用いることができる。
【０２３７】
　このため、第２電極パッド開口部４ａの形状の膜表面側を広くした傾斜を形成する方が
よいので、ポジ型の材料が好ましい。
【０２３８】
　なお、図８の半導体装置の製造方法は、実施の形態１と同様の方法、工程にて製造する
ことができる。
〔実施の形態３〕
　本発明のさらに他の実施の形態について図９を参照し以下に説明する。
【０２３９】
　本実施の形態においては、図９に示すように、電極パッドメタル２、第１電極パッド開
口部３ａ、第２電極パッド開口部４ａ、金属膜２１・１１を全て円形に形成した点で、前
述の実施の形態１、２と異なっている。
【０２４０】
　すなわち、実施の形態１、２では、第１電極パッド開口部３ａおよび第２電極パッド開
口部４ａは、四角形（多角形）の各コーナ部が丸みを帯びた形状に形成しているが、本実
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施の形態では円形としている。
【０２４１】
　第１電極パッド開口部３ａのコーナ部の丸み部分、第２電極パッド開口部４ａの丸み部
分においても応力の分散効果はあるが、第１電極パッド開口部３ａまたは第２電極パッド
開口部４ａ、またはその両方を円形としたことにより、応力の分散効果をさらに大きくす
ることができる。また、電極パッドメタル２を円形にしたことでさらに応力分散効果を大
きくしている。
【０２４２】
　また、本実施の形態の構成によれば、第２電極パッド開口部４ａを電極パッド２のサイ
ズの近くまで縮小しても、金属膜２１および金属膜１１は電極パッド周辺、さらには電極
パッドメタル２周辺の第１パッシベーション膜３の全域と密着させることができる。
【０２４３】
　なお、本実施の形態においては、円形状としたが、楕円形状でも同様の効果を得ること
ができる。
【０２４４】
　本実施の形態にかかる半導体装置の製造方法は、フォトリソグラフィー用のガラスマス
クの電極パッドメタル部、第１電極パッド開口部、または第２電極パッド開口部の形状を
円形状または楕円形状にする以外は、前述の実施の形態１と同様の方法、工程にて製造す
ることができる。
〔実施の形態４〕
　本発明のさらに他の実施の形態について図１２および図１３を参照し以下に説明する。
【０２４５】
　前述の実施の形態１ないし３では、外部との接続部であるバンプ３１は電極パッドメタ
ル２と積層方向に重なる位置関係にあったが、本実施の形態においては図１２に示すよう
に、バンプ３１の中心が第２パッシベーション膜４上に位置するように形成している。
【０２４６】
　すなわち、本実施の形態では、金属膜１１・１２が、電極パッドメタル２との接続領域
と、第２パッシベーション膜上に形成されたバンプ３１との接続領域とを含む構成として
いる。
【０２４７】
　上記の構成によれば、バンプ（外部接続端子）の形成位置における自由度が上述の実施
の形態２よりさらに向上するため、例えば、電極パッドメタル２、外部接続端子の配置に
制限がある場合に好適である。また、金属膜１１・２１の面積を大きくすることができる
ので、半導体チップ１と実装基板との線膨張係数のミスマッチによる応力が、大きな面積
を有する金属膜１１・２１全体に分散されるため、金属膜の剥離、クラックをより低減す
ることができる。
半導体チップ１とハンダ等の低融点金属とを接続する場合においては、金属膜２１および
金属膜１１全体へのハンダ等の流れ出しが起こり、所望の接続形状が得られないことがあ
るためハンダ制限部を設ける必要がある。
【０２４８】
　そこで、本実施の形態では、図１３に示すように、金属膜２１および金属膜１１上にさ
らに第３パッシベーション膜５を形成した点においても異なっている。図１３は、金属膜
１１における電極パッドメタル２との接続領域と、第２パッシベーション膜４上に形成さ
れたバンプ３１との接続領域とが一部重なっている構成を示している。
【０２４９】
　第３のパッシベーション膜５の材料としては、第２パッシベーション膜４と同様のポリ
イミドを用いることができる。しかしながら、一般的なポリイミド膜はＣｕの上に形成す
ると、脆くなるなど本来の性能を発揮できない場合が多い。そこで、本実施の形態では、
ポリベンゾオキサゾール（ＰＢＯ）からなるハンダ制限部を用いている。
【０２５０】



(30) JP 4354469 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

　さらに、ハンダ接続部には、Ｓｎ－Ａｇ系の鉛フリーハンダからなるバンプを形成して
いる。
【０２５１】
　本実施の形態にかかる半導体装置の製造方法は、バンプ形成前に第３パッシベーション
膜５を形成する点のみ第１の本実施の形態と異なる。しかしながら、この第３パッシベー
ション膜５は、前述した第２パッシベーション４膜と基本的に同様の方法、工程にて製造
することができる。
【０２５２】
　本実施の形態では、第３パッシベーション膜５の材料として、ポジ型の感光性のＰＢＯ
を用いて以下の方法にて製造している。
【０２５３】
　まず、ワニス状態のＰＢＯを第２パッシベーション膜４と金属膜２１および金属膜１１
と第２スクライブライン開口部上に塗布し乾燥させる。その後、フォトリソグラフィーに
より、ハンダ制限部を形成するように、ダムを形成すればハンダが金属膜２１および金属
膜１１に沿って流れてしまうことを防ぐことができる。
【０２５４】
　ここで、金属膜として酸化しやすいＣｕを用いているため、金属膜２１および金属膜１
１上のバンプ形成領域を除く部分を覆うことが好ましい。
【０２５５】
　また、ダイシングによるチッピングを起こさないためにも、第３のパッシベーション膜
からなる第１スクライブライン開口部全体を露出する第３のスクライブライン開口部を形
成しておくことが望ましい。さらに、この第３スクライブライン開口部は、第１スクライ
ブライン開口部よりも広い開口部幅で形成することが望ましい（第２スクライブライン開
口部よりも狭い開口部でもよい）。
【０２５６】
　その後、熱処理により第３パッシベーション膜５を硬化する。この状態においても実装
基板側にハンダを供給することで実装できるが、本実施例においては、ハンダ制限領域に
フラックスを供給し、鉛フリーハンダからなる金属球体を搭載し、Ｎ２リフロー炉等で熱
処理を行うことでバンプを形成した。
【０２５７】
　以上のように、本実施の形態では、金属膜２１上における外部との接続領域であるバン
プ３１形成領域以外の領域が、第３パッシベーション膜５で覆われている。
【０２５８】
　上記の構成により、バンプ３１のハンダ材料が金属膜２１上で流れ出すことを防止し、
所望の接続形状を得ることができる。また、金属膜２１上における外部との接続領域であ
るバンプ３１形成領域以外の領域が、第３パッシベーション膜５により保護されているた
め、金属膜２１・１１の酸化など、腐食を抑制し、金属膜の剥離、クラックをより低減す
ることができる。
【０２５９】
　以上のように、本発明の実施の形態および実施例について説明を行ったが、ここで開示
した実施の形態および実施例は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の
意味および範囲内での全ての変更が含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２６０】
　本発明は、電子機器の実装基板に対してフリップチップ接続される半導体装置に好適に
利用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【０２６１】
【図１】本発明の一実施の形態にかかる半導体装置の構成を示す断面図である。
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【図２】本発明の一実施の形態にかかる半導体装置の構成を示す平面図である。
【図３】図１に示す半導体装置の外部接続端子部の構成を示す断面図である。
【図４】図３に示す半導体装置の外部接続端子部の構成を示す平面図である。
【図５】（ａ）ないし（ｅ）は、図１の半導体装置の製造工程を示す説明図である。
【図６】本発明の他の実施の形態にかかる半導体装置の構成を示す平面図である。
【図７】本実施の半導体装置の外部接続端子部の他の構成を示す平面図である。
【図８】本実施の半導体装置の外部接続端子部の他の構成を示す平面図である。
【図９】本実施の半導体装置の外部接続端子部の他の構成を示す平面図である。
【図１０】本発明の半導体装置の外部接続端子部の他の構成を示す断面図である。
【図１１】本発明の半導体装置の外部接続端子部の他の構成を示す平面図である。
【図１２】本発明の半導体装置の外部接続端子部の他の構成を示す平面図である。
【図１３】本発明の半導体装置の外部接続端子部の他の構成を示す断面図である。
【図１４】従来の半導体装置の外部接続端子部の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【０２６２】
　１　　半導体基板
　２　　電極パッドメタル（電極パッド）
　３　　第１パッシベーション膜
　３ａ　第１電極パッド開口部
　４　　第２パッシベーション膜
　４ａ　第２電極パッド開口部
　５　　第３パッシベーション膜
　６　　スクライブ領域
　１０　半導体チップ（半導体装置）
　１１　金属膜（バリア層、第３層、外部接続端子）
　２１　金属膜（最上層（第１層）、下地層（第２層）、外部接続端子）
　３１　バンプ（外部接続端子）
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