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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路を有する正方形の基板と、
　前記集積回路に対して同じ接続機能を有する電極として、前記基板の同一主面上に、ワ
イヤー接続用電極及びバンプ接続用電極を備え、
　前記主面をその対角線に沿って２つに分割する直線を定めるとき、
　前記ワイヤー接続用電極と、前記バンプ接続用電極とは、前記直線を挟んで互いに反対
側に位置することを特徴とする半導体素子。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記ワイヤー接続用電極は、前記主面の周縁部に配置され、
　前記バンプ接続用電極は、前記主面において前記ワイヤー接続用電極よりも内側に配置
されることを特徴とする半導体素子。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記基板の前記主面を２行２列に分割する４つの領域を定めるとき、
　前記ワイヤー接続用電極は、ある一つの前記領域に位置し、
　前記バンプ接続用電極は、前記ある一つの領域に対して前記対角線を軸に線対称となる
他の領域に位置することを特徴とする半導体素子。
【請求項４】
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　請求項１又は２において、
　前記基板の前記主面を２行２列に分割する４つの領域を定めるとき、
　前記ワイヤー接続用電極は、ある一つの前記領域に位置し、
　前記バンプ接続用電極は、前記基板を、前記対角線を軸に裏返したときに前記一つの領
域に対応する配置となる領域に位置することを特徴とする半導体素子。
【請求項５】
　請求項１又は２において、
　前記基板の前記主面を２行２列に分割する４つの領域を定め、時計回りに第１領域、第
２領域、第３領域及び第４領域とするとき、
　前記ワイヤー接続用電極及び前記バンプ接続用電極のペアを複数備え、
　前記複数のペアとして、
　前記第１領域に位置する前記ワイヤー接続用電極と前記第１領域に位置する前記バンプ
接続用電極とからなるペアと、
　前記第２領域に位置する前記バンプ接続用電極と前記第４領域に位置する前記ワイヤー
接続用電極とからなるペアとが設けられていることを特徴とする半導体素子。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一つにおいて、
　前記基板の少なくとも一つの角部にダミー電極を備えることを特徴とする半導体素子。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記ダミー電極は、前記バンプ接続用電極よりも大きいことを特徴とする半導体素子。
【請求項８】
　請求項６又は７において、
　前記ダミー電極のうちの少なくとも一つに認識マークが付されていることを特徴とする
半導体素子。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一つの半導体素子と、
　前記半導体素子を実装する実装基板とを備え、
　前記半導体素子は、前記主面を前記実装基板とは反対側に向けて実装され、
　前記実装基板上における前記半導体素子の外側の領域に接続端子が複数設けられ、
　前記半導体素子の前記ワイヤー接続用電極と、前記実装基板の前記接続端子とがワイヤ
ーを介して接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか一つの半導体素子と、
　前記半導体素子を実装する実装基板とを備え、
　前記半導体素子は、前記主面を前記実装基板に向けて実装され、
　前記実装基板上における前記半導体素子の内側の領域に接続端子が複数設けられ、
　前記半導体素子の前記バンプ接続用電極と、前記実装基板の前記接続端子とがバンプを
介して接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項６～８のいずれか一つの半導体素子と、
　前記半導体素子を実装する実装基板とを備え、
　前記半導体素子は、前記主面を前記実装基板に向けて実装され、
　前記実装基板上における前記半導体素子の内側の領域に接続端子が複数設けられ、
　前記半導体素子の前記バンプ接続用電極と、前記実装基板の前記接続端子とがバンプを
介して接続され、
　前記実装基板に設けられた放熱用電極と、前記半導体素子に設けられた前記ダミー電極
とがバンプを介して接続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】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ワイヤー接続及びバンプ接続のいずれによっても実装可能な半導体素子と、
それを実装した半導体装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体素子は、集積回路を有する基板の一方の主面上に、実装基板上の接続電極
と接続するための電極を備える。このような電極及び該電極に対応する実装方法の違いに
より、２種類の半導体素子が知られている。具体的に、一つは主面上にワイヤー接続用電
極を備える半導体素子であり、もう一つは、主面上にバンプ接続用電極を備える半導体素
子である。
【０００３】
　このような半導体素子を開示する先行文献としては、例えば下記特許文献１がある。
【特許文献１】特開平２００４－２９６４６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記の通り、従来、基板の主面上に複数のバンプ接続用電極が備えられた半導体素子と
、基板の主面上に複数のワイヤー接続用電極が備えられた半導体素子との２種類の半導体
素子がある。
【０００５】
　このため、実装基板上における実装密度を高める目的をもって、ワイヤー接続用の半導
体素子からバンプ接続用の半導体素子に変更しようと考えたとしても、実際にはそのよう
な変更は極めて困難であった。
【０００６】
　つまり、実装基板において、ワイヤー接続用の半導体素子を実装するための接続電極と
、バンプ接続用の半導体素子を実装するための接続電極とでは配置が異なる。そのため、
実装方法の異なる半導体素子に変更するためには、実装基板上の接続電極の配置を大幅に
変更しなければならない場合がある。
【０００７】
　しかしながら、実装基板においては、種々の回路部品用の回路パターンも既に配置され
ている。このため、半導体素子用の接続電極について配置を大幅に変更するには、他の回
路パターン等についても大幅に変更することが必要になる。従って、実装基板についての
設計変更は避けることが多い。このような場合、同じ機能の半導体素子として、ワイヤー
接続用電極を有するものと、バンプ接続用電極を有するものとの２種類の半導体素子を用
意し、実装基板の都合に合わせて選択することが行なわれてきた。
【０００８】
　つまり、実装基板の大幅な設計変更を伴う半導体素子の変更（ワイヤー接続用の半導体
素子からバンプ接続用の半導体素子への変更）が可能である場合と、不可能である場合と
がある。このため、全てのワイヤー接続用の半導体素子をバンプ接続用の半導体素子に切
り替えることはできず、２種類の半導体素子を並行して用いることが必要になる。
【０００９】
　しかしながら、このように２種類の半導体素子を用意するのは生産性が悪く、結果とし
て大幅なコストアップの要因ともなる。よって、この点の解決が課題となっている。
【００１０】
　以上の課題に鑑み、本発明は、半導体素子において、２種類の半導体素子を用意するこ
となくワイヤー接続及びバンプ接続のいずれによる実装も可能とし、コストアップを抑制
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記の目的を達成するため、本発明に係る半導体素子は、集積回路を有する基板と、集
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積回路に対して同じ接続機能を有する電極として、基板の同一主面上に、ワイヤー接続用
電極及びバンプ接続用電極を備える。
【００１２】
　本発明の半導体素子は、基板の同一主面上に、ワイヤー接続用電極及びバンプ接続用電
極を共に備える。また、該ワイヤー接続用電極及びバンプ接続用電極は、半導体素子に備
えられた集積回路に対する信号の入出力に関し、同じ機能を果たすことができるようにな
っている。このため、本実施の半導体素子は、ワイヤー接続用電極を用いたワイヤー接続
及びバンプ接続用電極を用いたバンプ接続のどちらによる実装にも対応可能である。
【００１３】
　この結果、半導体素子の実装方法としてワイヤー接続及びバンプ接続のいずれも並行し
て必要である場合にも、ワイヤー接続用及びバンプ接続用の２種類の半導体素子を用意す
ることは不要となり、コストを削減することができる。
【００１４】
　尚、ワイヤー接続用電極は、主面の周縁部に配置され、バンプ接続用電極は、主面にお
いてワイヤー接続用電極よりも内側に配置されることが好ましい。
【００１５】
　このようにすると、ワイヤー接続及びバンプ接続のいずれについても容易に行なうこと
ができる。
【００１６】
　ここで、ワイヤー接続による実装とバンプ接続による実装とでは、実装基板上において
半導体素子は裏表が逆になる。よって、半導体素子を裏返して実装するためには、半導体
素子との電気的接続を行なうための実装基板上の接続端子について、大幅な位置変更が必
要になる可能性がある。
【００１７】
　この点については、集積回路に対して同じ接続機能を有するワイヤー接続用電極及びバ
ンプ接続用電極として、基板の主面上における位置を適切に選択することにより回避可能
である。このための選択方法については、以下に説明する。
【００１８】
　まず、主面を２つに分割する直線を定めるとき、ワイヤー接続用電極と、バンプ接続用
電極とは、直線を挟んで互いに反対側に位置することが好ましい。
【００１９】
　このようにバンプ接続用電極及びワイヤー接続用電極が形成された主面を２つに分割す
る直線を考えると、該直線を軸として半導体素子を裏返すことができる。そこで、直線を
挟んで反対側にあるバンプ接続用電極とワイヤー接続用電極とを一つのペアとして（一対
として）、これら２つの電極が集積回路に対して同じ接続機能を有するようにする。
【００２０】
　このようにすると、ペアとなったワイヤー接続用電極及びバンプ接続用電極について、
半導体素子を裏返す前の該ワイヤー接続用電極の位置と、裏返した後の該バンプ接続用電
極の位置とが大きく変わるのを避けることができる。この場合の位置の変化は、直線に対
して同じ側にあるバンプ接続用電極とワイヤー接続用電極とをペアとした場合よりも小さ
い。ここで、裏返す前のバンプ接続用電極の位置と、裏返した後のワイヤー接続用電極の
位置とについても同様である。
【００２１】
　このため、実装基板上の接続端子について、実装方法の変更するとしても、変更の前後
において大きな位置の変更は不要になる。よって、半導体素子の実装方法を容易に変更す
ることができる。
【００２２】
　また、基板の主面を２行２列に分割する４つの領域を定めるとき、ワイヤー接続用電極
は、ある一つの領域に位置し、バンプ接続用電極は、ある一つの領域に隣接する他の領域
に位置することが好ましい。
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【００２３】
　基板の主面を２行２列に分割する４つの領域を考えると、例えば実装基板上にて半導体
素子を裏返す際、ある一つの領域が位置していた部分に、該一つの領域の隣の領域が位置
するように裏返すことができる。そこで、それぞれの領域のワイヤー接続用電極に対し、
隣の一領域の接続用電極をペアとし、集積回路に対して同じ接続機能を有するようにする
。
【００２４】
　このようにすることによっても、実装基板上の接続端子を大きく移動することなく実装
方法を変更可能な半導体素子が実現する。
【００２５】
　また、基板の主面を２行２列に分割する４つの領域を定めるとき、ワイヤー接続用電極
は、ある一つの領域に位置し、バンプ接続用電極は、基板を裏返したときに一つの領域に
対応する配置となる領域に位置することが好ましい。
【００２６】
　このようにすることによっても、実装基板上の接続端子を大きく移動することなく実装
方法を変更可能な半導体素子が実現する。
【００２７】
　また、基板の主面を２行２列に分割する４つの領域を定め、時計回りに第１領域、第２
領域、第３領域及び第４領域とするとき、ワイヤー接続用電極及びバンプ接続用電極のペ
アを複数備え、複数のペアとして、第１領域に位置するワイヤー接続用電極と第２領域に
位置するバンプ接続用電極とからなるペアと、第１領域に位置するバンプ接続用電極と第
２領域に位置するワイヤー接続用電極とからなるペアと、第３領域に位置するワイヤー接
続用電極と第４領域に位置するバンプ接続用電極とからなるペアと、第３領域に位置する
バンプ接続用電極と第４領域に位置するワイヤー接続用電極からなるペアとが設けられて
いることが好ましい。
【００２８】
　このような半導体素子について、第１領域と第２領域との間の境界線を軸にして１８０
°裏返すことを考える。このようにすると、裏返す前における第１領域のワイヤー接続用
電極の位置の近傍に、裏返した後における第２領域のバンプ接続用電極が位置することに
なる。よって、第１領域のワイヤー接続用電極と第２領域のバンプ接続用電極とペアとな
っていれば、当該ペアの電極のいずれかに対して接続される実装基板上の接続端子を大き
く移動することは不要である。他のペアについても同様であり、実装基板上の接続端子を
大きく移動することなく実装方法を変更可能な半導体素子が実現する。
【００２９】
　尚、基板は四角形であり、その少なくとも一つの角部にダミー電極を備えることが好ま
しい。
【００３０】
　ダミー電極は半導体素子の放熱性を向上させるために有効であり、特に、バンプ接続す
る際に実装基板上の接続端子と接続すると、より高い放熱効果が得られる。
【００３１】
　また、ダミー電極は、バンプ接続用電極電極よりも大きいことが好ましい。これにより
、ダミー電極の放熱性が更に向上する。
【００３２】
　また、基板の複数の角にそれぞれダミー電極を備え、ダミー電極のうちの少なくとも一
つに認識マークが付されていることが好ましい。
【００３３】
　このようにすると、半導体素子の実装等の操作を行なう際に、向きの認識等が容易にな
る。
【００３４】
　前記の目的を達成するため、本発明に係る半導体装置は、本発明に係る半導体素子と、
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半導体素子を実装する実装基板とを備え、半導体素子は、主面を実装基板とは反対側に向
けて実装され、実装基板上における半導体素子の外側の領域に接続端子が複数設けられ、
半導体素子のワイヤー接続用電極と、実装基板の接続端子とがワイヤーを介して接続され
ている。
【００３５】
　また、本発明に係る別の半導体装置は、本発明に係る半導体素子と、半導体素子を実装
する実装基板とを備え、半導体素子は、主面を実装基板に向けて実装され、実装基板上に
おける半導体素子の内側の領域に接続端子が複数設けられ、半導体素子のバンプ接続用電
極と、実装基板の接続端子とがバンプを介して接続されている。
【００３６】
　このようにして、本発明の半導体素子を用いた半導体装置を構成できる。
【００３７】
　また、本発明に係る更に別の半導体装置は、本発明に係る半導体素子と、半導体素子を
実装する実装基板とを備え、半導体素子は、主面を実装基板に向けて実装され、実装基板
上における半導体素子の内側の領域に接続端子が複数設けられ、半導体素子のバンプ接続
用電極と、実装基板の接続端子とがバンプを介して接続され、実装基板に設けられた放熱
用電極と、半導体素子に設けられたダミー電極とがバンプを介して接続されている。
【００３８】
　このようにすると、本発明の半導体素子を用いており且つ放熱性の高い半導体装置を構
成できる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明の半導体素子によると、ワイヤー接続及びバンプ接続のどちらの方法によっても
実装可能であると共に、実装基板上の接続端子について、小さな変更により異なる実装方
法に対応することができる。このため、複数種類の半導体素子を用意することは不要とな
り、コストアップの抑制された極めて使いやすい半導体素子となっている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、本発明の一実施形態に係る半導体素子について、図面を参照しながら説明する。
【００４１】
　図１は、本発明の半導体素子１０の平面構成を示す図である。半導体素子１０は、集積
回路（図示せず）を有する正方形の基板１１を用いて構成されている。基板１１の一方の
主面１１ａにおいて、向かい合う辺の中点同士を結ぶ直線（２０及び２１）により２行２
列の４つに等分された領域を考え、時計回りに第１領域１、第２領域２、第３領域３、第
４領域４とする。図１においては、左上の領域を第１領域１としている。
【００４２】
　第１領域１において、基板１１における主面１１ａの内側寄りの部分に、複数のバンプ
接続用電極１ａが分散して配置されている。これと共に、第１領域１における主面１１ａ
の周縁部に、複数のワイヤー接続用電極１ｂが配置されている。
【００４３】
　他の３つの領域２、３及び４についても、それぞれ、バンプ接続用電極２ａ、３ａ及び
４ａと、ワイヤー接続用電極２ｂ、３ｂ及び４ｂとがいずれも複数ずつ配置されている。
つまり、基板１１の一方の主面１１ａにおいて、周縁部にはワイヤー接続用電極１ｂ、２
ｂ、３ｂ及び４ｂが配置され、その内側にバンプ接続用電極１ａ、２ａ、３ａ及び４ａが
配置されている。
【００４４】
　尚、以下では、第１領域１におけるバンプ接続用電極１ａを第１バンプ接続用電極１ａ
と呼ぶことがある。同様に、他の領域及び他の構成要素に関しても、第２領域２における
ワイヤー接続用電極２ｂを第２ワイヤー接続用電極２ｂと呼ぶ等、領域の番号を付すこと
により、該領域に配置された構成要素を指すことがある。
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【００４５】
　このようなバンプ接続用電極１ａ、２ａ、３ａ及び４ａと、ワイヤー接続用電極１ｂ、
２ｂ、３ｂ及び４ｂとは、それぞれペア（対）となっている。それぞれのペアを構成する
バンプ接続用電極とワイヤー接続用電極とは、基板１１が備える集積回路に対する信号の
入出力に関して、同じ機能を果たす。つまり、実装基板に対して半導体素子１０を実装す
る際には、ペアを構成するバンプ接続用電極及びワイヤー接続用電極のいずれか一方が実
装基板に対して電気的に接続されていれば良い。
【００４６】
　ここで、どのワイヤー接続用電極と、どのバンプ接続用電極とをペアとするかという点
については、後に説明する。
【００４７】
　また、基板１１のコーナー部には、それぞれダミー電極が配置されている。ここでは、
第１領域１～第４領域４に対し、それぞれダミー電極１ｃ～４ｃが配置されている。また
、第１領域のダミー電極１ｃについては、他の領域のダミー電極２ｃ～４ｃとは異なる平
面形状を有しており、これによって認識用のマークとしての機能を持たせている。但し、
第１～第４ダミー電極１ｃ～４ｃの全てに別々の認識手段を設けることも可能である。
【００４８】
　以上のように、本実施形態の半導体素子１０は、バンプ接続用電極１ａ～４ａ及びワイ
ヤー接続用電極１ｂ～４ｂを共に備えており、且つ、バンプ接続用電極とワイヤー接続用
電極とがそれぞれペアとなって基板１１の集積回路に対して同じ接続機能を有している。
このため、半導体素子１０は、ワイヤー接続及びバンプ接続のいずれの方法による実装を
行なうことも可能になっている。
この結果、半導体素子をワイヤー接続するべき場合とバンプ接続するべき場合とが並行し
て存在する際にも、実装方法に応じて２種類の半導体素子を用意することは不要となり、
低コスト化に効果がある。以下には、それぞれの実装方法について示す。
【００４９】
　図２は、半導体素子１０をワイヤー接続により実装した場合を示す断面図である。
【００５０】
　図２において、半導体素子１０は、ワイヤー接続用電極１ｂ～４ｂの形成された主面１
１ａを上にして実装基板３２上に搭載されている。実装基板３２上における半導体素子１
０の搭載部分の外周には複数の接続端子３３が設けられ、配線用のワイヤー３７を介して
半導体素子１０のワイヤー接続用電極１ｂ～４ｂとそれぞれ接続されている。半導体素子
１０、ワイヤー３７、接続端子３３等は、封止樹脂３８によって封止されている。
【００５１】
　また、実装基板３２の半導体素子１０搭載面とは反対側の面に、外部接続端子３４が設
けられ、それぞれ更に外部接続用バンプ３６が設けられている。接続端子３３と外部接続
端子３４とは、基板１１を貫通する貫通電極３５と配線４２とを介して電気的に接続され
ている。
【００５２】
　以上のようにして、ワイヤー接続用電極１ｂ～４ｂを用いたワイヤー接続により半導体
素子１０を実装することができる。この場合、バンプ接続用電極１ａ～４ａについては利
用されていない。
【００５３】
　次に、図３には、半導体素子１０をバンプ接続により実装した場合の断面図を示してい
る。
【００５４】
　図３において、半導体素子１０は、バンプ接続用電極１ａ～４ａの形成された主面１１
ａを下にして実装基板３２ａ上に搭載されている。実装基板３２ａ上における半導体素子
１０の下方に位置する領域に複数の接続端子３３ａが設けられ、バンプ４１を介して半導
体素子１０のバンプ接続用電極１ａ～４ａとそれぞれ接続されている。半導体素子１０と
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実装基板３２ａとの間には、封止樹脂３８ａが形成されている。
【００５５】
　尚、外部接続端子３４、外部接続用バンプ３６、貫通電極３５、配線４２等については
、図２の場合と同様である。
【００５６】
　以上のようにして、バンプ接続用電極１ａ～４ａを用いたバンプ接続により半導体素子
１０を実装することができる。この場合、ワイヤー接続用電極１ｂ～４ｂについては利用
されていない。
【００５７】
　ここで、ワイヤー接続を行なう場合の実装基板（図２）と、バンプ接続を行なう場合の
実装基板（図３）とでは、半導体素子１０を搭載する面における接続端子（３３、３３ａ
）についてのみ異なる。更に、集積回路に大して同じ接続機能を有するワイヤー接続用電
極及びバンプ接続用電極のペアを適切に選択することにより、接続端子に関する変更も僅
かな移動のみとすることができる。
【００５８】
　以下、ペアを構成するワイヤー接続用電極及びバンプ接続用電極の選択について説明す
る。
【００５９】
　図４（ａ）は、半導体素子１０をワイヤー接続によって実装する様子を示す平面図であ
る。但し、ワイヤー接続用電極１ｂ～４ｂ及びバンプ接続用電極１ａ～４ａについて、代
表して数個ずつのみ示している。また、ダミー電極１ｃ～４ｃは示していない。
【００６０】
　同じ半導体素子１０をバンプ接続によって実装する場合、半導体素子１０は裏返しにな
る。図４（ｂ）に、図４（ａ）の半導体素子１０を裏返した状態の平面図を示す。ここで
は、図４（ａ）に示す軸６１に対して１８０°裏返すものとする。軸６１は、向かい合う
辺の中点同士を結ぶ線を通るものであり、ここでは第１領域１と第２領域２との間の境界
線に沿っている。
【００６１】
　このように裏返すと、実装基板における元は第１領域１が配置されていた部分（図４（
ａ）では左上）には、図４（ｂ）に示す通り、第２領域２が配置されることになる。同様
に、第２領域２の位置には第１領域１、第３領域３の位置には第４領域４、第４領域４の
位置には第３領域３、のように配置が変わることになる。
【００６２】
　ここで、第１領域１の一つのワイヤー接続用電極１ｂに着目する。第１ワイヤー接続用
電極１ｂは、例えば実装基板上の端子位置５１に設けられた一つの接続端子とワイヤー接
続されている。
【００６３】
　仮に、第１ワイヤー接続用電極１ｂと、同じ第１領域１のバンプ接続用電極１ａとがペ
アであったとする。この場合、半導体素子１０を裏返すと、図４（ｂ）に示すように、第
１バンプ接続用電極１ａは、第１ワイヤー接続用電極１ｂがあった位置とは大きく異なる
位置に配置されることになる。このため、端子位置５１から大幅に接続端子の設計を変更
しなければならない。
【００６４】
　よって、本実施形態の半導体素子１０の場合、このような電極の選択は避ける。
【００６５】
　代わりに、半導体素子１０では、図４（ａ）の通り、第１ワイヤー接続用電極１ｂは、
隣の第２領域２中のバンプ接続用電極２ａとがペアを構成している。この場合、半導体素
子１０を裏返したとしても、第２バンプ接続用電極２ａは、第１ワイヤー接続用電極１ｂ
があった位置とは僅かに異なるのみの位置に配置される。このため、接続端子の設計変更
は小さなものでよい。
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【００６６】
　このように、実装方法を変更するために半導体素子１０を裏返した際に、裏返す前後に
おいて実装基板上の同じ部分に位置することになる領域同士に含まれるワイヤー接続用電
極及びバンプ接続用電極をペアとする。これにより、実装基板に関する大きな設計変更を
伴わずに半導体素子１０の実装方法を変更することができる。
【００６７】
　また、回転の軸６１を挟んで互いに反対側にあるワイヤー接続用電極とバンプ接続用電
極とをペアにすると考えることもできる。軸６１に平行な方向に関しては、できるだけ近
い位置にあるバンプ接続用電極とワイヤー接続用電極とをペアにするのがよい。このため
には、例えば、第１領域１にある第１バンプ接続用電極１ａに対しては、第３領域３にあ
る第３ワイヤー接続用電極３ｂではなく、第２領域２にある第２ワイヤー接続用電極２ｂ
をペアにする。
【００６８】
　尚、図４（ａ）及び（ｂ）において、集積回路に対して同じ機能を有する電極のペアの
別の例が、端子位置５２、第４ワイヤー接続用電極４ｂ、第４バンプ接続用電極４ａ及び
第３バンプ接続用電極３ａにより示されている。
【００６９】
　つまり、端子位置５２の接続端子とワイヤー接続される第４ワイヤー接続用電極４ｂは
、第３バンプ接続用電極３ａとペアになっている。これにより、先の例ほど顕著ではない
としても、第４ワイヤー接続用電極４ｂが第４バンプ接続用電極４ａとペアである場合に
比べ、実装方法の変更による接続端子の設計変更は小さくなっている。
【００７０】
　このように、半導体素子１０を裏返してた場合に実装基板の設計変更を小さくするため
には、例えば、一つの領域のワイヤー接続用電極と、該一つの領域に隣接する領域のバン
プ接続用電極とをペアとすればよい。
【００７１】
　具体的に個々に述べるとすれば、図１に平面図を示す半導体素子１０において、第１ワ
イヤー接続用電極１ｂと第２バンプ接続用電極２ａ、第１バンプ接続用電極１ａと第２ワ
イヤー接続用電極２ｂ、第３ワイヤー接続用電極３ｂと第４バンプ接続用電極４ａ、第３
バンプ接続用電極３ａと第４ワイヤー接続用電極４ｂ、というようにペアとし、それぞれ
基板１１に備えられた集積回路に対して同じ接続機能を有するようにする。
【００７２】
　以上、第１ワイヤー接続用電極１ｂ等をいずれも一つずつのみ示して説明したが、これ
らの電極は図１のように複数ずつ備えられている。よって、以上の説明と同様の選択によ
って複数のペアを作れば良い。
【００７３】
　尚、図３には示されていないが、ダミー電極１ｃ～４ｃについても、実装基板３２ａ上
に設けられた放熱用電極にバンプを介して接続される。これにより、半導体素子１０から
実装基板３２ａへの放熱効率を向上することができる。また、図１に示した通り、ダミー
電極１ｃ～４ｃを主面１１ａのコーナー部に設けると共にバンプ接続用電極１ａ～４ａよ
りも大きくするのがよい。これにより、半導体素子１０の実装基板３２ａへの固定を確実
にすると共に、放熱の効率を更に向上することができる。
【００７４】
　また、半導体素子１０の向き（実装基板に対して各領域を配置させる向き）の認識、裏
表を反転する操作等には、第１ダミー基板１ｃに設けた認識マークを活用することができ
る。
【００７５】
　尚、本実施形態では基板１１が正方形である場合を説明したが、これには限らない。例
えば、長方形の基板１１を用いて構成された半導体素子であっても良い。また、第１領域
１～第４領域４が主面１１ａを４等分する（具体例として、向かい合う辺の中点同士を結
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ぶ二本の直線２０及び２１により分割する）ものとして説明し、これは望ましい形態であ
る。しかし、このように厳密に４等分することが不可欠というものではない。
【００７６】
　　（変形例）
　以下に、前記実施形態の変形例を説明する。
【００７７】
　前記実施形態においては、図４（ａ）及び（ｂ）に示す通り、第１領域１と第２領域２
との境界線に沿う軸６１によって半導体素子１０を裏返す場合を説明した。しかし、図５
（ａ）及び（ｂ）に示すように、正方形の基板１１を有する半導体素子１０は、その対角
線に沿う軸６２によって裏返すことも可能である。
【００７８】
　この場合、半導体素子１０を裏返したとしても、第１領域１及び第３領域３については
、裏返しの前後で実装基板上での配置が変わらない。第２領域２及び第４領域４は、裏返
しの前後で配置が逆になる。
【００７９】
　この場合も、裏返す前後において実装基板上の同じ部分に位置することになる領域同士
に含まれるワイヤー接続用電極及びバンプ接続用電極をペアとして、集積回路に大して同
じ接続機能を有するようにする。
【００８０】
　例を挙げると、第１領域１は半導体素子１０を裏返しても同じ配置になるのであるから
、第１ワイヤー接続用電極１ｂと第１バンプ接続用電極１ａとをペアにする。これにより
、端子位置５３にあった接続端子の設計変更は小さなものとなる。
【００８１】
　また、第２領域２の位置には半導体素子１０を裏返すと第４領域４が配置されるのであ
るから、第２ワイヤー接続用電極２ｂと第４バンプ接続用電極４ａとをペアにする。これ
により、端子位置５４にあった接続端子の設計変更は、やはり小さなものとなる。
【００８２】
　また、この場合も、回転の軸６２を挟んで互いに反対側にあるワイヤー接続用電極とバ
ンプ接続用電極とをペアとするのがよい。例えば、図５（ａ）及び（ｂ）において、軸６
２に対して第１ワイヤー接続用電極１ｂと同じ側に位置する他の第１バンプ接続用電極１
ｘを考える。該他の第１バンプ接続用電極１ｘと第１ワイヤー接続用電極１ｂとがペアで
ある場合、第１バンプ接続用電極１ａと第１ワイヤー接続用電極１ｂとがペアである場合
に比べて、図５（ｂ）に示される通り、端子位置５３の接続端子に関して要求される設計
変更は大きくなる。
【００８３】
　このため、半導体素子を裏返す際の軸を挟んで反対側にあるワイヤー接続用電極とバン
プ接続用電極とをペアとするのが良い。尚、正方形である主面１１ａの対角線を回転の軸
６２にしているため、軸６２は主面１１ａを線対称に分割している。このような軸の取り
方は望ましいものであるが、これに限定するわけではない。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明の半導体素子は、ワイヤー接続及びバンプ接続のいずれの実装方法によっても実
装可能であると共に、実装基板における小さな設計変更によって実装方法を変更すること
ができ、低コストで使いやすい半導体素子として有用である。また、このような半導体素
子を実装した半導体装置は、低コストな半導体装置として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る半導体素子の平面構成を示す図である。
【図２】図２は、図１の半導体素子をワイヤー接続によって実装基板に実装した半導体装
置の断面を示す図である。
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【図３】図３は、図１の半導体素子をバンプ接続によって実装基板に実装した半導体装置
の断面を示す図である。
【図４】図４（ａ）及び（ｂ）は、図１の半導体素子をワイヤー接続した場合とバンプ接
続した場合について、実装基板上の接続端子に必要とされる設計変更の程度を説明する図
である。
【図５】図５（ａ）及び（ｂ）は、図４（ａ）及び（ｂ）と同様に、図１の半導体素子の
実装方法を変更した際の実装基板における設計変更に関して説明する図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１　　　　　　第１領域
　１ａ　　　　　第１バンプ接続用電極
　１ｂ　　　　　第１ワイヤー接続用電極
　１ｃ　　　　　第１ダミー基板
　１ｘ　　　　　他の第１バンプ接続用電極
　２　　　　　　第２領域
　２ａ　　　　　第２バンプ接続用電極
　２ｂ　　　　　第２ワイヤー接続用電極
　２ｃ　　　　　第２ダミー基板
　３　　　　　　第３領域
　３ａ　　　　　第３バンプ接続用電極
　３ｂ　　　　　第３ワイヤー接続用電極
　３ｃ　　　　　第３ダミー電極
　４　　　　　　第４領域
　４ａ　　　　　第４バンプ接続用電極
　４ｂ　　　　　第４ワイヤー接続用電極
　４ｃ　　　　　第４ダミー電極
１０　　　　　　半導体素子
１１　　　　　　基板
１１ａ　　　　　主面
２０、２１　　　破線
３２　　　　　　実装基板
３２ａ　　　　　実装基板
３３　　　　　　接続端子
３３ａ　　　　　接続端子
３４　　　　　　外部接続端子
３５　　　　　　貫通電極
３６　　　　　　外部接続用バンプ
３７　　　　　　ワイヤー
３８　　　　　　封止樹脂
３８ａ　　　　　封止樹脂
４１　　　　　　バンプ
４２　　　　　　端子位置
４２　　　　　　配線
５１～５４　　　端子位置
６１、６２　　　軸
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