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目主

電]極付半導体チップ及びその製造方法並びⅡ

積屑した3次元実装モジユール

技術分野

０００1 本発明は、側面電極付半導体チップの構造及びその製造方法並びに側面電極付

半導体チップを積層した3次元実装モジュールの構造に関する。

背景技術

０００2 近年、半導体装置の分野においては、半導体装置の小型化、軽呈化を目的として

単一のパッケージ内に複数の半導体チップを設け、各半導体チップを3次元に積層

するものが多く開発されてきた。このよぅな半導体装置は、例えば、特開平 3 5

7 号公報に記載されているよぅに、マルチチップパッケージ ( CP)、またはマルチ

チップモジュール ( C )と呼ばれ、インターボーザと呼ばれる配線某板に半導体

チップを実装し、インターボーザ同上を相互に接続するとともに、積層して つのモジ

０００3 しかし、特開平 357 号公報に記載された従来技術では、略同一の大きさ

の半導体チップを積層して単一の半導体装置とすることは容易にできるが、各半導

体チップをインターボーザに実装し、さらにインターボーザ間の電気的接続を確保す

るために、複雑な製造工程を要することになる。

０００4 そこで、インターボーザ等の補助的手段を用いることなく半導体チップを3次元に積

層して単一モジュールとするいろいろな方法が提案されている。例えば、特開2００4

０3884 号公報に示されている方法では、次のように半導体チップの3次元実装

を行うことが開示されている。

０００5 半導体チップに切り出す前のウエハの段階で、チップ毎の端子用電極の外側とな

る絶縁屑の位置に垂直な穴を開け、この穴に溶融メッキ法等により金属を充填した後

に、半導体チップを切断、研磨して半導体チップの両面に充填した金属を露出させ、

半導体チップの表面と裏面とを貫通する貫通電極を形成させる。次に、この半導体

チップの表面 (素子形成面) に露出している金属充填部と半導体チップの電極パッド



とを配線で接続し、裏面の金属充填部露出面にも電極を形成する。そして、これらの

半導体チップ同上を重ね合わせて配線と電極を金属接合することにより、積層された

半導体チップの全ての電極パッド相互を接続する。

０００6 しかし、この特開2００4 ０3884号公報に記載されている従来技術では、ウエハ

を研磨して薄くする工程やウエハを切断した後に半導体チップの電極パッドと貫通電

極とを接続する配線を取り付ける等の煩雑な工程を有するため、製造工程が複雑と

なるといぅ問越があった。

０００7 また、特開2００ ０9０6号公報には、積層する各半導体チップの表面の配線

用電極パッドの端面を半導体チップ側面に露出させて接続部とし、これらのパッド端

面相互の間にイン欠ジェット方式によって導電性金属ぺ一ストの配線パターンの描画

形成を行って接続することが開示されている。この方法によれば、積層された半導体

チップの接続を半導体チップの側面を用いて行ぅため、特開2００4 ０3884号公

報に記載された従来技術よりも短い配線で多様な接続を行ぅことが可能となる。また、

製造工程も特開2００4 ０3884号公報に記載された従来技術よりも簡単にできる。

０００8 しかし、特開2００ ０9０6号公報に記載された従来技術は、半導体チップの表

面に形成されたパッドの端面を接続していることから、導電面積が少なくなり電気的

な接続を確保しにれ止いぅ問題があった。また、特開2００ ０9０6号公報には

上記の半導体チップの側面に端面を露出させて側面電極とする方法については開

示がされていない。

０００9 また、特開2００4 ０3884号公報には、半導体チップ表面の電極パッドからチッ

プ周縁部に向かってインかジェット法によって導電性微粒子を含む液体を連続的に

滴下し、半導体チップ表面の電極パッドからチップ側面まで連続する端子を形成す

る方法が開示されている。そして、この方法によって、半導体チップの側面にはシリコ

ン某板と絶縁屑との境界位置あるレソま、それより上側まで端子が形成され、側面電極

が形成される。

００1０ しかし、この特開2００4 ０3884号公報に記載された側面電極は、ウエハから切

り離して完成された半導体チップの表面のそれぞれの電極から側面電極を再配線に

よって形成するものであることから、半導体製造のいわゆる後工程での工数が多くな



ってしまぅといぅ問題があった。

００1 1 一方、ウェハの状態で各半導体チップに側面電極を形成する方法が特開平6 5

665 号公報に記載されている。これは、ウェハの半導体チップ切断用ライン上に電極

形成用の穴を形成し、この穴の中に電極部を形成した後、電極部の形成された切断

用ラインを切断して半導体チップを形成する方法である。ここで、電極形成用の穴は

ウェットェッチング等のウェットプロセス又は、ドライェッチング等のドライプロセス等に

より形成される、電極形成予定領城に収まる大きさの穴よりも 、さな穴である。そして

、この穴の内表面にスパッタ蒸着や真空蒸着、ェッチング等によって電極材を付若さ

せた後、ウェハ切断ラインに従って切断し、半導体チップの側面に電極を形成するも

のである。

００1 2 しかし、特開平6 5665号公報に記載された側面電極の形成方法は、ウェハの状

態で側面電極を形成することができるものの、ウェハ上で隣り合ぅ各半導体チップに

跨って共通の電極を形成して、その共通電極を切断し、各半導体チップに側面電極

を形成していることから、ウェハの状態で各半導体チップのプロービングによる検査

を行ぅことができず、完成した半導体チップの品質を維持することが難い止いぅ問題

があった。

００1 3 例えば、特開平6 5 535 号公報に記載されているよぅに、半導体チップの製造

においては、品質を確保するためにウェハから各半導体チップを切断して形成する

前に、ウェハ上でプロービングによる検査を実施することが一般的に行われている。

近年は、特開平6 5 535 号公報に記載されているよぅに、ウェハの切断ライン上

の切断領城に隣あぅ半導体チップに跨った共通電極を設けて、この共通電極にプロ

ービングピンを当ててプロービング検査を行ぅ技術が提案されているが、隣り合ぅ半

導体チップの隣り合ぅ電極パッドは、例えば、一方が信号電極で他方が電源電極とな

っている等のよぅに、典なる端子となっている場合が多い。このため、共通電極によっ
てプロービング検査が実施できるのは、ウェハ上の隣り合ぅ半導体チップの電極パッ

ドが同一の端子として形成されるよぅにウェハの設計が出来るよぅな比較的簡単な回

路パターンの場合に限られる。

００1 4 従って、特開平6 5665号公報に記載された半導体チップの側面電極の形成方



法では、ウェハの状態で各半導体チップのプロービングによる検査を十分に行ぅこと

ができず、半導体チップの品質を確保することが難い止いぅ問題があった。

００15 以上述べたよぅに、特開平 357 号公報に記載された従来技術では、各半

導体チップをインターボーザに実装してから3 次元実装するために複雑な製造工程

を要し、特開2００4 ０3884 号公報に記載の従来技術では、ウェハを研磨して背く

する工程やウェハを切断した後に半導体チップの電極パッドと貫通電極とを接続す

る配線を取り付ける等の煩雑な工程を有するため、製造工程が複雑となるといぅ問題

があり、特開2００4 ０3884 号公報に記載の他の方法でも、ウェハから切り離して

完成された半導体チップの表面のそれぞれの電極から側面電極を再配線によって

形成するものであることから、半導体製造のいわゆる後工程での工数が多くなってし

まぅといぅ問題があり、特開平6 号公報に記載された半導体チップの側面電

極の形成方法では、ウェハの状態で各半導体チップのプロービングによる検査を十

分に行ぅことができず、半導体チップの品質を確保することが難 、い といぅ問題があっ
た」０

００16 このよぅに、従来技術では、ウェハの状態においてプロービング検査による半導体

チップの品質を確保しつつ側面電極を形成することができないといぅ問題があった。

００17 本発明は、ウェハの状態においてプロービング検査による品質を確保しつつ側面

電極が形成された半導体チップを提供することを目的とする。

発明の開示

００18 本発明の側面電極付半導体チップは、複数の回路領城が形成されている半導体

ウェハを切断して製造する側面電極付半導体チップであって、隣接する前記各回路

領城に跨って配置され、前記各回路領城に電気的に接続される電極を形成し、前記

電極形成の後に隣接する前記各回路領城の間にある切断線に沿って前記半導体ウ

ェハを切断して前記半導体チップに側面電極を形成し、前記切断の後に各半導体

チップをプロービングによって検査して製造することを特徴とする。また、本発明の側

面電極付半導体チップにおいて、前記電極は貫通電極であること、としても好適であ

るし、前記電極は回路領城に配置されたバンプであること、としても好適である。

００19 本発明の3 次元実装モジュールは、複数の回路領城が形成されている半導体ウェ



ハの隣接する前記各回路領城に跨って配置され、前記各回路領城に電気的に接続

される電極を形成し、前記電極形成の後に隣接する前記回路領城の間にある切断

線に沿って前記半導体ウェハを切断して側面電極を形成し、前記切断の後にプロー

ビングによって検査して製造する側面電極付半導体チップの前記各側面電極相互

を電気的に接続して積層したこと、を特徴とする。また、前記各側面電極相互をヮイ

ヤボンディング装置によって接続すること、としても好適である。

００2０ 本発明の側面電極付半導体チップの製造方法は、複数の回路領城が形成されて

いる半導体ウェハを切断して製造する側面電極付半導体チップの製造方法であって

、隣接する前記各回路領城に跨って配置され、前記各回路領城と電気的に接続され

る電極を形成する電極形成工程と、前記電極形成工程の後に隣接する前記回路領

城の間にある切断線に沿って前記半導体ウェハを切断して前記半導体チップに側

面電極を形成する切断工程と、前記切断工程の後に各半導体チップをプロービング

によって検査する検査工程と、を有することを特徴とする。また、本発明の側面電極

付半導体チップの製造方法において、前記電極は貫通電極であること、としても好適

であるし、前記電極は回路領城に配置されたバンプであること、としても好適である。

００2 1 本発明の3次元実装モジュールの製造方法は、複数の回路領城が形成されてレ巧

半導体ウェハの隣接する前記各回路領城に跨って配置され、前記各回路領城に電

気的に接続される電極を形成し、前記電極形成の後に隣接する前記回路領城の間

にある切断線に沿って前記半導体ウェハを切断して側面電極を形成し、前記切断の

後にプロービングによって検査して製造する複数の側面電極付半導体チップを積層

する積層工程と、前記積層工程の後、前記各側面電極相互をヮイヤボンディング装

置によって電気的に接続するヮイヤボンディング工程と、を有することを特徴とする。

また、本発明の3次元実装モジュールの製造方法において、前記ヮイヤボンディング

装置は、積層された前記半導体チップを積層方向に押圧してボンディングを行ぅこと

、としても好適であるし、積層された前記半導体チップの側面角部を前記側面電極に

対するボンディン公ソールの接離方向に保持してボンディングを行ぅこと、としても好

適である。

００22 本発明は、ウェハの状態においてプロービング検査による品質を確保しつつ側面



電極が形成された半導体チップを提供することができるといぅ効果を奏する。

図面の簡単な説明

図 本発明の実施形態における側面電極付半導体チップの製造工程を示す説明

図である。

図2 本発明の実施形態における側面電極付半導体チップの製造工程を平面的に

示した説明図である。

図3 本発明の実施形態における側面電極付半導体チップの斜視図である。

図4 本発明の他の実施形態における側面電極付半導体チップの製造工程を示す

説明図である。

図5 本発明の他の実施形態における側面電極付半導体チップの製造工程を示す

説明図である。

図6A 本発明の実施形態における3次元横屑モジュールの構成を示す説明図であ

る。

図6B 本発明の実施形態における3次元横屑モジュールの構成を示す説明図であ

る。

図6c 本発明の実施形態における3次元横屑モジュールの構成を示す説明図であ

る。

図7A 本発明の実施形態における3次元横屑モジュールにヮイヤボンディングを行ぅ

ヮイヤボンディング装置を示す図である。

図7B 図7 に示す本発明の実施形態における3次元横屑モジュールにヮイヤボン

図8A 本発明の実施形態における3次元横屑モジュールに3次元にヮイヤ配線を行

った3次元横屑モジュールを示す説明図である。

図8B 図8 に示す本発明の実施形態における3次元横屑モジュールに3次元にヮ

イヤ配線を行った3次元横屑モジュールの側面を示す説明図である。

図9 本発明の実施形態における他の3次元横屑モジュールに3次元にヮイヤ配線を

行った3次元横屑モジュールを示す説明図である。

発明を実施するための最良の形熊



００24 図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について説明する。図 及び図2を

参照しながら側面電極付半導体チップの製造工程と構造について説明する。図 は

、ウェハの断面からみた半導体チップの製造工程と構造を示し、図2はウェハの平面

方向から見た半導体チップの製造工程と構造を示している。

００25 図 ( ) 、図2 (a ) に示すよぅに、ウェハには複数の半導体チッ が形成されてい

る。各半導体チッ のウェハの某板 3表面側には、電子回路が形成された回路

部 5と回路部 5の周縁に形成された絶縁部に、回路部 5への信号の入出力ある

いは電源の供給などを行ぅ電極パッド 7が形成されている。図 、図2に示すよぅに、

する。また、各回路部 5の間には、ウエハを切断してそれぞれの半導体チッ を

分割する切断線2 が配置されている。ウエハの切断は有限の刃幅を有するダイヤモ

ンドカッタ一等で行われるので、ウエハを切断する際にはダイヤモンドカッタ一の刃幅

だけウエハは削り取られる。それぞれの半導体チッ の外延を形成している切断

線2 の間の幅 の領城は、この切断によって削り取られる切断領城23となる。上記

の電極パッド 7はその一部が回路領城 4から切断領城23に延出して形成されてい

る。また、ウエハの某板 3の回路部 5と反対側の面には絶縁性のテ一 9が貼り

付けられている。テ一 9はウエハの某板 3を各半導体チッ に切断した際に、

各半導体チッ が分離しないようにするものである。

００26 図 (b) に示すように、回路部 5と電極パッド 7とが形成されたウエハの切断領城

23にエッチング加工、レーザ加工、ブラズマ加工又はドリル等によって穴25を形成

する。穴25は、各半導体チッ の間の切断領城23の中心線と各電極パッド 7の

切断線2 に直角方向の中心線との交点を中心とする位置に設けられ、その直径が

切断領城23よりも大きな直径を有している。したがって、穴25がウエハに形成される

と、穴25の内表面には回路領城 4から切断領城23に延出している電極パッド 7の

端面が露出する。また、本実施形態では、穴25の深さは表面から某板 3までの深さ

で、テープ 9には達しない深さである。これは、穴の深さは側面に形成される電極の

高さとなるため、この側面電極の高さがワイヤボンディング等の方法によって接続でき

る高さであればよいためである。



００2 7 図 (c) に示すよぅに、穴開けの後、穴 の内部にメッキ、ブラズマ等による化学蒸

着法 (C )や、抵抗加熱、電子ビーム、高周波誘導、レーザなどの方法で加執求

若する物理蒸着法 (P )等によって金属を埋め込む。金属は銅や銀等導電性に優

れた金属を用いる。円柱状に穴に埋め込まれた金属は穴 の内面に露出している

電極パッド 7の端面に密着して金属充填電極 2 7を形成し、電極パッド 7 と電気的

に接続される。この際、金属充填電極 2 7は隣り合っている半導体チッ に設けら

れているそれぞれ対向する位置にある電極パッド 7相互も電気的に接続する。この

状態をウェハの平面から見ると、図2 (b ) に示すよぅに、金属充填電極 2 7は、隣接す

る半導体チッ に設けられた電極パッド 7を含む各回路領城 4 に跨って設けら

れ、各電極パッド 7 と接続されている状態となっている。

００2 8 次に、図 (d ) に示すよぅに、ダイヤモンドヵッタ一等の切断手段によって、切断線2

に沿ってウェハを切断する。切断によって削り取られる切断領城 の幅 は穴

に埋め込まれた金属充填電極 2 7の直径よりも狭くなっていることから、切断によって

、各切断線2 に沿って各電極パッド 7 に電気的に接続された側面電極 が露出

する。この切断においては、各半導体チッ7 が分離しないよぅに、半導体チッ

の構成されている某板 3の部分のみを切断し、テ一 の部分までは切断しない。

このよぅにすることによって、ウェハ上の半導体チッ を一体の状態に保つことが

できると共に、隣り合ぅ電極パッド 7相互を接続している金属充填電極 2 7を切断領

城2 3 によって各半導体チッ に属する部分に分けることができる。テ一 は絶

縁性であることから、上記の切断によって、隣り合ぅ半導体チッ の電極パッド 7

同上は電気的に分離されることとなる。この状態をウェハの平面から見ると、図2 (c)

のよぅになる。

００2 9 この状態では、各半導体チッ はテ一 によって一体となっており、且つ、隣

り合ぅ半導体チッ の対向する各電極パッド 7 は互いに電気的に分離された状

態となっている。この状態でプロービングによって各半導体の機能検査を行ぅ。機能

検査は検査用のプローブを各半導体チッ の電極パッド 7又は側面電極 に

接触させて信号を入力してその機能を確認する検査を行ぅ( G )。隣り合ぅ半導体

チッ は電気的に分離されていることから、互いに干渉することなく各半導体チッ



の検査を良好に行ぅことができるれづ効果を奏する。そして、検査の結果不良

となった半導体チッ にはマーキングなどを行ぅ。

００3０ 機能検査が終了したら、図 に示すよぅに、テープ 9から各半導体チッ が

分離され、側面電極3 が各半導体チッ の側面に形成された側面電極付半導

体チッ ０となる。図 こ示すよぅに、この製造された側面電極付半導体チッ

0はチップの各側面に部分円筒状の貫通電極が形成されており、その貫通電極の切

断面が側面電極3 となっている。各側面電極3 は各半導体チップ の回路部 5

の周縁にある絶縁部に形成されているので、それぞれ電気的に分離された電極とし

て機能する。

００3 1 以上述べた、本実施形態では、ウェハの状態で側面電極3 を形成することができ

るので側面電極3 を半導体製造工程のいわゆる前工程において形成することがで

き、半導体チップの実装工程である後工程を簡略にすることができるれづ効果を奏

する。また、側面電極3 はウェハの状態でプロービング機能検査によって品質を確

保してから後工程において半導体の実装をすることができることから、半導体製品の

品質及び歩留まりを向上させることができるれづ効果を奏する。

００32 本実施形態では、穴25はウェハの某板 3の厚みと同じ厚みで説明したが、半導

体チッ の側面に形成される側面電極3 の高さが側面電極3 相互をワイヤボン

ディング等によって接続することができる高さであれば某板 3厚さと同様の深さでは

なく、例えば半分程度の深さとして、某板 3の厚みの半分程度の側面電極を形成す
るよぅにしてもよい。この場合、某板 3の回路部 5の周縁部には絶縁領城が形成さ

れているので、切断線2 に沿った切断も某板 3の厚みと同等の厚さを切断する必、

要はなく、穴25に形成された金属充填電極27の深さよりも深く切断すればよい。この

深さまで切断すれば、隣り合ぅ半導体チッ は電気的に分離されるからである。こ

のよぅな半分高さのカット(ハーフカット) によって側面電極3 を形成して隣り合ぅ各半

導体チッ を電気的に分離した後、先に述べたのと同様の方法によって、各半導

体チッ の機能検査を実施する。この場合も、検査の際には隣り合ぅ各半導体チ

ップが電気的に分離されているので、検査の際に各半導体チッ が相互に干渉

することがなく、良好に検査をすることができる。



００33 一方、ポッテイングによって半導体チッ7 を積層していく場合には、半導体チッ

の電極パッド 7と反対側の面に電極パッド 7と接続できるように電極を貫通、

突出させておく必要がある。このような場合には、穴 はテープ 9まで貫通した穴と

して貫通した側面電極3 であって、テ一 の厚み分だけ側面電極 が突出でき

るようにすることも好適である。このようにしても上記と同様に、検査の際には隣り合う

各半導体チップが電気的に分離されているので、検査の際に各半導体チッ が

相互に干渉することがなく、良好に検査をすることができる。

００34 以上、半導体チッ の表面に電極パッド 7が形成される場合の側面電極 の

形成について説明したが、回路部 5への信号の人出力や電源の供給などを行う電

極は、半導体チッ の表面ではなく、内部にダミー配線として構成される場合もあ

る。このように内部に電極が形成される場合の側面電極 の形成について図4を参

照しながら説明する。図 から図3と同様の部位には同様の符号を付してその説明は

省略する。

００35 図4 (a) に示すように、ダミー配線 8は半導体チッ7 の製造工程の中で、半導体

チッ の内部に形成されている。このため、表面には電極パッド 7は形成されて

いない。ダミー配線 8は表面に形成された電極パッド 7と同様に、回路部 から回

路部 5の周縁にある絶縁部に延び、更に切断線2 を越えて切断領城 まで延び

ている。図4 (b)に示すように、先に図 で説明したと同様に、切断領城 の幅 より

も大きな穴25を開けると、穴2 5の内面には、ダミー配線 8の端面が露出する。図4 (

c ) に示すように、この穴に上記の実施形態と同様に金属を充填して金属充填電極2

7を形成した後、図4 (d) に示すように、切断線2 に沿って切断する。切断によって切

断領城23が削り取られて、切断線2 に沿って側面電極3 が露出、形成される。各

側面電極3 は半導体チッ の厚さの中間位置においてダミー配線 8と電気的

に接続されている。そして、テープ 9に固定された状態で各半導体チッ の機能

検査を行う。先の実施形態と同様、検査の際には隣り合う各半導体チップが電気的

に分離されているので、検査の際に各半導体チッ 相互に干渉することがなく、

良好に検査をすることができる。

００36 上記の実施形態においては、穴25に金属を充填して金属充填電極27を形成し、



その金属充填電極27を切断によって露出させて側面電極3 としているが、穴25と

金属充填電極27の形成を行わずに側面電極3 を形成する実施形態について説明

する。

００37 図5 (a) に示すよぅに、ウェハ上には先に述べた実施形態と同様に半導体チッ

の回路部 5が形成され、その表面には電極パッド 7が形成されている。本実施形

態では、このよぅに形成されたウェハの各電極バッド 7にバン を形成する。各電

極パッド 7は回路部 5から切断領城23に延出して形成されており、各バン 33も

その一端が切断線2 から切断領城23に延出するよぅな形状に構成する。隣接する

電極パッド 7は電気的に分離されているが、各電極パッド 7が接近している場合に

は形成した隣り合ぅバン 33同上が接触し、この結果、隣り合ぅ電極パッド 7相互が

電気的に接続される。

００38 図5 に示すよぅに、各切断線2 に沿ってウェハを切断し、切断領城23を取り除

くことによって、隣り合ぅ電極パッド 7相互の電気的接続が分離される。切断によって

切断面に電極パッド 7及びバン 33の断面が露出する。この露出した各断面は側

面電極3 5を形成する。そして、バン 3 3又は側面電極3 5にプロービング用のプロ

ービングピンを接触させることによって隣り合ぅ電極パッド 7の間の干渉を引き起こさ

ずに半導体チッ の機能検査を実施することができる。

００39 プロービングによる各半導体チッ の機能検査が終了したら、半導体チッ

が分離されないよぅに各半導体チッ をテープ 9に取り付けられたまま、次のダイ

ボンディングなどの工程に送るよぅに構成してもよい。

００4０ この実施形態は、簡便な工程によりウェハの状態で側面電極3 5を形成することが

できると共に、ウェハの状態でプロービングによる機能検査を実施することができ、半

導体の品質を確保することができるといぅ効果を奏する。

００4 1 以上、側面電極付半導体チッ ０の形成について説明したが、以下、図面を参

照しながら上記の側面電極付半導体チッ ０を積層した3次元実装モジュールに

ついて説明する。

００42 図6 から図6Cに側面電極付半導体チッ ０を積層した3次元実装モジュール

の断面を示す。図6 は図 において説明した表面に電極パッド 7を持つ側面電極



付半導体チッ ０を積層して構成した3次元実装モジュールである。この3次元実

装モジュールでは、各側面電極付半導体チッ ０の間を絶縁性の接着剤4 によ

って接着、積層する。各側面電極付半導体チッ ０を上記の接着剤4 によって接

着した後、各側面電極3 の間をワイヤ4 3によって接続することによって3次元実装モ

ジュールを形成することができる。

００43 この3次元実装モジュールは、各側面電極3 の間をワイヤ4 3によって接続している

ので、動作時に側面電極付半導体チッ ０相互に相対的な熱変位が発生しても、

その変位差をボンディングされているワイヤ4 3の変形によって吸収することができる。

これによって、動作中の熱変形に対する耐力の大きな3次元実装モジュールを構成

することができるとレぢ効果を奏する。

００44 図6 は、図5で説明したバン 33と電極パッド 7の側面に露出した面を側面電極

3 5としたタイプの側面電極付半導体チッ ０を、図6 と同様に絶縁性の接着剤4

によって接続したものである。図6 に示した3次元実装モジュールより、側面電極3

5の面積が狭い点と、バン が側面電極付半導体チッ ０の表面に突出してい

る分だけ、積層モジュール全体の高さが高く、接着剤4 の厚さが厚くなっている以外

は、上記の図6 に示す3次元実装モジュールと同様である。

００45 上記の2種類の3次元実装モジュールの実施形態は各側面電極付半導体チッ

０のザイズが略同一で、側面電極3 35も平面上略同一の位置に配置されている

ものであるが、複数の側面電極付半導体チッ ０のザイズが同一で無い場合でも

、各側面電極3 をワイヤ4 3によって接続することによって、自由に3次元実装モジュ
ールを構成することができる。

００46 図6Cは、3屑に積層されている3次元実装モジュールの上層と下層の側面電極付

半導体チップの大きさが、中間層の側面電極付半導体チッ ０の大きさよりも 、さ

くなっている例である。このように、各側面電極付半導体チッ ０の側面電極の平

面的な位置にずれがある場合でも、ワイヤボンディング装置はワイヤ4 3を自由にボン

ディングすることができることから簡便に3次元実装モジュールを構成することができ

るという効果を奏する。特に、複数種類の機飴を持ち、形状の典なる側面電極付半

導体チップを3次元実装する場合に効果が大きい。図6Cに示した実施形態は、中間



屑が 、さくなっている3層構造の場合を示したが、更に多層構造で、大きさが多様で

あってもかまわない。

００47 以下に、図7 及び図7 を参照しながら、側面電極付半導体チッ ０を積層し

た積層体 3０の側面電極3 の間にワイヤボンディングを行うワイヤボンディング装置

2００の構造及びボンディング方法について説明する。

００48 図7 及び図7 は上記のワイヤボンディング装置2００のボンディングステージ周り

の構成を示している。図7 に示すように、ボンディングステージは吸着ステージ5 5と

押し付けステージ59とコーナー保持部6 7によって構成されている。そして、吸着ステ

ージ5 5と押し付けステージ59との間に側面電極付半導体チッ ０を積層した積

層体 3０を挟み込み、コーナー保持部6 7は積層体 3０のボンディング面と反対側

の側面の各角部を側面電極に対するボンディング"ソールの接離方向にザポートする

。吸着ステージ5 5と押し付けステージ59は、積層体 3０の積層方向に配置されてい
る。図7 及び図7 に示した構成では、ボンディング"ソール5 は上下方向に移動し

、積層体 3０は、吸着ステージ5 5と押し付けステージ59によって水平方向に保持さ

れている。

００49 吸着ステージ5 5には、通常のボンディングステージと同様に真空吸着用の吸着穴

5 7が配設されており、積層体 3０をその表面に吸着固定することができるように構成

されている。押し付けステージ59はワイヤボンディング装置のフレームに押し付け方

向に押し付けステージ59を進退移動させる駆動部6 を有している。押し付けステー

、ジ59はこの駆動部6 によって所定の面圧で積層体 3０を積層方向に吸着ステージ

5 5に押し付けて積層体 3０を押圧保持する。

００5０ 吸着ステージ5 5はワイヤボンディング装置に回伝駆動部6 3を有している。また、押

し付けステージ59の駆動部6 にも回伝駆動機構が細み込まれている。回伝駆動部

6 3は、ボンディングソール5 の接離方向が積層体 3０の側面電極3 の面に対して

垂直となるように積層体 3０を回伝させる。また、押し付けステージ59の駆動部6 の

回伝駆動機構は回伝駆動部6 3の回伝と協調して積層体 3０を回伝させる。この回

伝動作によって、積層体 3０の4つの側面の各側面電極3 は順次ボンディングソー

ル5 の接離方向と垂直となる。



００5 1 また、コーナー保持部6 7はワイヤボンディング装置2００のフレームに設けられた直

線駆動部6 9によって、ボンディング"ソール5 の接離方向に移動する。吸着ステージ

5 5と押し付けステージ59によって積層体 3０が回伝して、そのボンディング対象側

面電極の面がボンディング"ソール5 の接離方向と垂直方向になった後に、コーナー

保持部6 7は直線駆動部6 9によって上昇し、積層体 3０のボンディング面対象側面

と反対側の側面の各角部を側面電極に対するボンディング"ソールの接離方向に保

持する。この後、ボンディング"ソール5 によって順次ワイヤ4 3が接続されていく。コ

ーナー保持部6 7がなくともボンディングが行えるような場合には、コーナー保持部6 7

を備えていなくても良い。

００5 2 ワイヤボンディング装置2００は図示しないボンディングヘッドを水平方向に移動さ

せることによってボンディン
、グソール5 の位置を自在に変更することができる。このた

め、上記の回伝動作とボンディングヘッドの水平動作とを協調させることによって、3

次元に積層されている積層体 3０の任意の側面電極3 の面をボンディングソール5

の接離方向と垂直となるように移動させてワイヤ4 3のボンディングをおこなうことが

でき、各側面電極付半導体チッ ０の大きさ、側面電極3 の位置などにかかわら

ず、自由に配線を行うことができるという効果を奏する。

００5 3 図7 及び図7 では、積層体 3０の各側面にワイヤ4 3によって配線を行う実施形

態を示したが、図8 及び図8 に示すようにワイヤ4 3を3次元的に配線して3次元実

装モジュールを形成することもできる。図8 及び図8 は一番上層の側面電極付半

導体チッ ０の側面の側面電極 にワイヤボンディングを了 、刊 、ボンディング"ソー

ル5 を上昇させながら積層体 3０を回伝させ、側面電極 の位置にボンディングツ

ール5 の先端を移動させると共にボンディング"ソール5 の接離方向と側面電極 の

面とが垂直となるようにした後、側面電極 にボンディングを了 、刊 ワイヤ4 3を接続する

。以下、順次 ，s ，と積層体 3０を回伝させながらボンディングを了 、刊 ワイヤ4 3によ

って配線していく。このように、積層モジュールに3次元のワイヤ配線を行って3次元

実装モジュールを構成することができる。

００54 図9は側面電極付半導体チッ ０をポッティングによって複数積層して構成した

積層体 4０を更に重ねてワイヤボンディング装置によって配線したもので、図9の( )



は全体の側面図を示し、図9の(a)及び(b)は図9の(c)に示す積層体 4０の側面電極

3 の部分を拡大して示したものである。図9の (a) (b) に示すように、各側面電極付

半導体チッ ０の側面電極3 は各半導体チップを上下に貫通する貫通電極とし

て構成されており、この貫通電極相互の間に、例えば、金属フィラ一人りの接着剤等

を用いて、ポッティングによって各側面電極付半導体チッ ０の側面電極の貫通

部を電気的に接続して積層体 4０を構成する。このようにして構成された複数の積

層体 4０を、接着剤4 によって接着積層し、その側面電極3 の間をワイヤ4 3によっ
て接続する。更に側面電極3 の接続の後、3次元横屑モジュールをリードフレーム4

7に接着して最上層の電極パッド 7とリードフレーム4 7の電極とをワイヤ4 3によって

接続する。

このようにワイヤボンディング装置2００を用いて側面電極3 にワイヤ4 3を接続する

ことによって、各側面電極付半導体チッ ０の大きさ、側面電極3 の位置などに

かかわらず、3次元横屑モジュールに自由に配線を行うことができるという効果を奏す

る。



請求の範囲

複数の回路領城が形成されている半導体ウェハを切断して製造する側面電極付

半導体チップであって、

隣接する前記各回路領城に跨って配置され、前記各回路領城に電気的に接続さ

れる電極を形成し、前記電極形成の後に隣接する前記各回路領城の間にある切断

線に沿って前記半導体ウェハを切断して前記半導体チップに側面電極を形成し、前

記切断の後に各半導体チップをプロービングによって検査して製造すること

を特徴とする側面電極付半導体チップ。

2 請求項 に記載の側面電極付半導体チップであって、前記電極は貫通電極である
，
一と

を特徴とする側面電極付半導体チップ。

3 請求項 に記載の側面電極付半導体チップであって、前記電極は回路領城に配

置されたバンプであること

を特徴とする側面電極付半導体チップ。

4 複数の回路領城が形成されている半導体ウェハの隣接する前記各回路領城に跨

って配置され、前記各回路領城に電気的に接続される電極を形成し、前記電極形成

の後に隣接する前記回路領城の間にある切断線に沿って前記半導体ウェハを切断

して側面電極を形成し、前記切断の後にプロービングによって検査して製造する側

面電極付半導体チップの前記各側面電極相互を電気的に接続して積層したこと

を特徴とする3次元実装モジュール。

5 請求項4に記載の3次元実装モジュールであって、

前記各側面電極相互をヮイヤボンディング装置によって接続すること

を特徴とする3次元実装モジュール。

6 複数の回路領城が形成されている半導体ウェハを切断して製造する側面電極付

半導体チップの製造方法であって、

隣接する前記各回路領城に跨って配置され、前記各回路領城と電気的に接続され

る電極を形成する電極形成工程と、

前記電極形成工程の後に隣接する前記回路領城の間にある切断線に沿って前記



半導体ウェハを切断して前記半導体チップに側面電極を形成する切断工程と、

前記切断工程の後に各半導体チップをプロービングによって検査する検査工程と

を有することを特徴とする側面電極付半導体チップの製造方法。

7 請求項6に記載の側面電極付半導体チップの製造方法であって、前記電極は貫

通電極であること

を特徴とする側面電極付半導体チップの製造方法。

8 請求項6に記載の側面電極付半導体チップの製造方法であって、前記電極は回

路領城に配置されたバンプであること

を特徴とする側面電極付半導体チップの製造方法。

9 複数の回路領城が形成されている半導体ウェハの隣接する前記各回路領城に跨

って配置され、前記各回路領城に電気的に接続される電極を形成し、前記電極形成

の後に隣接する前記回路領城の間にある切断線に沿って前記半導体ウェハを切断

して側面電極を形成し、前記切断の後にプロービングによって検査して製造する複

数の側面電極付半導体チップを積層する積層工程と、

前記積層工程の後、前記各側面電極相互をヮイヤボンディング装置によって電気

的に接続するヮイヤボンディング工程と、

を有することを特徴とする3次元実装モジュールの製造方法。

０ 請求項9に記載の3次元実装モジュールの製造方法において、

前記ヮイヤボンディング装置は、積層された前記半導体チップを積層方向に押圧し

てボンディングを行ぅこと、

を特徴とする3次元実装モジュールの製造方法。

請求項9に記載の3次元実装モジュールの製造方法において、

前記ヮイヤボンディング装置は、積層された前記半導体チップの側面角部を前記

側面電極に対するボンディン公ソールの接離方向に保持してボンディングを行ぅこと

を特徴とする3次元実装モジュールの製造方法。

請求項 ０に記載の3次元実装モジュールの製造方法において、



前記ヮイヤボンディング装置は、積層された前記半導体チップの側面角部を前記

側面電極に対するボンディン公ソールの接離方向に保持してボンディングを行ぅこと

を特徴とする3次元実装モジュールの製造方法。
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