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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部電極を形成する内部電極形成工程と、
　前記内部電極上に、半導体素子をフリップチップ接続する半導体素子搭載工程と、
　ループ高さが前記半導体素子の高さより高くなるようにワイヤを前記内部電極にワイヤ
ボンディングする配線工程と、
　前記半導体素子と、前記内部電極と、前記ワイヤとを樹脂封止して樹脂封止体を作製す
る樹脂封止工程と、
　前記ワイヤが２つに分割されるまで前記樹脂封止体を削る削り工程と、
　前記樹脂封止体の前記削り工程で削った面に、前記分割されたワイヤのうちの前記内部
電極と接続したワイヤと接続する外部電極を形成する前記外部電極形成工程と、
　前記分割されたワイヤのうちの前記内部電極と接続していないワイヤを取り除くように
前記外部電極を形成した樹脂封止体を切断して分割する分割工程とを備えることを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記内部電極形成工程は、さらにダミー電極を形成し、
　前記配線工程は、ループ高さが前記半導体素子の高さより高くなるように前記内部電極
と前記ダミー電極とをワイヤでワイヤボンディングし、
　前記樹脂封止工程は、前記半導体素子と、前記内部電極と、前記ダミー電極と、前記ワ
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イヤとを樹脂封止して樹脂封止体を作製し、
　前記削り工程は、前記ワイヤが、前記内部電極と接続したワイヤと、前記ダミー電極に
接続したワイヤとに分割されるまで前記樹脂封止体を削り、
　前記分割工程は、前記ダミー電極と前記ダミー電極に接続したワイヤとを取り除くよう
に前記外部電極を形成した樹脂封止体を切断して分割することを特徴とする半導体装置の
製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子を樹脂封止した半導体装置の製造方法に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　受光面と反対側の面に電極端子を設けた光半導体装置が従来技術として知られている（
たとえば、特許文献１）。また、フリップチップ接続で半導体素子を外部電極に接続した
半導体装置が従来技術として知られている（たとえば、特許文献２）。
【特許文献１】特開２００７－５６８７号公報
【特許文献２】特開２００６－２７８９１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に記載されているような従来の光半導体装置では、ワイヤボンディングによ
り配線するため、半導体素子の上面の端子に接続されたワイヤがループを描いた後、半導
体素子の下面側の端子電極と接続する。このため、光半導体装置が大きくなるという問題
点がある。特許文献２に記載の半導体装置では、半導体素子から発生する熱を、バンプを
介して放熱するため、放熱効率が悪いという問題点がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
（１）請求項１の発明の半導体装置の製造方法は、内部電極を形成する内部電極形成工程
と、内部電極上に、半導体素子をフリップチップ接続する半導体素子搭載工程と、ループ
高さが半導体素子の高さより高くなるようにワイヤを内部電極にワイヤボンディングする
配線工程と、半導体素子と、内部電極と、ワイヤとを樹脂封止して樹脂封止体を作製する
樹脂封止工程と、ワイヤが２つに分割されるまで樹脂封止体を削る削り工程と、樹脂封止
体の削り工程で削った面に、分割されたワイヤのうちの内部電極と接続したワイヤと接続
する外部電極を形成する外部電極形成工程と、分割されたワイヤのうちの内部電極と接続
していないワイヤを取り除くように外部電極を形成した樹脂封止体を切断して分割する分
割工程とを備えることを特徴とする。
（２）請求項２の発明は、請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、内部電極形
成工程は、さらにダミー電極を形成し、配線工程は、ループ高さが半導体素子の高さより
高くなるように内部電極とダミー電極とをワイヤでワイヤボンディングし、樹脂封止工程
は、半導体素子と、内部電極と、ダミー電極と、ワイヤとを樹脂封止して樹脂封止体を作
製し、削り工程は、ワイヤが、内部電極と接続したワイヤと、ダミー電極に接続したワイ
ヤとに分割されるまで樹脂封止体を削り、分割工程は、ダミー電極とダミー電極に接続し
たワイヤとを取り除くように外部電極を形成した樹脂封止体を切断して分割することを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　請求項１の発明によれば、外部電極が設けられた面と反対側の面に受光面を備えた半導
体装置を小型化することができる。請求項３の発明によれば、請求項１の半導体装置を容
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易に作製することができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
－第１の実施形態－
　本発明の第１の実施形態の半導体装置について図１を参照して説明する。第１の実施形
態の半導体装置は光検出半導体装置であり、図１は光検出半導体装置１Ａの構成を説明す
るための図である。
【０００７】
　図１において、符号１Ａは光検出半導体装置、２Ａは光検出半導体素子である。光検出
半導体素子２Ａには光検出部２１Ａが設けられている。光検出半導体装置１には、開口部
（以下、受光開口１１Ａと呼ぶ）が形成されており、受光開口１１Ａの底面には光検出半
導体素子２Ａの光検出部２１Ａが露出している。光検出半導体装置１Ａの受光開口１１Ａ
側にはガラス基板３Ａが設けられており、受光開口１１Ａはガラス基板３Ａによって覆わ
れる。光検出半導体装置１Ａは、ガラス基板３Ａを介して受光開口１１Ａに入射したレー
ザ光などの光を光検出部２１Ａで受光して検出する。
【０００８】
　ガラス基板３Ａ側の樹脂８Ａの樹脂表面には内部電極４Ａが設けられており、光検出半
導体素子２Ａは内部電極４ＡとＡｕなどからなるバンプ５Ａによって接続されている。光
検出半導体装置１Ａの受光開口１１Ａ側の面（以下、受光面と呼ぶ）の反対側の面（以下
、実装面と呼ぶ）の樹脂表面には、外部電極６Ａが設けられている。内部電極４Ａと外部
電極６Ａとは略直線のワイヤ７Ａによって接続されている。光検出半導体素子２Ａと内部
電極４Ａとバンプ５Ａとワイヤ７Ａとは、エポキシ樹脂などの樹脂８Ａによって封止され
ている。
【０００９】
　以上のような構造にすることによって、受光面の反対側の面である実装面において外部
電極６Ａを介して回路基板と接続することができる。
【００１０】
　次に、上述した光検出半導体装置１Ａの製造方法について、図２～図５を参照して説明
する。光検出半導体装置１Ａの製造方法は、内部電極形成工程、光検出半導体素子搭載工
程、配線工程、樹脂封止工程、研磨工程、外部電極形成工程および分割工程を備える。
【００１１】
（１）内部電極形成工程
　内部電極形成工程では、光検出半導体装置１Ａの内部電極４Ａを形成する。内部電極形
成工程について、図２を参照して説明する。
【００１２】
　図２（ａ）に示すように、ガラス基板４１の両面の全面にＡｕペースト４２を塗布した
後、Ａｕペースト４２の塗布面にレジスト４３を塗布またはラミネートする。次に、パタ
ーンマスクフィルムを密着させ、紫外線により露光する。そして、現像し、図２（ｂ）に
示すように、内部電極４Ａおよび、後述のダミー電極４４を形成する部分を残してレジス
ト４３をエッチングして除去する。ガラス基板４１の一方の面には電極を形成しないので
、全てのレジスト４３を除去する。
【００１３】
　次に、図２（ｃ）に示すように、レジスト４３で被覆されていない部分のＡｕペースト
４２をエッチングして除去する。そして、レジスト４２をガラス基板４１から剥離した後
、熱処理してＡｕペースト４２を焼き付けることによって、図２（ｄ）に示すように、ガ
ラス基板４１上に内部電極４Ａとダミー電極４４とを形成する。
【００１４】
（２）光検出半導体素子搭載工程
　光検出半導体素子搭載工程では、超音波接合により光検出半導体素子２Ａをガラス基板
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４１の内部電極４Ａ上にフリップチップ接続する。
【００１５】
　ここで、光検出半導体素子２Ａの作製について説明する。光検出半導体素子２Ａの製造
に使用されるウエハには、能動素子として光検出部２１Ａが予め複数形成されている。ウ
エハ上の各素子上に所定個数のバンプ５Ａを形成する。バンプ５Ａは、めっき法によって
ウエハ上に形成される。そして、ウエハをダイシングして個片化し、光検出半導体素子２
を作製する。
【００１６】
　光検出半導体素子搭載工程について図３、図４（ａ）を参照して説明する。ガラス基板
４１上の光検出半導体素子２Ａを搭載する位置において、光検出半導体素子２Ａの外周に
沿うような位置に、額縁状に異方性導電ペースト（ＡＣＰ）４５を塗布する。このとき、
図３（ａ）に示すように、内部電極４Ａ上に異方性導電ペースト４５が塗布される。次に
、図３（ｂ）に示すように、バンプ５Ａが内部電極４Ａ上に載置されるように光検出半導
体素子２Ａをガラス基板４１に搭載し、光検出半導体素子２Ａにボンディングツール５１
を当てる。そして、ボンディングツール５１で光検出半導体素子２Ａを加圧、加熱する。
その結果、バンプ５Ａと内部電極４Ａとが電気的に接続するとともに、異方性導電ペース
ト４５は硬化する（図４（ａ））。
【００１７】
（３）配線工程
　配線工程では、光検出半導体装置１Ａのワイヤ７Ａを形成する。ワイヤ７Ａの形成には
、ワイヤボンディング技術を利用する。たとえば、ネイルヘッドボンディング法によって
ワイヤ７Ａを形成する場合について説明する。ワイヤ７ＡにはＡｕワイヤが使用される。
（i）Ａｕワイヤをキャピラリに通し、Ａｕワイヤの先端を溶融してボールを形成する。
（ii）ボールを内部電極４Ａ上に圧着する。これにより、内部電極４Ａ上にネイルヘッド
が形成される。
（iii）Ａｕワイヤのループ高さが光検出半導体素子２Ａの上面の高さより高くなるよう
にキャピラリを移動した後、キャピラリのエッジでダミー電極４４上にＡｕワイヤを圧着
する。Ａｕワイヤのループ高さは、Ａｕワイヤ先端を溶融しボールを形成する際に形成さ
れる再結晶部の長さによって調整することもできる。
（iv）クランパでＡｕワイヤを引っ張り、切断する。
　以上のようにして、図４（ｂ）に示すように、ループ高さが光検出半導体素子２Ａの上
面の高さより高い、内部電極４Ａとダミー電極４４とを接続したワイヤ７Ａが形成される
。
【００１８】
（４）樹脂封止工程
　樹脂封止工程では、光検出半導体素子２Ａなどを樹脂封止する。樹脂封止するための樹
脂８Ａには、たとえば熱硬化性エポキシ系樹脂が使用される。光検出半導体素子２Ａの外
周部には、異方性導電ペースト４５が塗布されているので、光検出半導体素子２Ａとガラ
ス基板４１との間に樹脂８Ａが流れ込まない。このため、図４（ｃ）に示すように、光検
出部２１Ａの周囲の空間６１は封止用樹脂未充填となり、光検出部２１Ａは封止用樹脂８
Ａに覆われない。そして、樹脂封止したガラス板４１を不図示のオーブンに入れて熱処理
し、樹脂８Ａを硬化させる。以下、図４（ｃ）に示す樹脂８Ａを硬化させたものを樹脂封
止体６２と呼ぶ。
【００１９】
（５）研磨工程
　研磨工程では、樹脂封止体６２の面のうち、ガラス基板４１が設けられている面と反対
側の面６３（以下、上面と呼ぶ）を研磨して、樹脂封止体６２の上面を削る。上述したよ
うに、ワイヤ７Ａのループ高さは光検出半導体素子２Ａの上面の高さより高いので、樹脂
封止体６２の上面を研磨すると、光検出半導体素子２Ａが研磨面６５に現れる前に、ワイ
ヤ７Ａが現れる。さらに研磨すると、図４（ｄ）に示すように、ワイヤ７Ａは、内部電極
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４Ａに接続したワイヤ７Ａと、ダミー電極４４に接続したワイヤ６４とに分割される。後
述する分割工程で、ダミー電極４４とワイヤ６４とは、光検出半導体装置１Ａから切り離
される。したがって、分割代を考慮に入れて、分割された２つのワイヤ７Ａ，６４の研磨
端間の距離が所定距離以上離れる位置まで樹脂封止体６２は研磨される。ワイヤ７Ａのル
ープ高さを調整することによって、上述の位置まで樹脂封止体６２が研磨されても光検出
半導体素子２Ａが研磨されないようにする。
【００２０】
（６）外部電極形成工程
　外部電極形成工程では、樹脂封止体６２の研磨面６５にワイヤ７Ａと接続する外部電極
６Ａを形成する。外部電極６Ａは以下のようにして形成する。
（i）スリットマスク（金属板に孔を形成して作製したマスク）を樹脂封止体６２の研磨
面６５に貼り付ける。
（ii）スパッタ法によって樹脂封止体６２の研磨面６５にＴｉやＰｄなどの金属電極を形
成する。
（iii）スリットマスクを樹脂封止体６２の研磨面６５から外した後、めっき法によって
Ｎｉ層を金属電極上に形成し、その上にめっき法によってＡｕ層を形成する。これにより
、電極の接着強度を増加させる。
　以上のようにして、図５（ａ）に示すように、樹脂封止体６２の研磨面６５に外部電極
６Ａが形成される。
【００２１】
（７）分割工程
　分割工程では、樹脂封止体６２を分割して、光検出半導体装置１Ａを作製する。分割工
程では、図５（ｂ）に示すように、１点鎖線７１に沿って、ダイヤモンドブレード・ダイ
シング法で樹脂封止体６２をダイシングする。そして、図５（ｃ）に示すように、一つの
樹脂封止体６２が分割され、光検出半導体装置１Ａが完成する。
【００２２】
　以上のようにして作製された光検出半導体装置１は、図６に示すような回路基板８１に
半田８２を介して実装される。たとえば、光ディスクの情報を読み込むために照射された
レーザ光ＬＢは、光ディスク面で反射して、ガラス基板３Ａを通過し、光検出半導体装置
１Ａの受光開口１１Ａに入射する。そして、受光開口１１Ａに入射したレーザ光ＬＢは光
検出半導体素子２Ａの光検出部２１Ａで受光され、検出される。
【００２３】
　以上の実施形態による光検出半導体装置１Ａは次のような作用効果を奏する。
（１）半導体素子２Ａの一方の面側の樹脂表面に設けられ、バンプを介して前記半導体素
子の端子電極が接続される内部電極と、半導体素子の他方の面側の樹脂表面に設けられ、
ワイヤを介して前記内部電極が接続され、表面に露出する外部電極とを備えるようにした
。したがって、外部電極６Ａが設けられた面と反対側の面に受光面を備えた光検出半導体
装置１Ａを小型化することができる。
【００２４】
（２）小さな電極でも接続できるネイルヘッドボンディング法によって、ワイヤ７Ａを内
部電極４Ａに接続するようにした。したがって、内部電極４Ａを小さくすることができ、
光検出半導体装置１Ａを小型化することができる。
【００２５】
（３）内部電極４Ａを形成し、光検出半導体素子２Ａを内部電極４Ａ上にフリップチップ
接続し、ループ高さが光検出半導体素子２Ａの高さより高くなるようにワイヤ７Ａを内部
電極４Ａにワイヤボンディングした。そして、光検出半導体素子２Ａと、内部電極４Ａと
、ワイヤ７Ａとを樹脂封止し、ワイヤ７Ａが２つに分割されるまで樹脂封止体６２を削り
、樹脂封止体６２の削った面（研磨面６５）に、分割されたワイヤ７Ａのうちの内部電極
４Ａと接続したワイヤ７Ａと接続する外部電極６Ａを形成した。さらに、分割されたワイ
ヤ７Ａのうちの内部電極４Ａと接続していないワイヤ６４を取り除くように外部電極６Ａ
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を形成した樹脂封止体６２を切断して分割して光検出半導体装置１Ａを製造した。したが
って、小型化可能な光検出半導体装置１Ａを容易に製造することができる。
【００２６】
（４）内部電極４Ａを形成するときにさらにダミー電極４４を形成し、ループ高さが光検
出半導体素子２Ａの高さより高くなるように内部電極４Ａとダミー電極４４とをワイヤ７
Ａでワイヤボンディングするようにした。ワイヤ７Ａの内部電極４Ａと接続していない側
の端も強固に固定されるので、樹脂封止工程で樹脂封止するときにワイヤ７Ａが動くのを
防止することができる。
【００２７】
　以上の実施形態の光検出半導体装置１Ａを次のように変形することができる。
（１）受光開口１１Ａを覆う基板としてガラス基板３Ａを使用したが、検出する光を透過
する基板であればガラス基板３Ａに限定されない。たとえば、プラスチック基板を使用し
てもよい。
【００２８】
（２）内部電極４Ａとワイヤ７Ａとをネイルヘッドボンディング法によって接続したが、
同じくワイヤ７Ａのループ高さを調整できるウェッジボンディング法によって接続するよ
うにしてもよい。
【００２９】
（３）半導体素子の一方の面側の樹脂表面に設けられ、バンプを介して半導体素子の端子
電極が接続される内部電極と、半導体素子の他方の面側の樹脂表面に設けられ、ワイヤを
介して内部電極が接続され、表面に露出する外部電極とを備える半導体装置であれば、光
検出半導体装置に限定されない。
【００３０】
（４）樹脂８Ａはエポキシ系樹脂に限定されない。
【００３１】
（５）研磨面６５にスパッタ法によって金属電極を形成したが、蒸着法で形成してもよい
。また、金属電極の材料もＴｉやＰｄに限定されない。金属電極の上にめっき法で形成す
る金属層もＮｉ層に限定されない。たとえば、Ｎｉ層の代りにＣｕ層を形成するようにし
てもよい。
【００３２】
－参考実施形態－
　本発明の参考実施形態の半導体装置について図７を参照して説明する。図７は半導体装
置１Ｂの構成を説明するための図である。
 
【００３３】
　図７に示すように、半導体装置１Ｂは、半導体素子２Ｂを樹脂８Ｂで封止したものであ
り、半導体装置１Ｂの一方の面には外部電極６Ｂを、他方の面には、ダイパッド９Ｂを備
える。外部電極６Ｂと半導体素子２Ｂの端子２２Ｂとはバンプ５Ｂを介して接続している
。ダイパッド９Ｂの開放面の裏側の面では、半導体素子２Ｂがダイボンディングされてい
る。
【００３４】
　次に、上述した半導体装置１Ｂの製造方法について、図８～図１０を参照して説明する
。半導体装置１Ｂの製造方法は、ダイパッド形成工程、半導体素子搭載工程、バンプ形成
工程、樹脂封止工程、研磨工程、外部電極形成工程、剥離工程および分割工程を備える。
【００３５】
（１）ダイパッド形成工程
　ダイパッド形成工程では、半導体装置１Ｂのダイパッド９Ｂを形成する。ダイパッド形
成工程について、図８を参照して説明する。
【００３６】
　図８（ａ）に示すように、金属板９１の両面にレジスト４２を塗布またはラミネートす
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る。金属板９１には、厚さ約０．１ｍｍの平板状のＪＩＳ規格のＳＵＳステンレス鋼板ま
たはＣｕ板などの可撓性を有する金属薄板が使用される。次に、アクリルフィルムベース
のパターンマスクフィルムを密着させ、紫外線により露光する。そして、現像し、図８（
ｂ）に示すように、ダイパッド９Ｂを形成する部分のレジスト４２を除去する。金属板９
１の一方の面には電極を形成しないので、レジスト４２によって全面が覆われたままであ
る。
【００３７】
　次に、金属板４１をＡｕめっき溶液に浸漬し、めっきにより金属板４１のレジスト４２
によって被覆されていない部分にＡｕ層を形成することによって、図８（ｃ）に示すよう
にダイパッド９Ｂを形成する。そして、図８（ｄ）に示すように、レジスト４２を金属板
９１から剥離する。
【００３８】
（２）半導体素子搭載工程
　半導体素子搭載工程では、ダイパッド９Ｂの上に不図示のダイボンディング材を塗布し
、その上に半導体素子２Ｂを搭載する（図９（ａ））。
【００３９】
（３）バンプ形成工程
　バンプ形成工程では、ダイパッド９Ｂ上に搭載した半導体素子２Ｂの端子２２Ｂ上にバ
ンプ５Ｂを形成する。バンプ５Ｂの形成には、ワイヤボンディング技術を利用する。たと
えば、ネイルヘッドボンディング法によってバンプ５Ｂを形成する場合について説明する
。バンプ５ＢにはＡｕワイヤが使用される。
（i）Ａｕワイヤをキャピラリに通し、Ａｕワイヤの先端を溶融してボールを形成する。
（ii）ボールを半導体素子２Ｂの端子２２Ｂ上に圧着する。
（iii）クランパでＡｕワイヤを引っ張り、切断してバンプを形成する。
（iv）Ａｕワイヤをキャピラリに通し、Ａｕワイヤの先端を溶融してボールを形成する。
（v）ボールをバンプ上に圧着する。
（vi）クランパでＡｕワイヤを引っ張り、切断する。
　以上のようにして、図９（ｂ）に示すように、２つのバンプを重ねたバンプ５Ｂが半導
体素子２Ｂの端子２２Ｂ上に形成される。
【００４０】
（４）樹脂封止工程
　樹脂封止工程では、図９（ｃ）に示すように、バンプ５Ｂを形成した半導体素子２Ｂを
樹脂封止する。樹脂８Ｂには、第１の実施形態と同様に熱硬化性エポキシ系樹脂などが使
用される。以下、図９（ｃ）に示す樹脂８Ｂを硬化させたものを樹脂封止体９２と呼ぶ。
【００４１】
（５）研磨工程
　研磨工程では、樹脂封止体９２の面のうち、ダイパッド９Ｂが設けられている面と反対
側の面（以下、上面と呼ぶ）を研磨して、樹脂封止体９２の上面を削る。図９（ｄ）に示
すように、研磨面９３にバンプ５Ｂが現れ、バンプ５Ｂの一部が削れるまで樹脂封止体９
２は研磨される。
【００４２】
（６）外部電極形成工程
　外部電極形成工程では、樹脂封止体９２の研磨面９３に、バンブ５Ｂと接続するための
外部電極６Ｂを形成する。外部電極６Ｂは、第１の実施形態と同様にスパッタ法とめっき
法とにより形成される（図１０（ａ））。
【００４３】
（７）剥離工程
　剥離工程では、図１０（ｂ）に示すように、樹脂封止体９２から金属板９１を剥離する
。上述したように金属板９１は可撓性を有するので、容易に取り外すことができる。
【００４４】
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（８）分割工程
　分割工程では、金属板９１を剥離した樹脂封止体９２を分割して、半導体装置１Ｂを作
製する。分割工程では、図１０（ｃ）に示すように、１点鎖線９４に沿って、ダイヤモン
ドブレード・ダイシング法で樹脂封止体９２をダイシングする。そして、図１０（ｄ）に
示すように、一つの樹脂封止体９２が分割され、半導体装置１Ｂが完成する。
【００４５】
　以上のようにして作製された半導体装置１Ｂの外部電極６Ｂは、図１１に示すように、
回路基板９５の電極９６と半田９７を介して実装される。一方、半導体装置１Ｂのダイパ
ッド９Ｂは、回路基板９５を被せた放熱板９８と半田９９を介して接続される。このよう
にすることによって、半導体素子２に発生した熱は速やかに放熱板９８で伝導され、放熱
される。
【００４６】
　以上の実施形態による半導体装置１Ｂは次のような作用効果を奏する。
（１）半導体素子２Ｂの一方の面側の樹脂表面に設けられ、バンプ５Ｂを介して半導体素
子２Ｂの端子２２Ｂが接続され、表面に露出する外部電極６Ｂと、半導体素子２Ｂの他方
の面が接続され、表面に露出するダイパッド９Ｂとを備えるようにした。したがって、バ
ンプ５Ｂで外部電極６Ｂと接合した半導体素子２Ｂが発生する熱を効率的に放熱すること
ができる。
【００４７】
（２）半導体素子２Ｂの端子２２Ｂと外部電極６Ｂとを２つのバンプ５Ｂを介して接続す
るようにした。これにより、研磨面９３と半導体素子２Ｂとの間の距離を広げることがで
きるので、研磨工程で削りすぎて半導体素子２Ｂが研磨されるのを防止することができる
。
【００４８】
（３）可撓性を有する金属板９１上にダイパッド９Ｂを形成し、ダイパッド９Ｂ上に半導
体素子２Ｂを搭載し、ダイパッド９Ｂ上に搭載した半導体素子２Ｂにバンプ５Ｂを形成し
た。そして、半導体素子２Ｂと、バンプ５Ｂと、ダイパッド９Ｂとを樹脂封止して樹脂封
止体９２を作製し、バンプ５Ｂが表面に現れ、バンプ５Ｂの一部が削れるまで樹脂封止体
９２を削った。さらに、樹脂封止体９２の削り面（研磨面９３）に、バンプ５Ｂと接続す
る外部電極６Ｂを形成し、樹脂封止体９２から金属板９１を剥離し、樹脂封止体９２を切
断して分割して、半導体装置２Ｂを作製するようにした。したがって、半導体素子２Ｂの
放熱性に優れた半導体装置２Ｂを容易に作製することができる。
【００４９】
　以上の実施形態の半導体装置１Ｂを次のように変形することができる。
（１）金属板９１を樹脂封止体９２から剥がしたが、金属板９１を剥がさないで、そのま
ま樹脂封止体９２を分割してもよい。図１２に示すように、金属板９１が半導体素子２Ｂ
の放熱板となり、半導体装置１Ｃのダイパッド９Ｂ側の面の面全体で放熱できるので、さ
らに放熱効率が高くなる。
【００５０】
（２）ダイパッド９Ｂ上に搭載した半導体素子２Ｂに形成するバンプの重ねる数は２つに
限定されず、半導体装置２Ｂの厚みや樹脂封止体９２を削る削り精度によって適宜選択す
ることができる。半導体装置２Ｂの厚みを厚くする場合は、重ねるバンプの数を多くし、
薄くする場合は、重ねるバンプの数を少なくする。また、樹脂封止体９２を削る削り精度
が悪い場合、半導体素子２Ｂが削れるのを防止するために重ねるバンプの数を多くする。
【００５１】
（３）樹脂８Ｂはエポキシ系樹脂に限定されない。
【００５２】
（４）研磨面９３にスパッタ法によって金属電極を形成したが、蒸着法で形成してもよい
。また、金属電極の材料もＴｉやＰｄに限定されない。金属電極の上にめっきで形成する
金属もＮｉ層に限定されない。たとえば、Ｎｉ層の代りにＣｕ層を形成するようにしても
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【００５３】
　以上の説明はあくまで一例であり、発明は、上記の実施形態に何ら限定されるものでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１の実施形態の半導体装置の構成を説明するための図である。
【図２】内部電極形成工程を説明するための図である。
【図３】光検出半導体素子の内部電極への搭載を説明するための図である。
【図４】光検出半導体素子搭載工程、配線工程、樹脂封止工程および研磨工程を説明する
ための図である。
【図５】外部電極形成工程および分割工程を説明するための図である。
【図６】回路基板に実装された光検出半導体装置を説明するための図である。
【図７】本発明の参考実施形態の半導体装置の構成を説明するための図である。
【図８】ダイパッド形成工程を説明するための図である。
【図９】半導体素子搭載工程、バンプ形成工程、樹脂封止工程および研磨工程を説明する
ための図である。
【図１０】外部電極形成工程、剥離工程および分割工程を説明するための図である。
【図１１】回路基板に実装された半導体装置を説明するための図である。
【図１２】放熱板として金属板を設けた半導体装置を説明するための図である。
【符号の説明】
【００５５】
１Ａ　光検出半導体装置
１Ｂ，１Ｃ　半導体装置
２Ａ　光検出半導体素子
２Ｂ　半導体素子
３Ａ，４１　ガラス基板
４Ａ　内部電極
５Ａ，５Ｂ　バンプ
６Ａ，６Ｂ　外部電極
７Ａ　ワイヤ
８Ａ，８Ｂ　樹脂
９Ｂ　ダイパッド
１１Ａ　受光開口
２１Ａ　光検出部
２２Ｂ　端子
４４　ダミー電極
４５　異方性導電ペースト
６２，９２　樹脂封止体
９１　金属板
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