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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウエハレベルの加工により半導体装置を製造する半導体装置の製造方法であって、
　半導体ウエハの電極端子形成面に、電極パッドを露出させて絶縁層を形成し、前記電極
パッドおよび前記絶縁層の表面を下地金属層によって被覆する工程と、
　前記下地金属層の表面に、前記電極パッドと電気的に接続する再配線パターンを形成す
るためのレジストパターンを形成する工程と、
　前記下地金属層の表面に再配線パターンとなる導電層を形成する工程と、
　前記レジストパターンを除去した後、前記再配線パターン上の外部接続端子を形成する
部位を露出させるレジストパターンを形成する工程と、
　前記再配線パターンが露出する前記レジストパターンに形成された露出穴内に、前記下
地金属層をめっき給電層とする銅めっきにより外部接続端子として銅ポストを形成する工
程とを備え、
　半導体ウエハを構成する個々の半導体チップについての検査結果に基づいて、良品と判
定された半導体チップについては、上記各工程により、再配線パターンを介して前記電極
パッドと外部接続端子とを電気的に接続し、
　不良品と判定された半導体チップについては、前記下地金属層の表面に再配線パターン
を形成するためのレジストパターンを形成する工程と、前記下地金属層の表面に再配線パ
ターンとなる導電層を形成する工程との中間工程として、前記レジストパターンを形成し
た状態において前記下地金属層が露出する部位をレジストにより被覆し、
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　前記再配線パターン上の外部接続端子を形成する部位を露出させるレジストパターンを
形成する工程と、前記外部接続端子を形成する工程とを施すことにより、前記電極パッド
と外部接続端子とを電気的に遮断することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記不良品と判定された半導体チップについて、前記下地金属層が露出する部位をレジ
ストにより被覆する方法として、前記下地金属層が露出する部位にレジストを塗布し、再
配線パターンを形成する部位をレジストにより被覆することを特徴とする請求項１記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記下地金属層の表面に、前記電極パッドと電気的に接続する再配線パターンを形成す
るためのレジストパターンを形成する工程において、ネガタイプのレジストを使用し、
　良品と判定された半導体チップについては、マスクを使用して再配線パターンを形成す
る部位については光を照射せず、
　前記不良品と判定された半導体チップについては、前記下地金属層が露出する部位をレ
ジストにより被覆する工程にかえて、再配線パターンを形成する部位についても光を照射
し、再配線パターンを形成する部位にレジストが残るようにすることを特徴とする請求項
１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の製造方法に関し、より詳細には、ウエハレベルの加工によって製
造する半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウエハレベルの加工によって半導体装置を製造する方法は、チップサイズパッケージな
どの半導体装置を製造する方法として行われている。たとえば、ウエハレベルの加工を利
用してチップサイズパッケージを製造する方法として、半導体ウエハの状態で半導体ウエ
ハに形成されている個々の半導体チップの電極端子と電気的に接続する再配線パターンを
形成し、再配線パターンと電気的に接続する外部接続端子を形成した後、半導体ウエハの
外部接続端子が形成された面を樹脂によって封止し、封止後に樹脂とともに半導体ウエハ
を個片に切断してチップサイズの半導体装置を製造する方法が知られている（たとえば、
特許文献１参照）。
【０００３】
　このようなウエハレベルでの加工によって半導体装置を製造する方法においては、半導
体ウエハ上に、同一構造の半導体装置が縦横に整列された配置で多数個形成される。これ
らの半導体装置は個片に切断された後、基板等に実装されることになるのであるが、基板
等に実装する前に、あらかじめ半導体装置の電気的特性等の良、不良が検査により判定さ
れ、良品のみ実装される。なお、製品の良、不良の判定のための検査は、実際には、製造
工程の各段階で行われるものであり、たとえば、半導体ウエハを製造した段階で半導体ウ
エハに作り込まれている個々の半導体チップの電気的特性等の良、不良といった検査も行
われる（たとえば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開平１０－７９３６２号公報
【特許文献２】特開平８－３３０３１３号公報
【特許文献３】特開２００４－３１４６３号公報平
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように、半導体装置の製造工程では各製造段階で製品検査が行われ、たとえば半
導体ウエハを製作した段階でも個々の半導体チップの特性が試験されるのであるが、従来
のウエハレベルの半導体装置の製造工程では、半導体ウエハの段階での検査結果に関わら
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ず、不良と判定された半導体チップについても、良品と判定された半導体チップと同様に
、一括して再配線パターンや外部接続端子を形成している。これは不良と判定された半導
体チップ上にのみ、再配線パターン等を形成しないようにすることが製造工程上困難なた
めである。一般的に、再配線パターンを形成するためのレジストパターンは、露光マスク
を用いたフォトリソグラフィー工程によって形成する。したがって、不良チップ上にレジ
ストパターンを形成しないように露光するには、不良チップの位置に合わせて非露光部分
を設けるといった特別な形状のマスクを用意しなければならない。不良チップの発生位置
は半導体ウエハごとに異なるから、このようなマスクを用意することは実際上不可能であ
る。
　そして、所要の再配線パターンや外部接続端子を形成した後、半導体ウエハに形成され
ている個々の半導体装置の電気的特性や外観等を検査している。
【０００５】
　このように、従来は、半導体ウエハの段階での半導体チップの検査結果にかかわらずウ
エハレベルで再配線パターン等を形成して半導体装置を製造しているために、半導体装置
を形成した段階で製品検査する際に正確な検査ができなかったり、検査装置を損傷させて
しまったり、他の良品の半導体装置に悪影響を与えたりするという問題があった。
　たとえば、不良品の半導体チップが電気的に短絡しているような場合に、半導体装置の
バーンインを行ったりすると、その半導体チップを搭載した半導体装置に過電流が流れて
検査装置を損傷してしまったり、その半導体装置の近傍の半導体装置に悪影響を及ぼして
良品であったものを不良品にしてしまったりするという問題が生じる。
【０００６】
　そこで、本発明はこれらの課題を解決すべくなされたものであり、その目的とするとこ
ろは、ウエハレベルの加工によって半導体装置を製造する工程において、半導体装置を製
造した後の電気的特性等を検査する際に、検査装置を損傷させてしまったり、良品の半導
体装置に悪影響を及ぼしたりすることなく的確な検査を行うことを可能にする半導体装置
の製造方法を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記目的を達成するため次の構成を備える。
　すなわち、ウエハレベルの加工により半導体装置を製造する半導体装置の製造方法であ
って、半導体ウエハの電極端子形成面に、電極パッドを露出させて絶縁層を形成し、前記
電極パッドおよび前記絶縁層の表面を下地金属層によって被覆する工程と、前記下地金属
層の表面に、前記電極パッドと電気的に接続する再配線パターンを形成するためのレジス
トパターンを形成する工程と、前記下地金属層の表面に再配線パターンとなる導電層を形
成する工程と、前記レジストパターンを除去した後、前記再配線パターン上の外部接続端
子を形成する部位を露出させるレジストパターンを形成する工程と、前記再配線パターン
が露出する前記レジストパターンに形成された露出穴内に、前記下地金属層をめっき給電
層とする銅めっきにより外部接続端子として銅ポストを形成する工程とを備え、半導体ウ
エハを構成する個々の半導体チップについての検査結果に基づいて、良品と判定された半
導体チップについては、上記各工程により、再配線パターンを介して前記電極パッドと外
部接続端子とを電気的に接続し、不良品と判定された半導体チップについては、前記下地
金属層の表面に再配線パターンを形成するためのレジストパターンを形成する工程と、前
記下地金属層の表面に再配線パターンとなる導電層を形成する工程との中間工程として、
前記レジストパターンを形成した状態において前記下地金属層が露出する部位をレジスト
により被覆し、前記再配線パターン上の外部接続端子を形成する部位を露出させるレジス
トパターンを形成する工程と、前記外部接続端子を形成する工程とを施すことにより、前
記電極パッドと外部接続端子とを電気的に遮断することを特徴とする。
【０００８】
　また、前記不良品と判定された半導体チップについて、前記下地金属層が露出する部位
をレジストにより被覆する方法として、前記下地金属層が露出する部位にレジストを塗布
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し、再配線パターンを形成する部位をレジストにより被覆することを特徴とする。
【０００９】
　また、前記下地金属層の表面に、前記電極パッドと電気的に接続する再配線パターンを
形成するためのレジストパターンを形成する工程において、ネガタイプのレジストを使用
し、良品と判定された半導体チップについては、マスクを使用して再配線パターンを形成
する部位については光を照射せず、前記不良品と判定された半導体チップについては、前
記下地金属層が露出する部位をレジストにより被覆する工程にかえて、再配線パターンを
形成する部位についても光を照射し、再配線パターンを形成する部位にレジストが残るよ
うにすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る半導体装置の製造方法によれば、ウエハレベルの加工によって半導体装置
を形成する際に、半導体ウエハでの検査結果に基づいて、不良品と判定された半導体チッ
プについては、良品と判定された半導体チップとは別に、後工程での検査やバーンインの
際に検査装置を損傷したり、良品の半導体装置に悪影響を及ぼさない処理を施すことによ
って、検査装置の損傷等を回避して確実な検査等を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の好適な実施の形態について添付図面にしたがって詳細に説明する。
　図１～３は、ウエハレベルの加工方法によって半導体装置を形成する工程例を示す。図
１(a)は、半導体ウエハ１０の電極端子形成面の構成を示すもので、半導体ウエハ１０の
表面がパッシベーション膜１２によって被覆され、アルミニウムの電極パッド１４がパッ
シベーション膜１２から露出している状態を示す。図１(b)は、パッシベーション膜１２
の表面に絶縁層１６を形成した状態を示す。絶縁層１６はパッシベーション膜１２の表面
をポリイミドフィルム等の絶縁材料により被覆し、電極パッド１４を露出させることによ
って形成することができる。
【００１２】
　図１(c)は、次に、電極パッド１４および絶縁層１６の表面を下地金属層１８によって
被覆した状態を示す。下地金属層１８は、たとえばクロムをスパッタリングし、次いで銅
をスパッタリングすることによって形成する。
　図１(d)は、下地金属層１８の表面に所定パターンで再配線パターンを形成するための
レジストパターン２０を形成した状態を示す。
　図１(e)は、下地金属層１８をめっき給電層として銅めっきを施し、下地金属層１８の
露出部分に再配線パターン２２となる導体層を形成した状態である。図１(f)は、レジス
トパターン２０を除去した状態を示す。再配線パターン２２は電極パッド１４と電気的に
接続された状態で形成されている。
【００１３】
　図２は、再配線パターン２２上に外部接続端子を形成する工程を示す。図２(a)は、外
部接続端子をめっきによって形成するため、再配線パターン２２上で外部接続端子を形成
する部位を露出させるようにレジストパターン２４を形成した状態を示す。２４ａが再配
線パターン２２が底面に露出する露出穴である。
　図２(b)は、下地金属層１８をめっき給電層とする銅めっきを施して、露出穴２４ａに
銅めっきを盛り上げ、銅ポスト２６を形成した状態を示す。
　図２(c)は、銅ポスト２６の頂部の露出端面にバリアメタル層２８を被着形成した状態
を示す。バリアメタル層２８は、たとえばニッケルめっきおよび金めっきをこの順に施し
て形成することができる。
【００１４】
　図２(d)は、レジストパターン２４を除去した状態を示す。レジストパターン２４を除
去することによって外部接続端子３０が外部に露出し、半導体ウエハ１０の表面には下地
金属層１８と下地金属層１８の表面に形成された再配線パターン２２が露出する。
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　図２(e)は、下地金属層１８の露出部分をエッチングし、半導体ウエハ１０の表面に絶
縁層１６を露出させ、絶縁層１６の表面に再配線パターン２２が所定の独立したパターン
に形成された状態としたものである。下地金属層１８のうち再配線パターン２２によって
被覆されている部位が絶縁層１６上に残り、再配線パターン２２は電極パッド１４と電気
的に接続され、外部接続端子３０は再配線パターン２２を介して電極パッド１４と電気的
に接続される。
【００１５】
　図３は、上述した外部接続端子３０が形成された半導体ウエハ１０の電極端子形成面を
樹脂によって封止する工程を示す。
　図３(a)は、樹脂封止装置の下型側に外部接続端子３０が形成された半導体ウエハ１０
をセットした状態を示す。４０が上型、４１が内側下型、４２が外側下型である。４３は
上型４０の成型面を被覆するためのテンポラリフィルムである。半導体ウエハ１０は外部
接続端子３０を形成した面を上型４０に向けて配置し、半導体ウエハ１０の上に樹脂タブ
レット４４を供給する。
【００１６】
　図３(b)は、金型により半導体ウエハ１０をクランプ開始した状態を示す。上型４０と
外側下型４２とで半導体ウエハ１０の外周囲を閉止した後、内側下型４１と上型４０とで
樹脂タブレット４４とともに半導体ウエハ１０がクランプされ、キャビティ４５内に、加
熱されて溶融した樹脂４４ａが徐々に充填されていく。
　図３(c)は、金型を型締め位置までクランプし、キャビティ４５の全体に完全に樹脂４
４ａが充填され、半導体ウエハ１０が圧縮成形された状態を示す。
　図３(d)は、樹脂４４ａが硬化した後、型開きした状態を示す。こうして、半導体ウエ
ハ１０の外部接続端子３０が形成された面が樹脂４４ａによって完全に封止された状態に
なる。テンポラリフィルム４３を介して樹脂封止したことにより、外部接続端子３０の端
面が樹脂４４ａの表面で露出している。
【００１７】
　半導体ウエハ１０の外部接続端子３０が形成された面を樹脂４４ａによって封止した後
、テンポラリフィルム４３を剥離し、外部接続端子３０の端面にはんだボール４６を接合
する。その後、半導体チップの領域ごとに、樹脂４４ａとともに半導体ウエハ１０を切断
することによって個片の半導体装置が得られる。
　図４(a)は、外部接続端子３０の端面にはんだボール４６を接合した状態と、半導体ウ
エハ１０を個片に切断した半導体装置５０（チップサイズパッケージ）の構成を示す。１
０ａが個片に切断された半導体チップである。
　図４(b)は、半導体装置５０の外部接続端子３０が形成された面が樹脂４４ａによって
封止され、はんだボール４６および外部接続端子３０が再配線パターン２２を介して半導
体チップの電極パッド１４と電気的に接続されている状態を拡大して示す。
【００１８】
　以上説明した半導体装置の製造方法は、ウエハレベルの加工によって半導体装置を製造
する製造工程例を示すものであるが、発明に係る半導体装置の製造方法は、上記のように
ウエハレベルで再配線パターン２２を形成したり、外部接続端子３０を形成したりする処
理を行う際に、半導体ウエハ１０を製作した段階で個々の半導体チップを検査した結果に
基づき、不良品と判定された半導体チップについては上述した良品と判定された半導体チ
ップに対する処理とは異なる処理を行うことを特徴とする。
【００１９】
　すなわち、ウエハレベル加工による場合は、半導体ウエハの全ての半導体チップに対し
て同じように再配線パターン２２を形成したり、めっき処理を施したりするのであるが、
本発明においては、半導体ウエハを製作した段階での検査で、不良品と判定された半導体
チップについては、再配線パターン２２や外部接続端子３０を形成し、樹脂によって封止
して半導体装置を形成した後の検査やバーンインなどの処理の際に検査装置が損傷したり
、良品の半導体装置に悪影響を及ぼさないように、良品の半導体チップとは異なる処理を
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施すようにする。
【００２０】
　良品の半導体チップに対する処理とは異なる処理とは、半導体装置を形成した後の検査
の際に検査装置を損傷したり、バーンインの際に良品の半導体装置に悪影響を及ぼしたり
しないようにする処理の意であるが、たとえば、不良品の半導体チップが電気的に短絡し
ていて検査時に過電流が流れてしまうといった問題を回避するために、不良品の半導体チ
ップと検査装置やバーンイン装置とが電気的に完全に遮断されるようにするといった処理
がある。
【００２１】
　図５は、半導体ウエハの段階で個々の半導体チップの電気的特性等を試験して、半導体
チップの良、不良を判定した結果（ウエハ電気不良マップ）を示す。同図でＦと記載した
区画部分が不良と判定された半導体チップを示す。
　図６は、半導体ウエハ１０の電極端子形成面に再配線パターンを形成した状態を説明的
に示す。同図は、図５で不良と判定された半導体チップの部位については再配線パターン
を形成していないことを示す。なお、図６は説明の便宜上、不良と判定された半導体チッ
プについては外部接続端子を図示していない。不良品と判定された半導体チップについて
は再配線パターン２２を形成しないようにすることにより、検査装置やバーンイン装置と
半導体チップとが電気的に遮断され、不良品の半導体チップが検査装置やバーンイン装置
に悪影響を与えることがない。
【００２２】
　図７は、上述した図１～図４で示した半導体ウエハ１０の電極端子形成面に再配線パタ
ーン２２を形成する際に、不良品と判定された半導体チップの部位について、再配線パタ
ーン２２と電極パッド１４とを電気的に接続させないようにする方法の一例を示す。
　すなわち、図７(a)は、半導体ウエハ１０の表面に絶縁層１６を形成した状態、図７(b)
は半導体ウエハ１０の表面に下地金属層１８を被着した状態、図７(c)は、下地金属層１
８の表面に再配線パターン２２を形成する部位を露出させるようにレジストパターン２０
を形成した状態を示す。これらの工程は図１(a)～(d)までの工程と同一である。
　本方法では、図７(c)の工程の後、不良と判定された半導体チップの部位について、図
７(d)に示すように、再配線パターン２２を形成するため下地金属層１８が露出している
部位にレジスト２０ａを滴下し、下地金属層１８が露出している部分を被覆する。
【００２３】
　図９は、下地金属層１８の表面にレジストパターン２０を形成した状態を斜視図で示し
ている。図９(a)は、再配線パターン２２を形成するために下地金属層１８が露出してい
る部位にレジスト２０ａを滴下した状態、図９(b)は、レジスト２０ａが下地金属層１８
が露出している部分を被覆した状態を示す。下地金属層１８が露出している部分は溝状に
なっているから、レジスト２０ａが溝に沿って流れ、溝を埋めるようにレジスト２０ａが
流れて露出している下地金属層１８の部分を被覆する。
　なお、再配線パターン２２となる露出部分をレジスト２０ａによって被覆する場合に、
不良と判定された半導体チップの表面の全域をレジスト２０ａによって被覆しなくてもよ
く、半導体装置を試験する際に電気的短絡が起きないように所要の再配線パターン２２を
形成する部分のみを被覆する方法でもかまわない。
【００２４】
　図１０は、半導体ウエハの段階で個々の半導体チップを検査した結果に基づいて、半導
体ウエハ１０で不良品と判定された半導体チップの部位にノズル６０を用いてレジスト２
０ａを塗布している状態を示す。半導体ウエハの検査結果はマップデータとして保存され
ているから、レジストパターン２０を形成した半導体ウエハ１０をＸ－Ｙステージ６２上
に吸着して支持し、半導体ウエハ１０の検査結果のマップデータに基づいて不良品の半導
体チップとノズル６０とを位置合わせし、半導体チップの表面にレジスト２０ａを塗布す
ることによって、半導体ウエハ１０で不良品と判定されたすべての半導体チップに図７(d
)に示す処理を施すことができる。
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【００２５】
　図７(e)は、下地金属層１８をめっき給電層として下地金属層１８の露出面に再配線パ
ターン２２となる導体層を形成している工程である。図７(e)では、下地金属層１８がレ
ジスト２０ａによって被覆されているから、下地金属層１８の表面には導体層が形成され
ていないが、良品と判定された半導体チップについては、図１(e)に示すように、下地金
属層１８の表面に再配線パターン２２が形成される。
　再配線パターン２２を形成する工程の後、レジストパターン２０が除去される。図７(f
)は、レジストパターン２０とレジスト２０ａを除去した状態を示す。
【００２６】
　レジストパターン２０とレジスト２０ａを除去した後、図２に示す工程と同一の工程で
外部接続端子３０を形成する。図８に、外部接続端子３０を形成する工程を示す。図２に
示す工程と同様に、レジストパターン２４を形成し（図８(a)）、下地金属層１８をめっ
き給電層としてめっきにより銅ポスト２６を形成して（図８(b)）外部接続端子３０を形
成する。良品のチップについては図２に示すように、再配線パターン２２の上に外部接続
端子３０が形成されるのに対して、不良品の半導体チップについては再配線パターン２２
となる導体層を介することなく下地金属層１８の上に外部接続端子３０が形成される（図
８(c)）。
　下地金属層１８は外部接続端子３０を形成した後、エッチングされて除去されるから、
不良品の半導体チップが形成されている部位については、下地金属層１８は外部接続端子
３０が形成されている部位のみに残り、外部接続端子３０と電極パッド１４とは電気的に
遮断された状態になる（図８(d)）。
【００２７】
　このように、半導体ウエハ１０で不良品と判定された半導体チップの部位についても外
部接続端子３０を形成することは、正常な形状の銅ポスト２６からなる外部接続端子３０
を形成できるという利点がある。電解めっきにより銅ポスト２６からなる外部接続端子３
０を形成する場合は、半導体ウエハ上のめっき条件（電流密度やめっき析出速度）が半導
体ウエハの各部位（ウエハの中央部と周縁部）で均一になるようプロセスが調整されてい
る。したがって、不良チップ上に銅ポスト２６を形成しないようにすると、半導体ウエハ
上の各部位でのめっき条件が不均一となってしまい、良品チップ上にも正常な形状の銅ポ
スト２６を形成できなくなる。これに対して、本実施形態の方法では、再配線パターンを
形成しない場合でも銅ポスト２６が形成されるからこのような問題を回避することができ
る。
　なお、本実施形態では不良チップ上に再配線パターンのめっきを施さないから、厳密に
は半導体ウエハ上でのめっき条件が不均一になる。しかし、再配線パターンのめっき厚（
５～１０μｍ）は、銅ポストの高さ（約１００μｍ）に比較して非常に小さいから実際上
問題にならない。
【００２８】
　また、不良チップ上にも外部接続端子３０が形成されるから半導体ウエハ上に均等に外
部接続端子３０が存在することになる。よって、半導体装置にバーンイン等の検査を施す
際に、検査装置のコンタクトプローブの接触圧が、半導体ウエハ上の各部位の外部接続端
子で均一になり、各外部接続端子とコンタクトプローブの接続が良好に行え、的確な検査
を行うことが可能になる。
　また、不良チップについても外部接続端子３０を形成しておくことで、半導体ウエハ１
０を樹脂によって封止する金型を変更する必要がなく、従来の装置をそのまま利用できる
という利点もある。
【００２９】
　図１１は、不良品と判定された半導体チップについては再配線パターン２２を形成しな
い方法として、ネガタイプのレジストを使用して製造する例を示す。図１１(a)、(b)は図
７(a)、(b)と同一の工程で、半導体ウエハ１０の表面に絶縁層１６を形成し、さらに下地
金属層１８を形成した工程、図１１(c)は、再配線パターン２２を形成するため下地金属
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層１８の表面をネガレジスト２０ｂによって被覆した状態を示す。
　ネガレジストの場合は光を照射した部位が残るから、良品の半導体チップについては、
マスクを使用して再配線パターン２２を形成する部位については光を照射しないようにす
るのに対して、不良品の半導体チップについては、図１１(d)に示すように、再配線パタ
ーン２２を形成する部位についてもレーザ光等の集束した光を照射するようにする。
【００３０】
　図１２は、半導体ウエハ１０の段階での検査結果に基づいて、半導体ウエハ１０の表面
をネガレジスト２０ｂによって被覆した状態（図１１(c)の状態）で、不良品と判定され
た半導体チップの位置にスポット的に光（ＵＶ光）を照射している状態を示す。半導体ウ
エハ１０の検査結果のマップデータに基づいて半導体ウエハ１０をＸ－Ｙステージ６２で
位置決めして移動することによって、光源６４から不良品と判定された半導体チップに光
を照射することができる。不良品の半導体チップについて、再配線パターン２２を形成す
る部位にレジストが残るように光照射する操作は、所定のレジストパターン２０を形成す
るためのマスクを用いた露光工程後に、スポット光照射工程を追加することで行えるから
、作業的な負荷は小さいという利点がある。
　この方法による場合も、不良品と判定された半導体チップについては再配線パターン２
２が形成されず、図７、８に示した工程とまったく同様にして、不良品と判定された半導
体チップについては、電極パッド１４と外部接続端子３０とが電気的に遮断された状態と
することができる。
【００３１】
　図１３は、半導体ウエハ１０の外部接続端子３０を形成した面を樹脂４４ａによって封
止した後、バーンインしている状態を示す。７０が半導体ウエハ１０の支持チャック、７
２がコンタクター、７４がコンタクトバンプ（コンタクトプローブ）である。バーンイン
操作では、支持チャック７０とコンタクター７２とによって樹脂封止後の半導体ウエハ１
０をクランプし、オーブン内で加熱するとともに、各々の半導体装置の外部接続端子３０
にコンタクトバンプ７４を押接して通常の使用電圧よりも高電圧を印加する。
【００３２】
　図１３で５０は半導体チップ１０ａが良品と判定された半導体装置、５１は半導体チッ
プ１０ｂが不良品と判定された半導体装置である。良品の半導体チップ１０ａからなる半
導体装置５０では電極パッド１４と外部接続端子３０とが再配線パターン２２を介して電
気的に接続されているのに対して、不良品の半導体チップ１０ｂからなる半導体装置５１
では、電極パッド１４と外部接続端子３０とは電気的に遮断されていることを示す。前述
したように、不良品と判定された半導体チップについても良品と同様に外部接続端子３０
を形成しておくことで、支持チャック７０とコンタクター７２とによって半導体ウエハ１
０が確実にクランプすることができる。
【００３３】
　本発明に係る半導体装置の製造方法によれば、上述したように不良品と判定された半導
体チップ１０ｂからなる半導体装置５１については、半導体チップ１０ｂと外部接続端子
３０とは電気的に遮断されているから、コンタクター７２と不良品と判定された半導体チ
ップ１０ｂとは電気的に分離され、当該半導体チップ１０ｂに過電流が流れたりすること
が防止される。したがって、バーンイン装置を損傷させたりすることがなく、不良品の半
導体チップが過熱して近傍の良品の半導体チップ１０ａに悪影響を与えたりすることを防
止することが可能となる。
【００３４】
　なお、ウエハレベル加工によって半導体装置を製造する方法は、上述した製造方法に限
られるものではなく他の方法によることも可能であり、チップサイズパッケージの形態に
もいくつかの種類がある。
　たとえば、上記方法では、下地金属層１８を形成し、再配線パターン２２となる導体層
を形成した後、銅めっきによって外部接続端子３０となる銅ポスト２６を形成しているが
、銅ポスト２６を形成するかわりに、再配線パターン２２に単にはんだボールを接合して
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外部接続端子とする方法もある。図１４にその製造方法を示す。
　図１４(a)は、図１(a)～(f)に示す方法と同様にして半導体ウエハ１０の表面に再配線
パターン２２を形成した状態を示す。図１４(b)は半導体ウエハ１０の表面にポリイミド
フィルム等をラミネートして絶縁膜３２を形成し、はんだボールを接合するパッド２２ａ
を露出させた状態を示す。図１４(c)はパッド２２ａにはんだボール３４を接合して外部
接続端子とした状態である。
【００３５】
　この製造方法の場合も、下地金属層の表面に再配線パターンを形成するためのレジスト
パターンを形成する際に、図１０あるいは図１２に示したと同様に、不良品と判定された
半導体チップについては、再配線パターンを形成しないように、下地金属層で再配線パタ
ーンを形成する部位を露出させないことによって再配線パターンが形成されず、はんだボ
ール３４が接合されることがなく、はんだボールと電極パッド１４を外部と電気的に遮断
した状態にすることができる。図１４(d)は、不良チップが形成された部位については再
配線パターン等の金属層が形成されず絶縁層１６が露出すること、したがって、絶縁膜３
２を形成した後、絶縁膜３２の開口部３２ａにはんだボールが接合されない状態になるこ
とを示す（図１４(e)）。
【００３６】
　このように、半導体装置の形態が異なったり、製造方法が異なる場合でも、不良品と判
定された半導体チップについては、半導体装置を組み立てた後の検査装置あるいはバーン
イン装置等に悪影響を及ぼさないように、ウエハレベルで再配線パターンを形成するとい
った工程の際に事前に所要の処理を施すことによって、より確実な検査が可能となり、検
査装置に悪影響を与えたり、良品の半導体装置に悪影響を与えるといった問題を回避する
ことが可能となる。
【００３７】
　なお、上記実施形態は、従来のウエハレベルの半導体装置の製造工程でそのまま適用可
能な方法によって、事前検査によって不良品と判定された半導体チップと、後工程におけ
る検査装置等とが直接的に電気的に接続されることを回避した例を示すものであるが、不
良品の半導体チップと検査装置等とを電気的に遮断する方法は上記実施形態の方法に限ら
れるものではない。たとえば、外部接続端子３０を形成する際に、不良品の半導体チップ
については銅ポスト２６が形成されないように、露出穴２４ａを電気的絶縁体からなる樹
脂材で埋めて、外部接続端子３０と同形態のダミーの外部接続端子を形成するといったこ
とも可能である。この場合には、不良品の半導体チップについても再配線パターン２２を
形成しておいてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】ウエハレベルの加工により再配線パターンを形成する製造工程を示す説明図であ
る。
【図２】ウエハレベルの加工により再配線パターンに外部接続端子を形成する製造工程を
示す説明図である。
【図３】半導体ウエハの外部接続端子が形成された面を樹脂によって封止する方法を示す
説明図である。
【図４】ウエハレベルの加工によって形成した半導体装置の例を示す説明図である。
【図５】半導体ウエハを検査して不良品と判定された半導体チップの配置位置（マップ）
の例を示す説明図である。
【図６】半導体ウエハで不良品と判定された半導体チップに再配線パターンが形成されて
いない状態を示す説明図である。
【図７】レジストを塗布して不良品と判定された半導体チップに再配線パターンが形成さ
れないようにする処理方法を示す説明図である。
【図８】不良品と判定された半導体チップに外部接続端子を形成する工程を示す説明図で
ある。
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【図９】再配線パターンを形成する部位にレジストを塗布して下地金属層を被覆する方法
を示す説明図である。
【図１０】半導体ウエハで不良品と判定された半導体チップにレジストを塗布して再配線
パターンが形成されないようにする処理方法を示す説明図である。
【図１１】ネガレジストを使用して不良品と判定された半導体チップに再配線パターンが
形成されないようにする処理方法を示す説明図である。
【図１２】半導体ウエハで不良品と判定された半導体チップにＵＶ光を照射し、再配線パ
ターンが形成されないようにする処理を施している状態を示す説明図である。
【図１３】半導体装置をバーンインしている状態を示す説明図である。
【図１４】ウエハレベルの加工により半導体装置を製造する他の方法を示す説明図である
。
【符号の説明】
【００３９】
　１０　半導体ウエハ
　１０ａ、１０ｂ　半導体チップ
　１４　電極パッド
　１６　絶縁層
　１８　下地金属層
　２０　レジストパターン
　２０ａ　レジスト
　２０ｂ　ネガレジスト
　２２　再配線パターン
　２４　レジストパターン
　２６　銅ポスト
　２８　バリアメタル層
　３０　外部接続端子
　３２　絶縁膜
　３２ａ　開口部
　３４　はんだボール
　４０　上型
　４１　内側下型
　４２　外側下型
　４４　樹脂タブレット
　４４ａ　樹脂
　５０、５１　半導体装置
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