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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面と、前記主面に対向する裏面と、側面と、
　前記主面に形成された集積回路と、
　前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、
　前記絶縁膜から露出し、前記主面に、第１の間隔で配列された複数の電極と、
　前記絶縁膜上に形成された複数の配線であって、各々の一端部が前記複数の電極に電気
的に接続され、各々の他端部が前記第１の間隔より大きい第２の間隔で配列された複数の
配線と、
　前記複数の配線の他端部上に配置され、それぞれが前記複数の配線の他端部に電気的に
接続された複数の突起電極とを有し、
　前記半導体チップの前記主面の周縁部に、前記主面から前記側面に連なる傾斜面が形成
され、
　前記絶縁膜には、その端部から所定距離の箇所にチッピング防止用の溝部が形成され、
　前記半導体チップの側面と裏面が露出していることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、前記傾斜面と前記主面とが成す角度は４５°より
大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置において、前記半導体チップは、前記絶縁膜の下部に形成さ
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れた複数の配線層と、それぞれの配線層間に形成された層間絶縁膜とを有しており、前記
傾斜面は前記層間絶縁膜を斜めに横切って形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体装置において、前記傾斜面は、前記複数の配線層の配線のうち最
も外側に配置された配線の外側に形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　主面と、前記主面に対向する裏面と、側面と、
　前記主面に形成された集積回路と、
　前記主面を覆う保護膜と、
　前記保護膜から露出し、前記主面に、第１の間隔で配列された複数の第１電極と、
　前記保護膜上に形成された複数の第１配線であって、各々の一端部が前記複数の第１電
極に電気的に接続され、各々の他端部が前記第１の間隔より大きい第２の間隔で配列され
た複数の第１配線と、
　前記複数の第１配線の他端部上に配置され、それぞれが前記複数の配線の他端部に電気
的に接続された複数の外部端子とを有し、
　半導体チップの前記主面の周縁部に、前記主面から前記側面に連なる傾斜面が形成され
、
　前記保護膜の下部に形成された複数の配線層と、それぞれの配線層間に形成された層間
絶縁膜とを有しており、前記傾斜面は前記層間絶縁膜を斜めに横切って形成され、
　前記保護膜には、その端部から所定距離の箇所にチッピング防止用の溝部が形成され、
　前記半導体チップの側面と裏面が露出していることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　（ａ）主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出して配置さ
れた複数の電極と、前記絶縁膜上に形成されており前記複数の電極それぞれの配置を変え
る再配置配線と、前記主面の周縁部に形成されており前記主面に対して斜めに連なる傾斜
面とを有する半導体チップであって、前記絶縁膜には、その端部から所定距離の箇所にチ
ッピング防止用の溝部が形成されている前記半導体チップと、前記再配置配線にそれぞれ
接続しており前記複数の電極の配置と異なった配置で設けられた複数の突起電極とを備え
、前記半導体チップの側面と裏面が露出した半導体装置を準備する工程と、
　（ｂ）前記半導体チップの前記主面をソケットの凹部の底面に向けた状態で前記半導体
装置を前記凹部内に配置する工程と、
　（ｃ）前記ソケットの前記凹部に前記半導体装置を装着した状態で前記半導体装置の電
気的検査を行う工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｃ）工程で前記電気的検査とし
てバーンインテストを行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　（ａ）主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出して配置さ
れた複数の電極と、前記主面上に形成されており前記複数の電極それぞれの配置を変える
再配置配線と、前記再配置配線にそれぞれ接続しており前記複数の電極の配置と異なった
配置で設けられた複数の突起電極とがそれぞれに形成された複数のチップ領域を有する半
導体ウェハであって、前記絶縁膜にはチッピング防止用の溝部が形成されている前記半導
体ウェハを準備する工程と、
　（ｂ）前記チップ領域を区画形成するダイシング領域に沿って前記半導体ウェハを角度
付きブレードにより第１切削して、それぞれの前記チップ領域の前記主面の周縁部に前記
主面に対して斜めに連なる傾斜面を形成する工程と、
　（ｃ）前記角度付きブレードより狭い厚さのブレードを用いて前記ダイシング領域に沿
って第２切削を行い、前記チップ領域単位に個片化してそれぞれに前記傾斜面と前記複数
の突起電極とを有した複数の半導体装置を形成する工程とを有し、
　前記（ｃ）工程の後、前記複数の半導体装置の前記絶縁膜には、その端部から所定距離
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の箇所に前記チッピング防止用の溝部が形成され、
　前記（ｃ）工程の後、前記半導体チップの側面と裏面が露出していることを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　（ａ）主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出して配置さ
れた複数の電極と、前記主面上に形成されており前記複数の電極それぞれの配置を変える
再配置配線と、前記再配置配線にそれぞれ接続しており前記複数の電極の配置と異なった
配置で設けられた複数の突起電極とがそれぞれに形成された複数のチップ領域を有する半
導体ウェハであって、前記絶縁膜には、チッピング防止用の溝部が形成されている前記半
導体ウェハを準備する工程と、
　（ｂ）前記チップ領域を区画形成するダイシング領域に沿って前記半導体ウェハを角度
付きブレードにより第１切削して、それぞれの前記チップ領域の前記主面の周縁部に前記
主面に対して斜めに連なる傾斜面を形成する工程と、
　（ｃ）前記角度付きブレードより狭い厚さのブレードを用いて前記ダイシング領域に沿
って第２切削を行い、前記チップ領域単位に個片化してそれぞれに前記傾斜面と前記複数
の突起電極とを有した複数の半導体装置を形成する工程と、
　（ｄ）前記半導体装置を構成する半導体チップの主面をソケットの凹部の底面に向けた
状態で前記半導体装置を前記凹部内に配置する工程と、
　（ｅ）前記ソケットの前記凹部に前記半導体装置を装着した状態で前記半導体装置の電
気的検査を行う工程とを有し、
　前記（ｃ）工程の後、前記複数の半導体装置の前記絶縁膜には、その端部から所定距離
の箇所に前記チッピング防止用の溝部が形成され、
　前記（ｃ）工程の後、前記半導体チップの側面と裏面が露出していることを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｂ）工程で前記第１切削を行う
際に、前記半導体ウェハの主面に形成されたテスト用導体部が残留しないように切削する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項９記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｂ）工程で前記第１切削により
前記傾斜面を形成する際に、前記半導体チップの前記主面と前記傾斜面とが成す角度が、
４５°より大きくなるよう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１２】
　請求項９記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｅ）工程で前記電気的検査とし
てバーンインテストを行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｅ）工程で前記バーンインテ
ストを行う際に、前記半導体チップの裏面を前記ソケットの前記凹部の底面に向けて押し
付けた状態で行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項９記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｅ）工程の後、前記半導体装置
を他のソケットの凹部に配置して前記半導体装置を前記他のソケットに装着した状態で機
能テストすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項９記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｅ）工程の後、前記半導体装置
を実装基板に実装することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　（ａ）主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出して配置さ
れた複数の電極と、前記主面の周縁部に形成されており前記主面に対して斜めに連なる傾
斜面とを有する半導体チップと、前記電極に接続された複数の突起電極とを備えた半導体
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装置であって、前記絶縁膜には、その端部から所定距離の箇所にチッピング防止用の溝部
が形成され、前記半導体チップの側面と裏面が露出している前記半導体装置を準備する工
程と、
　（ｂ）前記半導体チップの前記主面をソケットの凹部の底面に向けた状態で前記半導体
装置を前記凹部内に配置する工程と、
　（ｃ）前記ソケットの前記凹部に前記半導体装置を装着した状態で前記半導体装置の電
気的検査を行う工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　（ａ）主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出して配置さ
れた複数の電極と、前記複数の電極それぞれに接続する複数の突起電極とがそれぞれに形
成された複数のチップ領域を有する半導体ウェハであって、前記絶縁膜には、チッピング
防止用の溝部が形成されている前記半導体ウェハを準備する工程と、
　（ｂ）前記チップ領域を区画形成するダイシング領域に沿って前記半導体ウェハを角度
付きブレードにより第１切削して、それぞれの前記チップ領域の前記主面の周縁部に前記
主面に対して斜めに連なる傾斜面を形成する工程と、
　（ｃ）前記角度付きブレードより狭い厚さのブレードを用いて前記ダイシング領域に沿
って第２切削を行い、前記チップ領域単位に個片化してそれぞれに前記傾斜面と前記複数
の突起電極とを有した複数の半導体装置を形成する工程と、
　（ｄ）前記半導体装置を構成する半導体チップの主面をソケットの凹部の底面に向けた
状態で前記半導体装置を前記凹部内に配置する工程と、
　（ｅ）前記ソケットの前記凹部に前記半導体装置を装着した状態で前記半導体装置の電
気的検査を行う工程とを有し、
　前記（ｃ）工程の後、前記複数の半導体装置の前記絶縁膜には、その端部から所定距離
の箇所に前記チッピング防止用の溝部が形成され、
　前記（ｃ）工程の後、前記半導体チップの側面と裏面が露出していることを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１７記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｂ）工程で前記第１切削を行
う際に、前記半導体ウェハの主面に形成されたテスト用導体部が残留しないように切削す
ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１７記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｂ）工程で前記第１切削によ
り前記傾斜面を形成する際に、前記半導体チップの前記主面と前記傾斜面とが成す角度が
、４５°より大きくなるよう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２０】
　請求項１７記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｅ）工程で前記電気的検査と
してバーンインテストを行う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、半導体装置およびその製造方法に関し、特に、半導体チップのチッピング防
止に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のチップサイズの半導体装置において、半導体チップは、主に、半導体基板と、こ
の半導体基板の表裏面のうちの表面である回路形成面上において絶縁層、配線層のそれぞ
れを複数段積み重ねた多層配線層と、この多層配線層を覆うようにして形成された表面保
護膜とを有する構成になっている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－２９４６０７号公報（図３）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＣＳＰ（Chip Scale Package) などの小型の半導体装置のうち、ウェハ・プロセス（前
工程）とパッケージ・プロセス（後工程）を一体化した製造技術によって組み立てられる
ＣＳＰ型半導体装置（このような半導体装置を、ウェハレベルＣＳＰまたはウェハプロセ
スパッケージなどと呼ぶ）が開発されている。
【０００４】
　ウェハレベルＣＳＰでは、その選別工程でバーンインテストを実施しているが、テスト
時は、専用のソケットに装着して行う。ソケットへの装着時には、まず、半導体チップの
裏面をアームにより吸着保持した状態でソケットの凹部に対して半導体チップの主面を対
向させて配置し、この状態でアームを下降させてソケットの凹部内にパッケージを進入さ
せ、パッケージが凹部の端子に接触する手前でパッケージの吸着保持を停止してパッケー
ジを僅かに落下させて凹部に配置している。
【０００５】
　その際、凹部の内壁に半導体チップの主面の端部が接触すると、主面の端部が欠けてチ
ッピングが発生する。欠けたシリコン片がソケットの凹部に残ると、テスト時にアームに
よって半導体チップの裏面を押し付けた際に半導体チップの表面の保護膜が傷つき、保護
膜の剥離に至ることが問題となる。
【０００６】
　さらに、ソケットの凹部にシリコン片が残っていると、パッケージの突起電極とソケッ
トの端子との間で接触不良を引き起こし、テストの効率が低下するとともに、テストの信
頼性が低下することが問題となる。
【０００７】
　また、チッピングによって半導体チップの内部の配線が露出し、配線腐食や断線が発生
して半導体チップが致命的不良に至るという問題も起こる。
【０００８】
　本発明の目的は、チッピングを防止することができ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。
【０００９】
　また、本発明の他の目的は、バーンインテストなどの選別工程での処理効率の向上とテ
ストの信頼性の向上を図ることができ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。
【００１０】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下の
とおりである。
【００１２】
　すなわち、本発明は、主面と、前記主面に対向する裏面と、側面と、前記主面に形成さ
れた集積回路と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出し、前記主
面に、第１の間隔で配列された複数の電極と、前記絶縁膜上に形成された複数の配線であ
って、各々の一端部が前記複数の電極に電気的に接続され、各々の他端部が前記第１の間
隔より大きい第２の間隔で配列された複数の配線と、前記複数の配線の他端部上に配置さ
れ、それぞれが前記複数の配線の他端部に電気的に接続された複数の突起電極とを有し、
前記半導体チップの前記主面の周縁部に、前記主面から前記側面に連なる傾斜面が形成さ
れ、前記絶縁膜には、その端部から所定距離の箇所にチッピング防止用の溝部が形成され
、前記半導体チップの側面と裏面が露出しているものである。
【００１３】



(6) JP 4537702 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

　また、本発明は、主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出
して配置された複数の電極と、前記絶縁膜上に形成されており前記複数の電極それぞれの
配置を変える再配置配線と、前記主面の周縁部に形成されており前記主面に対して斜めに
連なる傾斜面とを有する半導体チップであって、前記絶縁膜には、その端部から所定距離
の箇所にチッピング防止用の溝部が形成されている前記半導体チップと、前記再配置配線
にそれぞれ接続しており前記複数の電極の配置と異なった配置で設けられた複数の突起電
極とを備え、前記半導体チップの側面と裏面が露出した半導体装置を準備する工程と、前
記半導体チップの前記主面をソケットの凹部の底面に向けた状態で前記半導体装置を前記
凹部内に配置する工程と、前記ソケットの前記凹部に前記半導体装置を装着した状態で前
記半導体装置の電気的検査を行う工程とを有するものである。
【００１４】
　また、本発明は、主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出
して配置された複数の電極と、前記主面上に形成されており前記複数の電極それぞれの配
置を変える再配置配線と、前記再配置配線にそれぞれ接続しており前記複数の電極の配置
と異なった配置で設けられた複数の突起電極とがそれぞれに形成された複数のチップ領域
を有する半導体ウェハであって、前記絶縁膜にはチッピング防止用の溝部が形成されてい
る前記半導体ウェハを準備する工程と、前記チップ領域を区画形成するダイシング領域に
沿って前記半導体ウェハを角度付きブレードにより第１切削して、それぞれの前記チップ
領域の前記主面の周縁部に前記主面に対して斜めに連なる傾斜面を形成する工程と、前記
角度付きブレードより狭い厚さのブレードを用いて前記ダイシング領域に沿って第２切削
を行い、前記チップ領域単位に個片化してそれぞれに前記傾斜面と前記複数の突起電極と
を有した複数の半導体装置を形成する工程とを有し、前記複数の半導体装置を形成する工
程の後、前記複数の半導体装置の前記絶縁膜には、その端部から所定距離の箇所に前記チ
ッピング防止用の溝部が形成され、前記複数の半導体装置を形成する工程の後、前記半導
体チップの側面と裏面が露出しているものである。
【００１５】
　さらに、本発明は、主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露
出して配置された複数の電極と、前記主面上に形成されており前記複数の電極それぞれの
配置を変える再配置配線と、前記再配置配線にそれぞれ接続しており前記複数の電極の配
置と異なった配置で設けられた複数の突起電極とがそれぞれに形成された複数のチップ領
域を有する半導体ウェハであって、前記絶縁膜には、チッピング防止用の溝部が形成され
ている前記半導体ウェハを準備する工程と、前記チップ領域を区画形成するダイシング領
域に沿って前記半導体ウェハを角度付きブレードにより第１切削して、それぞれの前記チ
ップ領域の前記主面の周縁部に前記主面に対して斜めに連なる傾斜面を形成する工程と、
前記角度付きブレードより狭い厚さのブレードを用いて前記ダイシング領域に沿って第２
切削を行い、前記チップ領域単位に個片化してそれぞれに前記傾斜面と前記複数の突起電
極とを有した複数の半導体装置を形成する工程と、前記半導体装置を構成する半導体チッ
プの主面をソケットの凹部の底面に向けた状態で前記半導体装置を前記凹部内に配置する
工程と、前記ソケットの前記凹部に前記半導体装置を装着した状態で前記半導体装置の電
気的検査を行う工程とを有し、前記複数の半導体装置を形成する工程の後、前記複数の半
導体装置の前記絶縁膜には、その端部から所定距離の箇所に前記チッピング防止用の溝部
が形成され、前記複数の半導体装置を形成する工程の後、前記半導体チップの側面と裏面
が露出しているものである。
【００１６】
　また、本発明は、主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出
して配置された複数の電極と、前記主面の周縁部に形成されており前記主面に対して斜め
に連なる傾斜面とを有する半導体チップと、前記電極に接続された複数の突起電極とを備
えた半導体装置であって、前記絶縁膜には、その端部から所定距離の箇所にチッピング防
止用の溝部が形成され、前記半導体チップの側面と裏面が露出している前記半導体装置を
準備する工程と、前記半導体チップの前記主面をソケットの凹部の底面に向けた状態で前
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記半導体装置を前記凹部内に配置する工程と、前記ソケットの前記凹部に前記半導体装置
を装着した状態で前記半導体装置の電気的検査を行う工程とを有するものである。
【００１７】
　また、本発明は、主面と、前記主面を覆う保護膜である絶縁膜と、前記絶縁膜から露出
して配置された複数の電極と、前記複数の電極それぞれに接続する複数の突起電極とがそ
れぞれに形成された複数のチップ領域を有する半導体ウェハであって、前記絶縁膜には、
チッピング防止用の溝部が形成されている前記半導体ウェハを準備する工程と、前記チッ
プ領域を区画形成するダイシング領域に沿って前記半導体ウェハを角度付きブレードによ
り第１切削して、それぞれの前記チップ領域の前記主面の周縁部に前記主面に対して斜め
に連なる傾斜面を形成する工程と、前記角度付きブレードより狭い厚さのブレードを用い
て前記ダイシング領域に沿って第２切削を行い、前記チップ領域単位に個片化してそれぞ
れに前記傾斜面と前記複数の突起電極とを有した複数の半導体装置を形成する工程と、前
記半導体装置を構成する半導体チップの主面をソケットの凹部の底面に向けた状態で前記
半導体装置を前記凹部内に配置する工程と、前記ソケットの前記凹部に前記半導体装置を
装着した状態で前記半導体装置の電気的検査を行う工程とを有し、前記複数の半導体装置
を形成する工程の後、前記複数の半導体装置の前記絶縁膜には、その端部から所定距離の
箇所に前記チッピング防止用の溝部が形成され、前記複数の半導体装置を形成する工程の
後、前記半導体チップの側面と裏面が露出しているものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば、以下のとおりである。
【００１９】
　ウェハレベルＣＳＰまたはベアチップにおいて、半導体チップの主面の周縁部に前記主
面に対して斜めに連なる傾斜面がベベルカットで形成されたことにより、電気的検査での
ソケットへの挿入時に、傾斜面がソケットの凹部に接触した際の接触抵抗を緩和させるこ
とができる。加えて、半導体チップの主面の周縁部にエッジ部が形成されていないため、
ソケットへの挿入時のチッピングの発生を防止できる。これにより、ソケットの凹部内に
シリコン片が残留することを防止できるため、バーンインテストやファンクションテスト
などの電気的検査におけるテストの信頼性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下の実施の形態では特に必要なとき以外は同一または同様な部分の説明を原則として
繰り返さない。
【００２１】
　さらに、以下の実施の形態では便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは
実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係な
ものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明などの関係にある
。
【００２２】
　また、以下の実施の形態において、要素の数など（個数、数値、量、範囲などを含む）
に言及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合な
どを除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良いもの
とする。
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。
【００２４】
　（実施の形態１）
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　図１は本発明の実施の形態１の半導体装置の構造の一例を示す部分平面図と角部の拡大
部分斜視図、図２は図１に示す半導体装置の構造の一例を示す拡大部分断面図、図３は図
１に示す半導体装置の端部付近の構造を示す拡大部分断面図、図４は図１に示す半導体装
置の組み立てにおける後工程の手順の一例を示すプロセスフロー図、図５は図４に示す組
み立てのダイシング工程で切削される半導体ウェハの構造の一例を示す拡大部分平面図、
図６は図５に示す半導体ウェハの構造を示す拡大部分断面図、図７は図４に示すダイシン
グ工程におけるベベルカット時の切削前の半導体ウェハの構造の一例を示す拡大部分断面
図、図８はベベルカット時の第１切削による切削状態の一例を示す拡大部分断面図、図９
は図８に示す第１切削後の第２切削による切削状態の一例を示す拡大部分断面図、図１０
は図９に示す第２切削完了後の構造の一例を示す拡大部分断面図、図１１は図４に示す組
み立てのバーンイン工程における半導体装置のソケットへの装着方法の一例を示す断面図
、図１２は図１１に示す装着方法でソケットへの装着を行った際の装着後の構造の一例を
示す断面図、図１３は図４に示すバーンイン工程でのバーンインテスト時の半導体装置の
突起電極とソケットの端子とのコンタクト状態の一例を示す断面図、図１４は図４に示す
組み立てのテスト工程における半導体装置のソケットへの装着時の装着前の状態の一例を
示す断面図、図１５はテスト工程における半導体装置のソケットへの装着時の状態の一例
を示す断面図、図１６はテスト工程における半導体装置のソケットへの装着時の装着完了
後の構造の一例を示す断面図、図１７はテスト工程での機能テスト時の半導体装置の突起
電極とソケットの端子とのコンタクト状態の一例を示す断面図、図１８は図１に示す半導
体装置の実装基板への実装構造の一例を示す部分断面図、図１９は図１に示す半導体装置
に対する比較例の半導体装置の構造を示す拡大部分断面図である。図２０は本発明の実施
の形態２の半導体装置の構造の一例を示す断面図である。
【００２５】
　本実施の形態１の半導体装置は、ウェハ・プロセス（前工程）とパッケージ・プロセス
（後工程）を一体化した製造技術によって組み立てられるウェハレベルＣＳＰ（ウェハプ
ロセスパッケージともいう）５である。
【００２６】
　図１～図３を用いてウェハレベルＣＳＰ５の構成について説明すると、主面２ｂと、主
面２ｂに形成された集積回路と、主面２ｂに配置された複数の電極であるパッド２ａと、
主面２ｂ上に形成されており複数のパッド２ａそれぞれの配置を変える再配置配線２ｅと
、主面２ｂ上に形成された絶縁膜とを有する半導体チップ２と、再配置配線２ｅにそれぞ
れ接続しており、かつ複数のパッド２ａの配置と異なった配置で設けられた複数の突起電
極である半田バンプ３とからなり、半導体チップ２の主面２ｂの周縁部に、主面２ｂに対
して斜めに連なる傾斜面であるベベルカット面２ｍが形成されているものである。隣接す
るパッド２ａの間隔Ａ（第１の間隔）は、例えば６０μｍであり、再配置配線２ｅによっ
て半田バンプ３の間隔Ｂ（第２の間隔）が、例えば２００μｍまで大きく広げられている
。
【００２７】
　すなわち、半導体チップ２が、図１の拡大図に示すようにその主面２ｂの周縁部におい
て斜めにカットされた面であるベベルカット面２ｍを有しているものである。なお、ベベ
ルカット面２ｍは、ウェハ状態からダイシングによって各半導体チップ２に個片化する際
に、図７に示す角度付きブレード９を用いて面取りカットを全周に亘って行って形成する
ものである。
【００２８】
　このベベルカット面２ｍは、ウェハレベルＣＳＰ組み立て後の電気的検査などにおいて
、ウェハレベルＣＳＰ５のソケットへの挿入時に、半導体チップ２の主面２ｂの端部がソ
ケットに接触した際に欠けてチッピングが起こるのを防止するためのものである。その際
、チッピングによる欠けは、主面２ｂと４５°を成す角度の方向に形成され易い。これは
、シリコンの結晶方位が主面２ｂと４５°を成す角度に位置するためであり、したがって
、主面２ｂとベベルカット面２ｍとの成す角度が４５°を避けた角度になるようにベベル
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カット面２ｍを形成することが好ましく、さらに、ソケットへの挿入時にソケットに接触
した際の接触抵抗を十分に緩和させるためにもベベルカット面２ｍと主面２ｂとの成す角
度が４５°より大きくなるようにベベルカット面２ｍを形成することが好ましい。
【００２９】
　なお、ウェハレベルＣＳＰ５は、チップが封止用樹脂などを用いてパッケージングされ
る半導体装置とは異なって、半導体チップ２の側面２ｄと裏面２ｃが露出しており、した
がって、側面２ｄや裏面２ｃもチッピングによるシリコン片によって損傷しやすい。すな
わち、ウェハレベルＣＳＰ５自体がチッピングを起こさないようにすることで側面２ｄや
裏面２ｃに対しても効果を得ることができる。
【００３０】
　また、ウェハレベルＣＳＰ５では、図１に示すように、半導体チップ２の主面２ｂに複
数の外部端子である半田バンプ（突起電極）３がアレイ状に並んで配置されており、外観
上は、ＢＧＡ（Ball Grid Array)と同様のものである。
【００３１】
　また、図２に示すように、ウェハレベルＣＳＰ５では、半導体チップ２の主面２ｂ上に
形成された電極であるパッド２ａにさらに再配置配線２ｅが接続されており、この再配置
配線２ｅに半田バンプ３がＡｕ層２ｓを介して接続されている。この再配置配線２ｅは、
アルミニウムなどからなるパッド２ａの配置を半田バンプ３が搭載可能な配置に置き換え
るための中継用の配線である。すなわち、ウェハレベルＣＳＰ５では、パッド２ａの配置
ピッチが狭ピッチ化されており、外部端子である半田バンプ３をパッド２ａに直接搭載で
きないため、したがって、半田バンプ３が搭載可能なように再配置配線２ｅによってピッ
チを拡大して半田バンプ３を再配置配線２ｅに接続している。
【００３２】
　これにより、複数の半田バンプ３をアレイ状に配置することが可能になる。
【００３３】
　なお、再配置配線２ｅは、例えば、Ｎｉ層２ｐ、Ｃｕ層２ｑおよびＣｒ層２ｒの３層構
造であり、表面側から内部に向かって順にＮｉ層２ｐ、Ｃｕ層２ｑおよびＣｒ層２ｒが配
置されており、Ｃｒ層２ｒとパッド２ａが接続している。また、Ｎｉ層２ｐは半田バンプ
３との接続が良好になるようにＡｕ層２ｓを介して半田バンプ３と接続している。
【００３４】
　また、図３に示すように、シリコン基板２ｋの上層には、それぞれ層間絶縁膜である絶
縁層２ｆを介してメタルの配線層が形成されている。例えば、シリコン基板２ｋ上には、
第１層メタル配線Ｍ１、第２層メタル配線Ｍ２および第３層メタル配線Ｍ３がそれぞれ絶
縁層２ｆを介して形成されており、第１層メタル配線Ｍ１と第２層メタル配線Ｍ２が、お
よび第２層メタル配線Ｍ２と第３層メタル配線Ｍ３がプラグ２ｊを介して接続されている
。なお、図３に示す第３層メタル配線Ｍ３が図２ではパッド２ａの配線層に相当する。
【００３５】
　また、図２に示すように、主面２ｂ上に形成されたパッド２ａは、再配置配線２ｅとの
接続部を除いてパッシベーション膜である保護膜２ｇによって覆われている。さらに、保
護膜２ｇ上には、第１絶縁膜２ｈが積層して形成されており、この第１絶縁膜２ｈ上に再
配置配線２ｅが積み上げられて配置されている。さらに、再配置配線２ｅの上層には、そ
の半田バンプ３との接続部を除いた状態で第２絶縁膜２ｉが積層されている。
【００３６】
　なお、保護膜２ｇは、例えば、ＳｉＮから成り、また第１絶縁膜２ｈおよび第２絶縁膜
２ｉは、例えば、ポリイミドなどから成る。
【００３７】
　また、半導体チップ２の主面２ｂ上の保護膜２ｇには、図３に示すようにその端部から
の所定距離（例えば、数十μｍ程度）の箇所に、チッピング防止用の溝部２ｎが形成され
ている。溝部２ｎが形成されていることにより、仮にチッピングが発生したとしてもこの
溝部２ｎでチッピングの進行を止めることができる。
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【００３８】
　ここで、ウェハレベルＣＳＰ５における半導体チップ２のベベルカット面２ｍは、複数
の配線層（ここでは、第１層メタル配線Ｍ１、第２層メタル配線Ｍ２および第３層メタル
配線Ｍ３）それぞれの表裏に形成された絶縁層（層間絶縁膜）２ｆの厚さ方向の一部また
は全部を斜めに横切った状態に形成されている。
【００３９】
　さらに、ベベルカット面２ｍは、複数の配線層の配線（例えば、第１層メタル配線Ｍ１
、第２層メタル配線Ｍ２および第３層メタル配線Ｍ３）のうち最も外側に配置された配線
の外側に形成されている。すなわち、ベベルカット面２ｍは、シリコン基板２ｋ上に形成
された複数のメタル配線のうち、最も外側に配置された配線を研削しない位置に形成され
ている。
【００４０】
　本実施の形態１のウェハレベルＣＳＰ５によれば、その半導体チップ２の主面２ｂの周
縁部に主面２ｂに対して斜めに連なるベベルカット面２ｍがベベルカット（面取りカット
）方法により形成されたことにより、後工程におけるウェハレベルＣＳＰ５のバーンイン
テストなどでソケットへの挿入時に、ベベルカット面２ｍがソケットに接触して半導体チ
ップ２に付与される接触抵抗を緩和させることができる。加えて、半導体チップ２の主面
２ｂの周縁部にエッジ部１５ａ（図１９参照）が形成されていないため、ソケットへの挿
入時のチッピングの発生を防止できる。
【００４１】
　また、半導体チップ２の主面２ｂの周縁部でのチッピングを防止できるため、半導体チ
ップ２の表面の保護膜２ｇが剥離することを防止でき、内部のメタル配線が露出すること
を阻止できる。したがって、半導体チップ２が配線腐食や断線による致命的不良に至るこ
とを防止できる。これにより、ウェハレベルＣＳＰ５の品質と信頼性の向上を図ることが
できるとともに、ウェハレベルＣＳＰ５の組み立てにおける歩留りの向上を図ることがで
きる。
【００４２】
　次に、本実施の形態１のウェハレベルＣＳＰ５（半導体装置）の製造方法を図４に示す
プロセスフロー図を用いて説明する。
【００４３】
　まず、ステップＳ１に示すダイシング工程においてダイシングを行う。
【００４４】
　その際、図５および図６に示すように、主面１ａと、主面１ａに配置された図２に示す
複数のパッド２ａと、主面１ａの上層に形成されており、かつ複数のパッド２ａそれぞれ
の配置を変える再配置配線２ｅと、再配置配線２ｅにそれぞれ接続しており、かつ複数の
パッド２ａの配置と異なった配置で設けられた複数の半田バンプ３とがそれぞれに形成さ
れた複数のチップ領域１ｄを有する半導体ウェハ１を準備する。
【００４５】
　なお、半導体ウェハ１の主面１ａには、それぞれのチップ領域１ｄを区画形成するダイ
シング領域１ｂが形成されており、さらに、ダイシング領域１ｂには、複数のテストパタ
ーン（テスト用導体部）１ｃが形成されている。
【００４６】
　その後、図７に示すように、ダイシング領域１ｂに沿って半導体ウェハ１を角度付きブ
レード９により第１切削して、それぞれのチップ領域１ｄの主面１ａの周縁部に主面１ａ
に対して斜めに連なるベベルカット面２ｍを形成する。なお、この第１切削は、図８に示
すように、半導体ウェハ１の厚みの途中までの切削であるハーフカットとする。
【００４７】
　また、その際、切削後の半導体チップ２の主面２ｂとベベルカット面２ｍとが成す角度
が、４５°より大きくなるように所定の角度のテーパ面９ａを有した角度付きブレード９
を用いて半導体ウェハ１をハーフカットする。
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【００４８】
　さらに、前記第１切削の際、図８に示すように、半導体ウェハ１の主面１ａのダイシン
グ領域１ｂに形成された図７に示すテストパターン１ｃが残留しないように角度付きブレ
ード９で切削する。このことは、テストパターン１ｃが残留すると、そこからチッピング
が生じてしまうためである。
【００４９】
　前記第１切削後、角度付きブレード９より狭い厚さの図９に示すブレード１０を用いて
、前記第１切削と同様に、ダイシング領域１ｂに沿って第２切削を行う。なお、前記第２
切削はフルカットである。このような第１切削と第２切削を行うカット方法をベベルカッ
ト方法と呼ぶ。
【００５０】
　前記ベベルカットを行うことにより、チップ領域１ｄ単位に個片化してそれぞれにベベ
ルカット面２ｍと複数の半田バンプ３とを有した図１０に示す複数のウェハレベルＣＳＰ
５を形成する。
【００５１】
　なお、ベベルカット面２ｍは、半導体チップ２の内部の複数のメタル配線層それぞれの
表裏に形成された層間絶縁膜である絶縁層２ｆの厚さ方向の一部または全部を斜めに横切
る状態に形成する。さらに、複数のメタル配線層の配線のうち最も外側に配置された配線
のさらに外側の位置に、かつ主面２ｂに対して斜めに形成する。
【００５２】
　ダイシング工程終了後、図４のステップＳ２に示すマーク工程でウェハレベルＣＳＰ５
に所望のマークを付す。
【００５３】
　マーク工程終了後、ステップＳ３に示すバーンイン工程に移し、ウェハレベルＣＳＰ５
の電気的検査であるバーンインテストを行う。
【００５４】
　バーンイン工程では、まず、図１１に示すように、ウェハレベルＣＳＰ５の半導体チッ
プ２の主面２ｂを、バーンインボード１２に取り付けられたバーンインソケット４の凹部
４ａの底面４ｂに向けた状態でウェハレベルＣＳＰ５を凹部４ａ内に配置する。すなわち
、装着ブロック１１によって吸着保持されたウェハレベルＣＳＰ５をバーンインソケット
４上に配置し、さらに装着ブロック１１をバーンインソケット４に向けて下降させてウェ
ハレベルＣＳＰ５をバーンインソケット４の凹部４ａに進入させる。進入後、ウェハレベ
ルＣＳＰ５が凹部４ａのコンタクトシート４ｃに接触する手前でウェハレベルＣＳＰ５の
吸着保持を停止し、これにより、ウェハレベルＣＳＰ５を僅かに落下させて凹部４ａに配
置している。
【００５５】
　その際、本実施の形態１のウェハレベルＣＳＰ５では、半導体チップ２の主面２ｂの周
縁部にベベルカット方法による斜めのベベルカット面２ｍが形成されているため、バーン
インソケット４への挿入時に、チップ端部がバーンインソケット４の凹部４ａの内壁４ｄ
に接触しても半導体チップ２に付与される接触抵抗を緩和させることができる。これによ
り、チッピングの発生を防止できる。
【００５６】
　さらに、半導体チップ２の主面２ｂの周縁部に、図１９の比較例のウェハレベルＣＳＰ
１４の半導体チップ１５に示すようなエッジ部１５ａが形成されていないため、バーンイ
ンソケット４への挿入時のチッピングの発生をさらに防止することができる。
【００５７】
　その後、図１２に示すように、バーンインソケット４の上蓋４ｅを閉じて凹部４ａにウ
ェハレベルＣＳＰ５を装着した状態でウェハレベルＣＳＰ５のバーンインテストを行う。
その際、上蓋４ｅの内側に設けられた押圧部４ｆによって半導体チップ２の裏面２ｃをバ
ーンインソケット４の凹部４ａの底面４ｂに向けて押し付け、この状態でバーンインテス
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トを行う。
【００５８】
　バーンインテストは、例えば、温度１２５±５℃、テスト時間３２時間、Ｖｄｄ＝4.６
±0.２Ｖ、Ｖｐｐ＝7.０±0.２Ｖの条件で行う。ただし、テスト条件は、これらの数値に
限定されるものではない。
【００５９】
　本実施の形態１のウェハレベルＣＳＰ５では、チッピングの発生を防止できるため、バ
ーンインソケット４の凹部４ａ内にシリコン片が落下・残留することを防止できる。その
結果、図１３に示すように、ウェハレベルＣＳＰ５の半田バンプ３とバーンインソケット
４の端子であるコンタクトシート４ｃとを接触させてバーンインテストを行う際に、半田
バンプ３とコンタクトシート４ｃとの間で接触不良が起こることを防止することができ、
バーンインテストにおけるテストの信頼性を向上させることができる。
【００６０】
　さらに、前記接触不良が起こることを防止できるため、バーンインテストなどの選別工
程での処理効率の向上を図ることができる。
【００６１】
　また、バーンインソケット４の凹部４ａ内にシリコン片が残留しないため、テスト時に
半導体チップ２が裏面２ｃ側から押し付けられた際にシリコン片によって半導体チップ２
の表面の保護膜２ｇが損傷することを防止できる。
【００６２】
　バーンインテスト終了後、図４のステップＳ４に示すベーク工程でベーク処理を行う。
なお、ここでのベーク処理は、例えば、半導体チップ２の内部のゲート絶縁膜に対する熱
処理であり、ウェハレベルＣＳＰ５をバーンインソケット４から取り出し、トレイに移し
替えてトレイに収容された状態で行う。ただし、このベーク処理は、必ずしも全製品に対
して行わなくてもよい。
【００６３】
　ベーク処理終了後、ステップＳ５に示すテスト工程に移り機能テストを行う。すなわち
、ウェハレベルＣＳＰ５のファンクションテストを行う。
【００６４】
　まず、図１４に示すように、装着ブロック１１によって吸着保持されたウェハレベルＣ
ＳＰ５をテストソケット（他のソケット）６上に配置する。続いて、図１５に示すように
、装着ブロック１１をテストソケット６に向けて下降させてウェハレベルＣＳＰ５をテス
トソケット６の台座６ｅの凹部６ａ上に吸着状態で配置する。
【００６５】
　その後、図１６に示すように、台座６ｅをテストソケット６にロックして固定し、この
状態でファンクションテストを行う。テスト時は、図１７に示すように、ウェハレベルＣ
ＳＰ５の半田バンプ３と、それぞれの半田バンプ３に対応するテストソケット６の底面６
ｂに設けられた端子であるコンタクトピン６ｃとを接触させてテストする。
【００６６】
　本実施の形態１のウェハレベルＣＳＰ５では、バーンインテストの場合と同様に、半導
体チップ２の主面２ｂの周縁部にベベルカット方法による斜めのベベルカット面２ｍが形
成されているため、テストソケット６への挿入時に、チップ端部がテストソケット６の台
座６ｅの凹部６ａの内壁６ｄに接触しても半導体チップ２に付与される接触抵抗を緩和さ
せることができる。これにより、チッピングの発生を防止できる。
【００６７】
　さらに、チッピングの発生を防止できるため、テストソケット６の台座６ｅの凹部６ａ
やコンタクトピン６ｃ上にシリコン片が落下・残留することを防止できる。その結果、図
１７に示すように、ウェハレベルＣＳＰ５の半田バンプ３とテストソケット６のコンタク
トピン６ｃとを接触させてファンクションテストを行う際に、半田バンプ３とコンタクト
ピン６ｃとの間で接触不良が起こることを防止することができ、ファンクションテストに
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おけるテストの信頼性を向上させることができる。
【００６８】
　さらに、前記接触不良が起こることを防止できるため、ファンクションテストなどの選
別工程での処理効率の向上を図ることができる。
【００６９】
　また、台座６ｅ内やコンタクトピン６ｃ上にシリコン片が残留しないため、半導体チッ
プ２が裏面２ｃ側から押し付けられた際にシリコン片によって半導体チップ２の表面の保
護膜２ｇが損傷することを防止できる。この時、ベベルカット面２ｍを施していない半導
体チップ２が、テストソケット６への挿入時にチッピングが生じていないとしても、テス
ト工程のとき、半導体チップ２の裏面２ｃを押し付けるため、チッピングが生じやすい。
これに対し、本実施の形態１ではベベルカット面２ｍを設けているため、半導体チップ２
の裏面２ｃの押し付けにより生じるチッピングも防止できる。
【００７０】
　ここで、Ｓ３からＳ５までの工程を、例えば、選別工程という。
【００７１】
　ファンクションテスト終了後、図４のステップＳ６に示す外観検査を行う。なお、外観
検査は、ウェハレベルＣＳＰ５をテストソケット６から取り出し、トレイに移し替えてト
レイに収容された状態で行う。これにより、ウェハレベルＣＳＰ５の組み立てを完了する
。
【００７２】
　なお、図１８に示すように、ウェハレベルＣＳＰ５を実装基板７に実装する際には、例
えば、半田リフローで実装し、実装基板７のランド７ａと半田バンプ３とを半田接続する
。さらに、封止用の樹脂８を用いてアンダーフィル封止を行う。
【００７３】
　なお、本実施の形態１の半導体装置の製造方法の変形例として、予め、ベベルカット方
法によってベベルカット面２ｍが形成されている半導体チップ２を備えたウェハレベルＣ
ＳＰ（半導体装置）５を準備しておき、このウェハレベルＣＳＰ５をバーンインソケット
４に装着してバーンインテストしてもよいし、さらに、テストソケット６に装着してファ
ンクションテストしてもよい。それぞれの場合においても、チッピングを防止できるとと
もに、ソケットを用いた電気的検査などのテストの信頼性を向上させることができる。さ
らに、ウェハレベルＣＳＰ５の半田バンプ３とソケットの端子との接触不良が起こること
を防止できるため、バーンインテストやファンクションテストなどの選別工程での処理効
率の向上を図ることができる。
【００７４】
　（実施の形態２）
　図２０は本発明の実施の形態２の半導体装置の構造の一例を示す断面図である。
【００７５】
　図２０に示す本実施の形態２の半導体装置は、主面１３ａに半導体素子を有するベアチ
ップ１３と、その主面１３ａ上に設けられた複数の突起電極である半田バンプ３とからな
るものであり、シリコン基板１３ｂ上に絶縁膜１３ｃが形成され、この絶縁膜１３ｃの主
面１３ａに複数の電極であるパッド１３ｅが形成され、さらに、各パッド１３ｅに、バリ
アメタル層１３ｆを介して半田バンプ３が接続されている。
【００７６】
　なお、ベアチップ１３において、メタル配線は、絶縁膜１３ｃの層内に形成されており
、この絶縁膜１３ｃの層の厚さ方向の一部または全部を斜めに横切るようにベベルカット
面１３ｇが形成されている。
【００７７】
　すなわち、ベアチップ１３を形成する際の半導体ウェハ１（図５参照）のダイシング時
に、実施の形態１で説明したベベルカット方法を採用することにより、ベアチップ１３に
ベベルカット面１３ｇを形成することができる。
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【００７８】
　なお、絶縁膜１３ｃの上層には、すなわちベアチップ１３の主面１３ａ上にはＳｉＮか
らなる保護膜１３ｄが形成されており、各パッド１３ｅも半田バンプ３との接続部を除い
てその周囲が保護膜１３ｄによって覆われている。
【００７９】
　また、絶縁膜１３ｃは、例えば、ＳｉＯ２　などからなり、さらに、パッド１３ｅは、
例えば、アルミニウムからなり、また、半田バンプ３は、例えば、Ｐｂ－Ｓｎの合金であ
る。
【００８０】
　このベアチップ１３と半田バンプ３を有した半導体装置においても、ベベルカット面１
３ｇが形成されていることにより、実施の形態１のウェハレベルＣＳＰ５と同様にチッピ
ングを防止することができる。
【００８１】
　さらに、チッピングを防止することができるため、このベアチップ１３を有した半導体
装置をソケットなどに装着して電気的検査などのテストを行う場合には、そのテストの信
頼性を向上させることができる。なお、前記テストの条件などは実施の形態１で説明した
ものと同様である。
【００８２】
　さらに、ベアチップ１３を有した半導体装置の半田バンプ３とソケットの端子との接触
不良が起こることを防止でき、その結果、バーンインテストやファンクションテストなど
の選別工程での処理効率の向上を図ることができる。
【００８３】
　以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが
、本発明は前記発明の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
で種々変更可能であることは言うまでもない。
【００８４】
　例えば、前記実施の形態１では、層間絶縁膜を有した絶縁層２ｆにおいて３層のメタル
配線層が形成されている場合を説明したが、前記メタル配線の層数は、３層以外の何層で
あってもよい。
【００８５】
　また本発明は、半導体チップが露出している、例えば、ウェハレベルＣＳＰのような製
品において特に有効であり、例えばＢＧＡ（Ball Grid Array）のようなパッケージ製品
においては、半導体チップが樹脂封止されているため、このチッピングの問題は起こりに
くい。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明は、電子装置および半導体製造技術に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置の構造の一例を示す部分平面図と角部の拡大
部分斜視図である。
【図２】図１に示す半導体装置の構造の一例を示す拡大部分断面図である。
【図３】図１に示す半導体装置の端部付近の構造を示す拡大部分断面図である。
【図４】図１に示す半導体装置の組み立てにおける後工程の手順の一例を示すプロセスフ
ロー図である。
【図５】図４に示す組み立てのダイシング工程で切削される半導体ウェハの構造の一例を
示す拡大部分平面図である。
【図６】図５に示す半導体ウェハの構造を示す拡大部分断面図である。
【図７】図４に示すダイシング工程におけるベベルカット時の切削前の半導体ウェハの構
造の一例を示す拡大部分断面図である。



(15) JP 4537702 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

【図８】図４に示すダイシング工程におけるベベルカット時の第１切削による切削状態の
一例を示す拡大部分断面図である。
【図９】図８に示す第１切削後の第２切削による切削状態の一例を示す拡大部分断面図で
ある。
【図１０】図９に示す第２切削完了後の構造の一例を示す拡大部分断面図である。
【図１１】図４に示す組み立てのバーンイン工程における半導体装置のソケットへの装着
方法の一例を示す断面図である。
【図１２】図１１に示す装着方法でソケットへの装着を行った際の装着後の構造の一例を
示す断面図である。
【図１３】図４に示すバーンイン工程でのバーンインテスト時の半導体装置の突起電極と
ソケットの端子とのコンタクト状態の一例を示す断面図である。
【図１４】図４に示す組み立てのテスト工程における半導体装置のソケットへの装着時の
装着前の状態の一例を示す断面図である。
【図１５】図４に示す組み立てのテスト工程における半導体装置のソケットへの装着時の
状態の一例を示す断面図である。
【図１６】図４に示す組み立てのテスト工程における半導体装置のソケットへの装着時の
装着完了後の構造の一例を示す断面図である。
【図１７】図４に示すテスト工程での機能テスト時の半導体装置の突起電極とソケットの
端子とのコンタクト状態の一例を示す断面図である。
【図１８】図１に示す半導体装置の実装基板への実装構造の一例を示す部分断面図である
。
【図１９】図１に示す半導体装置に対する比較例の半導体装置の構造を示す拡大部分断面
図である。
【図２０】本発明の実施の形態２の半導体装置の構造の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００８８】
　　１　半導体ウェハ
　１ａ　主面
　１ｂ　ダイシング領域
　１ｃ　テストパターン（テスト用導体部）
　１ｄ　チップ領域
　　２　半導体チップ
　２ａ　パッド（電極）
　２ｂ　主面
　２ｃ　裏面
　２ｄ　側面
　２ｅ　再配置配線
　２ｆ　絶縁層（層間絶縁膜）
　２ｇ　保護膜
　２ｈ　第１絶縁膜
　２ｉ　第２絶縁膜
　２ｊ　プラグ
　２ｋ　シリコン基板
　２ｍ　ベベルカット面（傾斜面）
　２ｎ　溝部
　２ｐ　Ｎｉ層
　２ｑ　Ｃｕ層
　２ｒ　Ｃｒ層
　２ｓ　Ａｕ層
　　３　半田バンプ（突起電極）
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　　４　バーンインソケット
　４ａ　凹部
　４ｂ　底面
　４ｃ　コンタクトシート
　４ｄ　内壁
　４ｅ　上蓋
　４ｆ　押圧部
　　５　ウェハレベルＣＳＰ（半導体装置）
　　６　テストソケット（他のソケット）
　６ａ　凹部
　６ｂ　底面
　６ｃ　コンタクトピン
　６ｄ　内壁
　６ｅ　台座
　　７　実装基板
　７ａ　ランド
　　８　樹脂
　　９　角度付きブレード
　９ａ　テーパ面
　１０　ブレード
　１１　装着ブロック
　１２　バーンインボード
　１３　ベアチップ（半導体チップ）
１３ａ　主面
１３ｂ　シリコン基板
１３ｃ　絶縁膜
１３ｄ　保護膜
１３ｅ　パッド
１３ｆ　バリアメタル層
１３ｇ　ベベルカット面（傾斜面）
　１４　ウェハレベルＣＳＰ
　１５　半導体チップ
１５ａ　エッジ部
　　Ａ　第１の間隔
　　Ｂ　第２の間隔
　Ｍ１　第１層メタル配線
　Ｍ２　第２層メタル配線
　Ｍ３　第３層メタル配線



(17) JP 4537702 B2 2010.9.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 4537702 B2 2010.9.8

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(19) JP 4537702 B2 2010.9.8

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(20) JP 4537702 B2 2010.9.8

【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(21) JP 4537702 B2 2010.9.8

【図１８】 【図１９】

【図２０】



(22) JP 4537702 B2 2010.9.8

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/78    　　　Ｒ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  21/78    　　　Ｆ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  21/66    　　　Ｆ          　　　　　

(56)参考文献  国際公開第０２／０５０８９８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０９－１２９７７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２５１４９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０３／０５６６１３（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０００－２４３７２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１６４１３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０７９３６２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２３／１２　　　　
              Ｇ０１Ｒ　　３１／２６　　　　
              Ｇ０１Ｒ　　３１／３０　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０１　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／６６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

