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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッケージ基板と、
　前記パッケージ基板上に配置され、前記パッケージ基板と電気的に接続された複数のチ
ップと、
　前記複数のチップの、前記パッケージ基板とは反対側に配置され、前記複数のチップ間
を接続する配線パターンを有する配線基板と、を備え、
　前記配線基板は、前記複数のチップのうち前記配線基板側の面が同一の平面にあるチッ
プ間を接続する配線パターンを有し、
　前記複数のチップのうちの少なくとも１つは、他のチップと厚さが異なり、
　前記複数のチップは、前記パッケージ基板側の面に回路を有し、
　前記回路と前記配線基板の配線パターンは、前記複数のチップに貫通形成されたビア穴
を介して、電気的に接続されていることを特徴とするマルチチップモジュール。
【請求項２】
　前記複数のチップは、ハンダバンプを介して前記パッケージ基板に接続されていること
を特徴とする請求項１に記載のマルチチップモジュール。
【請求項３】
　前記配線基板は、シリコン基板と、前記配線パターンが形成された絶縁層を有すること
を特徴とする請求項１又は２に記載のマルチチップモジュール。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本件は、マルチチップモジュールに関する。
【０００２】
　異なる製造プロセスで製造されたシリコンチップを、基板上に複数個搭載したマルチチ
ップモジュール（ＭＣＭ：multi chip module）と呼ばれる半導体チップモジュールが、
従来から存在している。このマルチチップモジュールでは、シリコンチップとして、むき
出しの状態のベアチップが用いられており、各ベアチップをセラミックやビルドアップ基
板等に形成した配線で接続している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２８３６６１号公報
【特許文献２】特開２００１－９４０３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１では、上述のようにチップ間の接合をセラミックやビル
ドアップ基板等で行うことから、それらの配線仕様により生じるチャネルエリア確保のた
め、チップ間の間隔を大きくとる必要があった。
【０００５】
　また、チップ間の間隔を大きくすることで配線長が伸びるため、チップ（特にＬＳＩ）
間における高速な伝送が難しくなるおそれがあった。また、配線長が伸びると、ＬＳＩの
ドライバはＬＳＩ内部のものとは別仕様のものとなるため、ドライバが大きくなり、ＬＳ
Ｉ自体も大きくなるおそれがあった。更に、多数のチャネルを基板に入れ込むことについ
ても配線仕様上制限があった。
【０００６】
　これに対し、最近では、配線が微細な基板（ビルドアップ基板）も開発されている（例
えば、特許文献２参照）が、当該基板の製造には専用プロセスや専用設備が必要となるた
め、コストアップを招くおそれがあった。
【０００７】
　そこで本件は上記の課題に鑑みてなされたものであり、チップ間の間隔を狭小化するこ
とが可能なマルチチップモジュールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本明細書に記載のマルチチップモジュールは、パッケージ基板と、前記パッケージ基板
上に配置され、前記パッケージ基板と電気的に接続された複数のチップと、前記複数のチ
ップの、前記パッケージ基板とは反対側に配置され、前記複数のチップ間を接続する配線
パターンを有する配線基板と、を備え、前記配線基板は、前記複数のチップのうち前記配
線基板側の面が同一の平面にあるチップ間を接続する配線パターンを有し、前記複数のチ
ップのうちの少なくとも１つは、他のチップと厚さが異なり、前記複数のチップは、前記
パッケージ基板側の面に回路を有し、前記回路と前記配線基板の配線パターンは、前記複
数のチップに貫通形成されたビア穴を介して、電気的に接続されているマルチチップモジ
ュールである。
【発明の効果】
【００１０】
　本明細書に記載のマルチチップモジュールは、チップ間の間隔を狭小化することができ
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】一実施形態に係るマルチチップモジュールを模式的に示す断面図である。
【図２】ＬＳＩチップの配置を示す平面図である。
【図３】シリコンインタポーザの一部を拡大して示す図である。
【図４】マルチチップモジュールの製造方法を説明するための図（その１）である。
【図５】マルチチップモジュールの製造方法を説明するための図（その２）である。
【図６】マルチチップモジュールの製造方法を説明するための図（その３）である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、マルチチップモジュール及びマルチチップモジュールの製造方法の一実施形態に
ついて、図１～図６に基づいて詳細に説明する。図１には、一実施形態にかかるマルチチ
ップモジュール１００の断面図が模式的に示されている。この図１に示すように、マルチ
チップモジュール１００は、マザーボード２００に対して、ハンダバンプ２１０を介して
、固定されている。
【００１３】
　マルチチップモジュール１００は、パッケージ基板１０と、チップとしての４つのＬＳ
Ｉチップ３０Ａ～３０Ｄ（ＬＳＩチップ３０Ｃ，３０Ｄについては、図２参照）と、配線
基板としてのシリコンインタポーザ２０と、ヒートスプレッダ５０と、を備える。
【００１４】
　パッケージ基板１０は、ビルドアップ基板とも呼ばれている。このパッケージ基板１０
は、コア基板と呼ばれる例えば４層の配線層を形成した基板の、表面及び裏面にそれぞれ
１層から３層の配線層を形成した多層基板である。パッケージ基板１０に形成された配線
は、マザーボード２００とＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄとを接続するものである。基板の
材料としては、例えば、エポキシ樹脂やポリイミドなどが用いられてもよく、セラミック
でもよい。また、配線の材料としては、例えば、銅が用いられている。
【００１５】
　ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄは、シリコンウエハから成るチップ形成部材に薄膜３１を
形成し、当該薄膜３１に回路パターンを形成したものである。なお、以下においては、Ｌ
ＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄの薄膜３１を、薄膜回路３１と呼ぶものとする。ＬＳＩチップ
３０Ａ～３０Ｄは、ハンダバンプ１４０を介して、パッケージ基板１０上に固定されてい
る。ハンダバンプ１４０の周辺、すなわち、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄとパッケージ基
板１０との間の隙間は、樹脂（アンダーフィル材）３８により封止されている。
【００１６】
　図２は、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄとシリコンインタポーザ２０の位置関係を模式的
に示す図である。この図２に示すように、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄは、それぞれが近
接して配置されている。ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄそれぞれの、他の３つの各ＬＳＩチ
ップと接近している角部近傍の領域には、ビア穴３２が複数貫通形成（図１参照）されて
いる。これらビア穴３２の配置間隔は、例えば、５０μｍ程度となっている。またビア穴
３２には、銅などの金属によりメッキ（穴埋め）がされている。ビア穴３２の上端部には
、パッド１４４が設けられている。このパッド１４４の上側には、ハンダバンプ２８が設
けられる。
【００１７】
　シリコンインタポーザ２０は、図１及び図２を総合すると分かるように、ＬＳＩチップ
３０Ａ～３０Ｄのビア穴３２が存在する領域を覆うことが可能な程度の大きさ（例えば１
０ｍｍ×１０ｍｍ）を有している。シリコンインタポーザ２０は、シリコン基板と、当該
シリコン基板上に積層された絶縁層とを有し、当該絶縁層には、半導体露光装置等の半導
体製造装置を用いて配線パターンが形成されている。図３は、シリコンインタポーザ２０
の拡大図であり、上記配線パターンが、符合「２６ａ」を付して示されている。配線パタ
ーン２６ａは、ＬＳＩチップ３０Ａと、ＬＳＩチップ３０Ｂ，３０Ｄとの間を接続し、Ｌ
ＳＩチップ３０Ｃと、ＬＳＩチップ３０Ｂ，３０Ｄとの間を接続する。
【００１８】



(4) JP 5635247 B2 2014.12.3

10

20

30

40

50

　図１に戻り、ヒートスプレッダ５０は、熱伝導用接合材（ＴＩＭ：Thermal Injection 
Material）４０を間に介在させて、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄ、及びシリコンインタポ
ーザ２０の上面を覆うように設けられている。ヒートスプレッダ５０は、例えば銅などの
金属を材料とし、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄにおいて発生した熱を放散する機能を有し
ている。
【００１９】
　以上のように構成されるマルチチップモジュール１００では、パッケージ基板１０と電
気的に接続されたＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄが、シリコンインタポーザ２０の配線パタ
ーン２６ａにより接続される。また、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄが有する薄膜回路３１
とシリコンインタポーザ２０の配線パターン２６ａが、ビア穴３２を介して電気的に接続
されている。したがって、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄそれぞれは、パッケージ基板１０
との電気的な接続を確保しつつ、他のＬＳＩチップとのシリコンインタポーザ２０を介し
た電気的な接続が可能となっている。
【００２０】
　次に、マルチチップモジュール１００の製造方法について、図４～図６に基づいて説明
する。
【００２１】
　まず、図４（ａ）～図４（ｅ）に沿って、最終的にＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄとなる
、チップ構成部材３０’を製造する。このチップ構成部材３０’の製造においては、図４
（ａ）に示すように、所望の厚さ（図１のＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄ以上の厚さ）のシ
リコンウエハＷを用意する。そして、図４（ｂ）に示すように、エッチングにより、最終
的にビア穴３２となる穴１３２を形成する。次いで、図４（ｃ）に示すように、シリコン
ウエハＷの穴１３２を銅などの金属によりメッキして穴埋めし、その後、薄膜回路３１を
形成する。この薄膜回路３１の形成においては、半導体製造装置（半導体露光装置など）
が用いられる。次いで、図４（ｄ）に示すように、薄膜回路３１上に信号用パッド１３８
を銅などの金属をメッキして形成する。この図４（ｄ）が終了した段階で（又はそれ以前
に）、シリコンウエハＷは、所望の大きさにダイシングしておく必要がある。このダイシ
ング後のものが、チップ構成部材３０’となる。次いで、図４（ｅ）に示すように、チッ
プ構成部材３０’の信号用パッド１３８上にハンダバンプ１４０を形成する。なお、図４
（ｅ）のハンダバンプ１４０形成後に、シリコンウエハＷをダイシングすることとしても
良い。
【００２２】
　次に、図５（ａ）に示すように、複数（ここでは４つ）のチップ構成部材３０’を、図
２に示すＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄと同一の配置で、例えば１ｍｍの間隔を空けてパッ
ケージ基板１０上に実装する。この実装においては、パッケージ基板１０上にチップ構成
部材３０’を載置して、加圧・加熱することで、ハンダバンプ１４０を介したチップ構成
部材３０’のパッケージ基板１０への固定を行う。なお、図５（ａ）では、チップ構成部
材３０’ごとに、ハンダバンプ１４０の大きさが異なっているものとする。この固定が終
了した後、パッケージ基板１０とチップ構成部材３０’との間の隙間に、樹脂（アンダー
フィル材）３８を流し込む。
【００２３】
　次いで、図５（ｂ）に示すように、チップ構成部材３０’の全てを一括研磨し、チップ
構成部材３０’の上面の平面出しを行う。この平面出しでは、穴１３２がシリコンウエハ
Ｗを貫通する程度に研磨を行う。シリコンウエハＷを貫通した穴１３２は、ビア穴３２と
なる。
【００２４】
　次いで、図５（ｃ）に示すように、チップ構成部材３０’上面のビア穴３２が存在して
いる位置に、パッド１４４を複数形成する。このように、パッド１４４が形成された段階
で、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄが、パッケージ基板１０上で組み上がることとなる。な
お、パッド１４４については、チップ構成部材３０’の上面に形成しなくても良い。この
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場合、図５（ｂ）の状態で、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄが組み上がっていることになる
。
【００２５】
　次いで、図６（ａ）に示すように、パッド１４４の上にハンダバンプ２８を形成する。
そして、図６（ｂ）に示すように、ハンダバンプ２８の上にシリコンインタポーザ２０を
配置して、加圧・加熱をすることで、シリコンインタボーザ２０とハンダバンプ２８との
間を接着する。その後は、図１に示すように、熱伝導用接合材（ＴＩＭ）４０、ヒートス
プレッダ５０をＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄ及びシリコンインタポーザ２０の上側に設け
ることで、マルチチップモジュール１００の製造が完了する。
【００２６】
　以上、詳細に説明したように、本実施形態によると、パッケージ基板１０と電気的に接
続されたＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄが、パッケージ基板１０とは反対側に配置されたシ
リコンインタポーザ２０の配線パターン２６ａにより接続されている。そして、ＬＳＩチ
ップ３０Ａ～３０Ｄは、パッケージ基板１０側の面に薄膜回路３１を有しており、その薄
膜回路３１とシリコンインタポーザ２０の配線パターン２６ａが、ＬＳＩチップに貫通形
成されたビア穴３２を介して、電気的に接続されている。これにより、ＬＳＩチップ３０
Ａ～３０Ｄそれぞれは、パッケージ基板１０との電気的な接続を確保しつつ、他のＬＳＩ
チップとのシリコンインタポーザ２０を介した電気的な接続が可能である。また、シリコ
ンインタポーザ２０は、パッケージ基板１０とは別に製造することができることから、配
線パターン２６ａを微細パターンとすることができる。これにより、配線パターン２６ａ
の短縮化が可能となり、ひいてはＬＳＩチップ間の間隔を狭めることができる。したがっ
て、本実施形態では、４つのＬＳＩチップを１つの擬似的な大型のＬＳＩチップとして取
り扱うことが可能となる。
【００２７】
　また、本実施形態では、配線仕様によるチャネルエリア確保の必要がないので、チップ
間の間隔を狭くすることができる。更に、チップ間の間隔を狭くすることで配線長を短く
することができるため、ＬＳＩチップ間における高速な伝送が可能である。また、配線長
の短縮化により、ＬＳＩのドライバをＬＳＩ内部のものと同一仕様とすることができるた
め、ＬＳＩ自体の小型化や低消費電力化も図ることができる。
【００２８】
　また、本実施形態では、小さなＬＳＩチップの集合により、擬似的に大きなＬＳＩチッ
プを実現している。したがって、大型のＬＳＩチップを製造する際に用いられる高性能な
半導体露光装置などの半導体製造装置や、大型のマスクを用意する必要が無い。このため
、所望の性能のマルチチップモジュールを、低コストで製造することができる。
【００２９】
　また、本実施形態では、配線パターン２６ａは、半導体製造装置により製造されたパタ
ーンであるため、配線パターン２６ａの配線間隔をより狭く設定することができる。これ
により、ＬＳＩチップ間の間隔をより狭く設定することができる。
【００３０】
　また、本実施形態では、複数のＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄのうちの少なくとも１つが
他のチップと厚さが異なっていても、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄのシリコンインタポー
ザ２０が設けられる面の高さを面一に設定できる。これにより、シリコンインタポーザ２
０によるＬＳＩチップ間の電気的な接続を精度良く行うことができる。また、ＬＳＩチッ
プとして、種々の厚さのＬＳＩチップを同一のパッケージ基板１０上に配置することがで
きる。
【００３１】
　また、本実施形態では、薄膜回路３１をパッケージ基板１０に対向させてパッケージ基
板１０上に複数のチップ構成部材３０’を配置し、チップ構成部材３０’のパッケージ基
板１０とは反対側の面を研磨して面一にし、ＬＳＩチップを形成する。そして、ＬＳＩチ
ップの研磨した面にシリコンインタポーザ２０を実装して、当該シリコンインタポーザ２
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０が有する配線パターン２６ａにより各チップ間を接続する。したがって、ＬＳＩチップ
の厚さの違い等による影響を受けることなく、シリコンインタポーザ２０によるＬＳＩチ
ップ間の電気的な接続を精度良く行うことができる。
【００３２】
　また、本実施形態では、ＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄは、マトリクス状に配列された４
つのチップを含み、４つのチップの全てが近接する部分近傍において、シリコンインタポ
ーザ２０の配線パターン２６ａにより接続されている。したがって、各ＬＳＩチップ間を
効率良く接続することができる。
【００３３】
　また、パッケージ基板１０は、マザーボード２００とＬＳＩチップ３０Ａ～３０Ｄとを
接続する配線のみを有していれば良いので、平易な配線仕様で済み、低コスト化が可能と
なる。
【００３４】
　なお、上記実施形態では、ＬＳＩチップ３０Ａの下側のハンダバンプと、ＬＳＩチップ
３０Ｂの下側のハンダバンプとの高さを異ならせ、ＬＳＩチップ３０Ａ，３０Ｂの厚さを
異ならせる場合について説明した。しかしながら、これに限られるものではなく、ＬＳＩ
チップ３０Ａ，３０Ｂの厚さを同一にする場合には、ハンダバンプを同一高さにすること
としても良い。
【００３５】
　また、上記実施形態では、図４（ｂ）の穴１３２がシリコンウエハＷを貫通していない
場合について説明したが、これに限らず、穴１３２は貫通していても良い。
【００３６】
　なお、上記実施形態では、ＬＳＩチップが４つ設けられた場合について説明したが、こ
れに限らず、ＬＳＩチップは任意の数（複数）設けることとしても良い。
【００３７】
　また、上記実施形態では、チップとして、ＬＳＩチップを用いることとしたが、これに
限らず、その他のチップを用いることとしても良い。また、上記実施形態では、配線基板
としてシリコンインタポーザを用いることとしたが、これに限らず、シリコン以外の基板
を用いても良い。たとえば、５０μｍ程度のピッチで配線を形成することができるのであ
れば、ポリイミド等の薄膜基板を用いることとしても良い。
【００３８】
　上述した実施形態は本発明の好適な実施の例である。但し、これに限定されるものでは
なく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変形実施可能である。
【符号の説明】
【００３９】
　　１０　パッケージ基板
　　２０　シリコンインタポーザ（配線基板）
　　２６ａ　配線パターン
　　３０Ａ～３０Ｄ　チップ（ＬＳＩチップ）
　　３０’　チップ構成部材
　　３１　薄膜回路（回路）
　　３２　ビア穴
　　１００　マルチチップモジュール
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