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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ１つ以上のグランドプレーンを有し、当該グランドプレーン上の所望の場所に
１つ以上の開口部が設けられ、この開口部には上記グランドプレーンと対をなして形成さ
れたマイクロストリップラインの端部が位置され、上記マイクロストリップラインに接続
され上記開口部の周囲長λに略相当する周波数にて信号の送信及び／又は受信を行う送信
部及び又は受信部が設けられた少なくとも２枚の集積回路基板を積層してなり、
　各集積回路基板の各開口部は各グランドプレーンと垂直な方向において他の集積回路基
板の開口部の少なくとも１つと重なっており、
　上記各開口部には、それぞれ送信部が接続されたマイクロストリップラインと受信部が
接続されたマイクロストリップラインの各一端が形成されており、上記各集積回路基板の
１つが信号の送信側として機能するとき他の集積回路基板が受信側として機能し、上記各
開口部の周囲長λ（媒質の比誘電率、比透磁率がそれぞれε、μの時λｅ＝λ／√ε・μ
）で共振する性質を持ち、上記各開口部の周囲長λに略相当するマイクロ波帯以上の周波
数にて、上記各開口部を介して各集積回路基板間で信号を非接触で伝送する３次元集積化
装置。
【請求項２】
　上記各集積回路基板のうちの少なくとも１つの集積回路基板には、通信波長と同等の周
期構造を有するパターンが形成され、上記周期構造は、シリコン基板の底部に形成され、
その導電部のパターンが上記シリコン基板自体のキャリア濃度変化によって作製されてい
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ることを特徴とする請求項１記載の３次元集積化装置。
【請求項３】
　上記各集積回路基板は、少なくとも１つ以上の電源ならびにグランド配線用の貫通ビア
を有するシリコン基板からなり、上記貫通ビアに電気的に接続されたバンプを介して積層
されていることを特徴とする請求項１記載の３次元集積化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の集積回路基板を積層してなる３次元集積化装置に関し、情報通信機器
、ゲーム機器、コンピュータ機器などのシステム、特に、メモリーＣＰＵ機能、撮像機能
素子及び信号処理装置機能、通信機能などを集約したシステムに用いて好適なもの３次元
集積化装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＳＩの高集積化の発展、動作周波数の加速により、ＬＳＩのＩ／Ｏの本数増加
による、物理的信号線取り出しの限界の問題、信号品質（波形劣化）劣化の問題、信号部
のＩ／Ｏ部の消費電力の増大の問題などが深刻化しつつある。
【０００３】
　このうち、電波を用いる手法では、
（１）アンテナをチップ上に設ける手法（例えば、非特許文献１参照）、
（２）インダクターの電磁結合を用いる手法（例えば、非特許文献２参照）、
（３）対抗したパッドで構成されたキャパシター結合を用いる方法（例えば、非特許文献
３参照）、
などが検討されている。
【０００４】
【非特許文献１】ＩＥＥＥ国際固体回路コンファレンス２００５予稿集、Ａｔｓｕｓｈｉ
　Ｉｗａｔａ，Ｍａｍｏｒｕ　Ｓａｓａｋｉ，Ｔａｋａｍａｒｏ　Ｋｉｋｋａｗａ，Ｓｅ
ｉｊｉ　Ｋａｍｅｄａ，Ｈｉｒｏｓｈｉ　Ａｎｄｏ，Ｋｅｎｔａｒｏ　Ｋｉｍｏｔｏ，Ｄ
ａｉｓｕｋｅ　Ａｒｉｚｏｎｏ，Ｈｉｄｅｏ　Ｓｕｎａｍｉ，”Ａ　３Ｄ　Ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｉｏｎ　Ｓｃｈｅｍｅ　ｕｔｉｌｉｚｉｎｇ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔｉｎｇ　Ｈｙｐｅｒ　Ｂｒａｉｎｓ”２
００５　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔｓ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，ｐｐ２６２－２６３．
【非特許文献２】ＩＥＥＥ国際固体回路コンファレンス２００５予稿集、Ｎｏｒｉｙｕｋ
ｉ　Ｍｉｕｒａ１，Ｄａｉｓｕｋｅ　Ｍｉｚｏｇｕｃｈｉ１，Ｍａｒｉ　Ｉｎｏｕｅ１，
　Ｈｉｒｏｏ　Ｔｓｕｊｉ１，Ｔａｋａｙａｓｕ　Ｓａｋｕｒａｉ２，Ｔａｄａｈｉｒｏ
　Ｋｕｒｏｄａ１”Ａ　１９５Ｇｂ／ｓ　１．２Ｗ　３Ｄ－Ｓｔａｃｋｅｄ　Ｉｎｄｕｃ
ｔｉｖｅ　Ｉｎｔｅｒ－Ｃｈｉｐ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｕｐｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｗｉ
ｔｈ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｃｈｅｍｅ”２００５　ＩＥ
ＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ　Ｃｏ
ｎｆｅｒｅｎｃｅ，ｐｐ２６４－２６５．
【非特許文献３】ＩＥＥＥ国際固体回路コンファレンス２００５予稿集、Ｌｅｉ　Ｌｕｏ
，Ｊｏｈｎ　Ｍ．　Ｗｉｌｓｏｎ，Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｅ．Ｍｉｃｋ，Ｊｉａｎ　Ｘｕ，Ｌ
ｉａｎｇ　Ｚｈａｎｇ，Ｐａｕｌ　Ｄ．Ｆｒａｎｚｏｎ，”３Ｇｂ／ｓ　ＡＣ－Ｃｏｕｐ
ｌｅｄ　Ｃｈｉｐ－ｔｏ－Ｃｈｉｐ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｌ
ｏｗ－Ｓｗｉｎｇ　Ｐｕｌｓｅ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ”２００５　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，
ｐｐ５２２－５２３．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、上述の如き非特許文献１のようにアンテナをチップ上に設ける手法では
、１つのＬＳＩから発せられたアンテナからの出力が、ＬＳＩ上の配線に電流を誘起して
しまうという根本的な問題があり、又、非特許文献３の方法では、２－ＬＳＩの対応した
結合には良いが、３つ以上のＬＳＩの積層には拡張を確保するのが難しい、あるいは、用
いるキャパシターサイズによっては消費電力が大きいなどの問題があった。２のケースに
おいては、互いに上下、あるいは、左右に隣接したインダクター間の干渉が問題であった
。
【０００６】
　又、このような構成の３次元ＬＳＩを搭載した場合、ボード上に搭載された他のＬＳＩ
や、ボード上の配線、或いは搭載した機器の外部への不要輻射の問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、上述の如き従来の問題点に鑑み、多ピン化、狭ピッチ化され
るＬＳＩ間の接続の数々の問題を解決するにある。
【０００８】
　また、本発明の目的は、従来、無線接続を行う場合の最も大きな課題であった、ＬＳＩ
上や、無線チャンネル間の干渉、ボード上の他のＬＳＩや配線への干渉などの問題を解決
することにある。
【０００９】
　本発明の更に他の目的、本発明によって得られる具体的な利点は、以下に説明される実
施の形態の説明から一層明らかにされる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る３次元集積化装置は、それぞれ１つ以上のグランドプレーンを有し、当該
グランドプレーン上の所望の場所に１つ以上の開口部が設けられ、この開口部には上記グ
ランドプレーンと対をなして形成されたマイクロストリップラインの端部が位置され、上
記マイクロストリップラインに接続され上記開口部の周囲長λに略相当する周波数にて信
号の送信及び／又は受信を行う送信部及び又は受信部が設けられた少なくとも２枚の集積
回路基板を積層してなり、各集積回路基板の各開口部は各グランドプレーンと垂直な方向
において他の集積回路基板の開口部の少なくとも１つと重なっており、上記各開口部には
、それぞれ送信部が接続されたマイクロストリップラインと受信部が接続されたマイクロ
ストリップラインの各一端が形成されており、上記各集積回路基板の１つが信号の送信側
として機能するとき他の集積回路基板が受信側として機能し、上記各開口部の周囲長λ（
媒質の比誘電率、比透磁率がそれぞれε、μの時λｅ＝λ／√ε・μ）で共振する性質を
持ち、上記各開口部の周囲長λに略相当するマイクロ波帯以上の周波数にて、上記各開口
部を介して各集積回路基板間で信号を非接触で伝送することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る３次元集積化装置において、上記各集積回路基板のうちの少なくと
も１つの集積回路基板には、通信波長と同等の周期構造を有するパターンが形成され、上
記周期構造は、シリコン基板の底部に形成され、その導電部のパターンが上記シリコン基
板自体のキャリア濃度変化によって作製されている。
【００１５】
　さらに、本発明に係る３次元集積化装置において、上記各集積回路基板は、少なくとも
１つ以上の電源ならびにグランド配線用の貫通ビアを有するシリコン基板からなり、上記
貫通ビアに電気的に接続されたバンプを介して積層されている。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、簡便な回路で積層されたＬＳＩのチップ間信号伝送を金属的な接合な
しで行うことが可能となり、多ピン化、狭ピッチ化されるＬＳＩ間の接続の数々の問題を
解決することできる。
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【００１７】
　例えば、その接続コストが高価になる一方で、信頼性としては低下する一方のチップ間
積層時の信号Ｉ／Ｏの信頼性を大きく高めることできる。
【００１８】
　又、ＬＳＩの動作速度が高速化することで、Ｉ／Ｏ部のSignal Integrityの問題などへ
の配慮が必要となってきているが、無線化を実現する事で実装設計的な工数の大幅削減が
可能となる。
【００１９】
　以上のワイヤレス伝送による３次元化は、バンプ形成や、スルーホール形成といった高
価なプロセスを必要とせず、非常にローコストに形成が可能なばかりか、３次元化によっ
て、各ＬＳＩチップ間の信号ライン距離が激減される事で、配線負荷が低減し、Ｉ／Ｏの
低消費電力化が可能である他、信号伝送歪の観点からも非常有利となる。
【００２０】
　また、本発明によれば、従来、無線接続を行う場合の最も大きな課題であった、ＬＳＩ
上や、無線チャンネル間の干渉、ボード上の他のＬＳＩや配線への干渉などの問題が解決
される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本発明は
以下の例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で、任意に変更可能
であることは言うまでもない。
【００２２】
　本発明は、例えば図１に示すような構成の３次元集積化装置１０に適用される。
【００２３】
　図１に示す３次元集積化装置１０は、それぞれ１つグランドプレーン１１Ａ，１１Ｂを
有し、当該グランドプレーン１１Ａ，１１Ｂ上の所望の場所に１つ開口部１２Ａ，１２Ｂ
が設けられ、この開口部１２Ａ，１２Ｂには上記グランドプレーン１１Ａ，１１Ｂと対を
なして形成されたマイクロストリップライン１３Ａ，１３Ｂの開放端部が位置され、上記
マイクロストリップライン１３Ａ，１３Ｂにスイッチ１４Ａ，１４Ｂを介して選択的に接
続され上記開口部１２Ａ，１２Ｂの周囲長λに略相当する周波数にて信号の送信及び受信
を行う送信部１５Ａ，１５Ｂ及び受信部１６Ａ，１６Ｂが設けられたそれぞれシリコン基
板からなる２枚の集積回路基板１７Ａ，１７Ｂを積層してなる。上記各集積回路基板１７
Ａ，１７Ｂの各開口部１２Ａ，１２Ｂは、各グランドプレーン１１Ａ，１１Ｂと垂直な方
向において互いに重なる位置に設けられている。
【００２４】
　このような構成の３次元集積化装置１０では、上記マイクロストリップライン１３Ａ，
１３Ｂの開放端部が位置された各開口部１２Ａ，１２Ｂが所謂スロットアンテナとして機
能し、上記送信部１５Ａ，１５Ｂ及び受信部１６Ａ，１６Ｂにより、上記各開口部１２Ａ
，１２Ｂの周囲長λに略相当する周波数にて、上記各開口部１２Ａ，１２Ｂを介して各集
積回路基板間１７Ａ，１７Ｂで信号を非接触で伝送することができる。
【００２５】
　すなわち、上記３次元集積化装置１０において、上記マイクロストリップライン１３Ａ
，１３Ｂと、その開放端部が位置された各開口部１２Ａ，１２Ｂは、上記開口部１２Ａ，
１２Ｂの周囲長λに略相当する周波数にて信号の送信及び受信を行う通信用素子として機
能する。
【００２６】
　この通信用素子は、グランドプレーン１１Ａ，１１Ｂの開口部１２Ａ，１２Ｂの周囲長
λ（媒質の比誘電率、比透磁率がそれぞれε、μの時λｅ＝λ／√ε・μ）で共振する性
質を持ち、特にマイクロ波（概略＞５ＧＨｚ）波帯以上で有効な通信素子となる。
【００２７】
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　開口部１２Ａ，１２Ｂの形状は、細長いスリット状でも、長方形でも、不定形でも何で
も良いが、構成される誘電材料の実効比誘電率、比透磁率を、それぞれ４、１とし、正方
形を仮定すると正方形の１辺の長さは伝送周波数１０ＧＨｚのとき約３．７５ｍｍ、３０
ＧＨｚのとき１．２５ｍｍ、６０ＧＨｚの時０．６２５ｍｍとなりＬＳＩ上に複数個の通
信用素子を並べることができる。
【００２８】
　ＬＳＩ上に複数個の通信用素子を並べることにより、例えば、図２に示すように、無線
共有バス構成を備える３次元集積化装置２０とすることができる。
【００２９】
　図２に示す３次元集積化装置２０は、それぞれ１つグランドプレーン２１Ａ，２１Ｂ，
２１Ｃ，２１Ｄを有し、当該グランドプレーン２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃ，２１Ｄ上の所望
の場所に３つの開口部２２Ａ１～２２Ａ３，２２Ｂ１～２２Ｂ３，２２Ｃ１～２２Ｃ３，
２２Ｄ１～２２Ｄ３が設けられ、この開口部２２Ａ１～２２Ａ３，２２Ｂ１～２２Ｂ３，
２２Ｃ１～２２Ｃ３，２２Ｄ１～２２Ｄ３には上記グランドプレーン２１Ａ，２１Ｂ，２
１Ｃ，２１Ｄと対をなして形成されたそれぞれ２本のマイクロストリップライン２３Ａ１

Ａ，２３Ａ１Ｂ～２３Ａ３Ａ，２３Ａ３Ｂ，２３Ｂ１Ａ，２３Ｂ１Ｂ～２３Ｂ３Ａ，２３
Ｂ３Ｂ，２３Ｃ１Ａ，２３Ｃ１Ｂ～２３Ｃ３Ａ，２３Ｃ３Ｂ，２３Ｄ１Ａ，２３Ｄ１Ｂ～
２３Ｄ３Ａ，２３Ｄ３Ｂの各開放端部が位置され、上記各マイクロストリップライン２３
Ａ１Ａ，～２３Ａ３Ａ，２３Ｂ１Ａ～２３Ｂ３Ａ，２３Ｃ１Ａ～２３Ｃ３Ａ，２３Ｄ１Ａ

～２３Ｄ３Ａに接続され上記開口部２２Ａ１～２２Ａ３，２２Ｂ１～２２Ｂ３，２２Ｃ１

～２２Ｃ３，２２Ｄ１～２２Ｄ３の周囲長λに略相当する周波数にて信号の送信を行う各
送信部２５Ａ１Ａ，～２５Ａ３Ａ，２５Ｂ１Ａ～２５Ｂ３Ａ，２５Ｃ１Ａ～２５Ｃ３Ａ，
２５Ｄ１Ａ～２５Ｄ３Ａ及び上記各マイクロストリップライン２３Ａ１Ｂ，～２３Ａ３Ｂ

，２３Ｂ１Ｂ～２３Ｂ３Ｂ，２３Ｃ１Ｂ～２３Ｃ３Ｂ，２３Ｄ１Ｂ～２３Ｄ３Ｂに接続さ
れ上記開口部２２Ａ１～２２Ａ３，２２Ｂ１～２２Ｂ３，２２Ｃ１～２２Ｃ３，２２Ｄ１

～２２Ｄ３の周囲長λに略相当する周波数にて信号の受信を行う各受信部２６Ａ１Ａ，～
２６Ａ３Ａ，２６Ｂ１Ａ～２６Ｂ３Ａ，２６Ｃ１Ａ～２６Ｃ３Ａ，２６Ｄ１Ａ～２６Ｄ３

Ａが設けられた４枚の集積回路基板２７Ａ，２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄを積層してなる。上
記各集積回路基板２７Ａ，２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄの各開口部２２Ａ１～２２Ａ３，２２
Ｂ１～２２Ｂ３，２２Ｃ１～２２Ｃ３，２２Ｄ１～２２Ｄ３は、各グランドプレーン２１
Ａ，２１Ｂ，２１Ｃ，２１Ｄと垂直な方向において互いに重なる位置に設けられている。
【００３０】
　なお、上記各集積回路基板２７Ａ，２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄは、図示しない少なくとも
１つ以上の電源ならびにグランド配線用の貫通ビアを有するシリコン基板からなり、上記
貫通ビアに電気的に接続されたバンプ２８を介して積層されている。
【００３１】
　この図２に示した構成の３次元集積化装置２０では、上記各集積回路基板２７Ａ，２７
Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄは互いに上下に重なっている３組の２２Ａ１～２２Ｄ１，２２Ａ２～
２２Ｄ２，２２Ａ３～２２Ｄ３、それぞれ個別に信号の授受が可能な通信チャンネルＡ、
Ｂ、Ｃとして機能する構成となっている。例えば集積回路基板２７Ａの送信部２５Ａ１Ａ

，～２５Ａ３ＡをＯＮとしたとき、各集積回路基板２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄの受信部２６
Ｂ１Ａ～２６Ｂ３Ａ，２６Ｃ１Ａ～２６Ｃ３Ａ，２６Ｄ１Ａ～２６Ｄ３Ａの何れかをＯＮ
とすればＯＮとした集積回路基板が集積回路基板２７Ａの発する信号を受信することが可
能である。又、集積回路基板２７Ａの送信部２５Ａ１Ａ，～２５Ａ３ＡがＯＮの時、各集
積回路基板２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄのすべての受信部２６Ｂ１Ａ～２６Ｂ３Ａ，２６Ｃ１

Ａ～２６Ｃ３Ａ，２６Ｄ１Ａ～２６Ｄ３ＡをＯＮとすることも可能であり、この時、集積
回路基板２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄは同時受信が可能となって従来型のＢＵＳ動作を行うこ
とも可能である。
【００３２】
　又、この３次元集積化装置２０では、３組の通信チャンネルＡ、Ｂ、Ｃがあり、これら
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の通信チャンネルＡ、Ｂ、Ｃはそれぞれ独立して信号の授受を行うことが可能である。
【００３３】
　ここで、この３次元集積化装置２０は、１つグランドプレーン３１を有し、当該グラン
ドプレーン３１上の所望の場所に３つの開口部３２Ａ１～３２Ａ３が設けられ、この開口
部３２Ａ１～３２Ａ３には上記グランドプレーン３１と対をなして形成されたそれぞれ２
本のマイクロストリップライン３３Ａ１Ａ，３３Ａ１Ｂの各開放端部が位置され、上記マ
イクロストリップライン３３Ａ１Ａに接続され上記開口部３２Ａ１～３２Ａ３の周囲長λ
に略相当する周波数にて信号の送信を行う各送信部３５Ａ１Ａ，～３５Ａ３Ａ及び上記各
マイクロストリップライン３３Ａ１Ｂに接続され上記開口部３２Ａ１～３２Ａ３の周囲長
λに略相当する周波数にて信号の受信を行う各受信部３６Ａ１Ａ，～３６Ａ３Ａが設けら
れた回路基板３０上に実装することにより、回路基板３０と上記各集積回路基板２７Ａ，
２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄとの間で３組の通信チャンネルＡ、Ｂ、Ｃにより信号の授受を行
うようにすることもできる。
【００３４】
　なお、この図２に示した３次元集積化装置２０では、一つの開口部に２つのマイクロス
トリップラインを配し、それぞれ送信部と受信部に接続したが、図１に示した３次元集積
化装置１０と同様に、ＬＳＩ内に作成したスイッチにより、一本のマイクロストリップラ
インを共有するようにしても良い。
【００３５】
　また、上述の図２に示した３次元集積化装置２０では、上記各集積回路基板２７Ａ，２
７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄ上に設けられている他の回路は、各グランドプレーン２１Ａ，２１
Ｂ，２１Ｃ，２１Ｄによって電界的に遮断され、層間のクロストークを極力押さえること
ができる。
【００３６】
　しかしながら、図２の構成においては、各グランドプレーン２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃ，
２１Ｄにより、ニアフィールド電界は遮断できるもののニアフィールドの磁界は遮断でき
ない。
【００３７】
　そこで、積層された上記各集積回路基板２７Ａ，２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄを構成してい
るシリコン基板２７を用いて、図３の（Ａ），（Ｂ）に示すように、ＰＢＧ（Ｐｈｏｔｏ
ｎｉｃ　Ｂａｎｄ　Ｇａｐ）（もしくはＥＢＧ；Ｅｌｃｔｒｏｎｉｃ　Ｂａｎｄ　Ｇａｐ
）構造を作成することにより、磁界をも遮断することができる。
【００３８】
　元来、導電性シリコン基板は、高周波領域で電磁波を吸収する性質を持っているが、幸
いトランジスタを形成する過程で、拡散やイオン注入を用いてＰ＋層、Ｎ＋層を作成する
ことが可能である。
【００３９】
　この時、ベースとなる基板は、高抵抗基板であることが望ましいが、この基板の裏面に
通信波長と同等の周期構造をＰ＋層、もしくはＮ＋層を用いて、図３の如く作成すること
によりＥＢＧの形成が可能となり、特に積層化された集積回路基板の通信用素子の部分の
構造を取り去ることで、局部的な結合のみを強め、不要部分への磁界の染み出しを抑制す
ることができる。
【００４０】
　ここで、図３の（Ａ），（Ｂ）に示すようなＰＢＧ構造を作成するには、まず、シリコ
ン基板２７の所望の表面に、例えば拡散プロセスや、イオン注入プロセスを用いて図示の
如く、導電層２９Ａの周期構造を作成する。
【００４１】
　次に、シリコン基板２７にＲＩＥ法（異方性エッチング）などで、貫通ビア２９Ｂを形
成、その後、適宜ビア内をＣＶＤ法などにより、絶縁膜コート処理を行い、更にめっき法
などによりビア内を導電性とする。
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【００４２】
　この時、シリコン基板２７は、高抵抗基板である事が望ましく、又、導電性の貫通ビア
２９Ｂは集積回路基板表面の電源、もしくは、グランドに接続する。
【００４３】
　このように導電性の貫通ビア２９Ｂを設けた導電層２９Ａの周期構造２９を持ったシリ
コン基板２７は磁界を遮断する性質を持つことができる。
【００４４】
　なお、図３の例では、拡散や、イオン注入などによってＰ＋層、Ｎ＋層などを作成する
例を示したが、もちろん、裏面にＡｕ、Ｃｕ、Ａｌなどの金属を成膜して周期構造を作成
しても良い。
【００４５】
　ここで、上述の図２に示した構成の３次元集積化装置２０では、上記各集積回路基板２
７Ａ，２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄは互いに上下に重なっている３組の２２Ａ１～２２Ｄ１，
２２Ａ２～２２Ｄ２，２２Ａ３～２２Ｄ３、それぞれ個別に信号の授受が可能な通信チャ
ンネルＡ、Ｂ、Ｃとして機能する構成について説明したが、本発明は、例えば、図４に示
すように、リングバス構成を備える３次元集積化装置４０に適用することもできる。
【００４６】
　この図４に示す３次元集積化装置４０は、４枚の集積回路基板４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｃ
，４７Ｄのうち、２つの集積回路基板上の開口部を共有し、集積回路基板間の信号の授受
を行うリングバス構成としたものである。
【００４７】
　すなわち、この３次元集積化装置４０は、それぞれ１つグランドプレーン４１Ａ，４１
Ｂ，４１Ｃ，４１Ｄを有し、当該グランドプレーン４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃ，４１Ｄ上の
所望の場所に２～４個の開口部４２Ａ１，４２Ａ２，４２Ｂ１～４２Ｂ４，４２Ｃ１～４
２Ｃ４，４２Ｄ１，４２Ｄ２が設けられ、この開口部４２Ａ１，４２Ａ２，４２Ｂ１～４
２Ｂ４，４２Ｃ１～４２Ｃ４，４２Ｄ１，４２Ｄ２には上記グランドプレーン４１Ａ，４
１Ｂ，４１Ｃ，４１Ｄと対をなして形成されたそれぞれマイクロストリップライン４３Ａ

１，４３Ａ２，４３Ｂ１～４３Ｂ４，４３Ｃ１～４３Ｃ４，４３Ｄ１，４３Ｄ２の各開放
端部が位置され、上記各マイクロストリップライン４３Ａ１，４３Ｂ２，４３Ｂ３，４３
Ｃ１，４３Ｃ４，４３Ｄ２に接続され上記開口部４２Ａ１，４２Ｂ２，４２Ｂ３，４２Ｃ

１，４２Ｃ４，４２Ｄ２の周囲長λに略相当する周波数にて信号の送信を行う各送信部４
５Ａ，４５Ｂ２，４５Ｂ１，４５Ｃ１，４５Ｃ２，４５Ｄ及び上記各マイクロストリップ
ライン４３Ａ２，４３Ｂ１，４３Ｂ４，４３Ｃ２，４３Ｃ３，４３Ｄ１に接続され上記開
口部４２Ａ２，４２Ｂ１，４２Ｂ４，４２Ｃ２，４２Ｃ３，４２Ｄ１の周囲長λに略相当
する周波数にて信号の受信を行う各受信部４６Ａ，４６Ｂ１，４６Ｂ２，４６Ｃ２，４６
Ｃ１，４６Ｄが設けられた４枚の集積回路基板４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｃ，４７Ｄを積層し
てなる。上記集積回路基板４７Ａの各開口部４２Ａ１，４２Ａ２は上記集積回路基板４７
Ｂの各開口部４２Ｂ１，４２Ｂ２と、上記集積回路基板４７Ｂの各開口部４２Ｂ３，４２
Ｂ４は上記集積回路基板４７Ｃの各開口部４２Ｃ３，４２Ｃ４と、上記集積回路基板４７
Ｃの各開口部４２Ｃ１，４２Ｃ２は上記集積回路基板４７Ｄの各開口部４２Ｄ１，４２Ｄ

２と、それぞれ、各グランドプレーン４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃ，４１Ｄと垂直な方向にお
いて互いに重なる位置に設けられている。
【００４８】
　このような構成の３次元集積化装置４０では、基本的に送信スロット、受信スロットを
区別し、集積回路基板４７Ｃと集積回路基板４７ＤがスロットＡで集積回路基板４７Ｄか
ら集積回路基板４７Ｃへの信号伝送を行い、スロットＢで集積回路基板４７Ｃから集積回
路基板４７Ｄへの信号伝送を行う。
【００４９】
　この構成を図示の如く上下に繰り返すことで、リングバス構成をもった３次元集積化装
置が実現される。
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【００５０】
　さらに、このリングバス構成をもった３次元集積化装置４０においても、図５に示すよ
うに、集積回路基板４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｃ，４７Ｄを構成するシリコン基板に上述の図
３の（Ａ），（Ｂ）に示したＰＢＧ構造と同様に導電性の貫通ビア２９Ｂを設けた導電層
２９Ａの周期構造２９を作成することにより、ニアフィールドの磁界を遮断することがで
きる。集積回路基板４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｃ，４７Ｄの開口部４２Ａ１，４２Ａ２，４２
Ｂ１～４２Ｂ４，４２Ｃ１～４２Ｃ４，４２Ｄ１，４２Ｄ２に対応する部分のＰＢＧ構造
は欠落させておくことにより、良好な信号伝送が実現でき、又、ＰＢＧ構造によって、磁
界の離散が抑制される為、チャネル間や、集積回路基板上の配線との干渉が抑えられる他
、この集積化装置が搭載されるボード上の配線や、他の集積回路基板との干渉も抑制する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明を適用した３次元集積化装置の構成例を模式的示す斜視図である。
【図２】本発明を適用した３次元集積化装置の他の構成例を模式的示す斜視図である。
【図３】シリコン基板上に作成されたＰＢＧ構造を模式的示す図である。
【図４】本発明を適用した３次元集積化装置のさらに他の構成例を模式的示す断面図であ
る。
【図５】本発明を適用したＰＢＧ構造をもつ３次元集積化装置のさらに他の構成例を模式
的示す断面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１０，２０，４０　３次元集積化装置、１１Ａ，１１Ｂ，２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃ，２
１Ｄ，４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃ，４１Ｄ　グランドプレーン、１２Ａ，１２Ｂ，２２Ａ１

～２２Ａ３，２２Ｂ１～２２Ｂ３，２２Ｃ１～２２Ｃ３，２２Ｄ１～２２Ｄ３，４２Ａ１

，４２Ａ２，４２Ｂ１～４２Ｂ４，４２Ｃ１～４２Ｃ４，４２Ｄ１，４２Ｄ２　開口部、
１３Ａ，１３Ｂ，２３Ａ１Ａ，２３Ａ１Ｂ～２３Ａ３Ａ，２３Ａ３Ｂ，２３Ｂ１Ａ，２３
Ｂ３Ｂ～２３Ｂ３Ａ，２３Ｂ３Ｂ，２３Ｃ１Ａ，２３Ｃ３Ｂ～２３Ｃ３Ａ，２３Ｃ３Ｂ，
２３Ｄ１Ａ，２３Ｄ１Ｂ～２３Ｄ３Ａ，２３Ｄ３Ｂ，４３Ａ１，４３Ａ２，４３Ｂ１～４
３Ｂ４，４３Ｃ１～４３Ｃ４，４３Ｄ１，４３Ｄ２　マイクロストリップライン、１４Ａ
，１４Ｂ　スイッチ、１５Ａ，１５Ｂ，２５Ａ１Ａ，～２５Ａ３Ａ，２５Ｂ１Ａ～２５Ｂ

３Ａ，２５Ｃ１Ａ～２５Ｃ３Ａ，２５Ｄ１Ａ～２４Ｄ３Ａ，４５Ａ，４５Ｂ１，４５Ｂ２

，４５Ｃ１，４５Ｃ２，４５Ｄ　送信部、１６Ａ，１６Ｂ，２６Ａ１Ａ，～２６Ａ３Ａ，
２６Ｂ１Ａ～２６Ｂ３Ａ，２６Ｃ１Ａ～２６Ｃ３Ａ，２６Ｄ１Ａ～２６Ｄ３Ａ，４６Ａ，
４６Ｂ１，４６Ｂ２，４６Ｃ１，４６Ｃ２，４６Ｄ　受信部、１７Ａ，１７Ｂ，２７Ａ，
２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄ，４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｃ，４７Ｄ　集積回路基板、２７　シリ
コン基板、２８　バンプ、２９　周期構造、２９Ａ　導電層、２９Ｂ　貫通ビア
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