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(57)【要約】
基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板において、前記基板に設けられ
た貫通孔と、前記貫通孔に充填されると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前
記貫通配線基板の一方の面上に伸延して形成される貫通伸延配線と、前記貫通孔の位置を
除く前記貫通伸延配線上に形成された導電性を有するバンプと、を具備している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板において、
　前記基板に設けられた貫通孔と、
前記貫通孔に充填されると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基
板の一方の面上に伸延して形成される貫通伸延配線と、
　前記貫通孔の位置を除く前記貫通伸延配線上に形成された導電性を有するバンプと、を
具備していることを特徴とする貫通配線基板。
【請求項２】
少なくとも前記貫通配線および前記貫通伸延配線と前記基板との間に絶縁層が設けられて
いることを特徴とする請求項１記載の貫通配線基板。
【請求項３】
前記貫通配線基板が、さらに、前記貫通配線基板の他方の面において、前記貫通孔に充填
されると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基板の一方の面上に
伸延して形成される貫通伸延配線と、
　前記貫通孔の位置を除く前記貫通伸延配線上に形成された導電性を有するバンプと、を
具備していることを特徴とする請求項１記載の貫通配線基板。
【請求項４】
基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板において、
　前記基板に設けられた貫通孔と、
　少なくとも前記貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線基板面上の前記貫通孔
を除く部分に形成される絶縁樹脂層と、
前記貫通孔に充填されると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基
板の一方の面上の前記絶縁樹脂層上に伸延して形成される貫通伸延配線と、
　前記貫通孔の位置を除く前記貫通伸延配線上に形成された導電性を有するバンプと、を
具備していることを特徴とする貫通配線基板。
【請求項５】
基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板の製造方法において、
　前記貫通配線基板に貫通孔を形成する工程と、
前記貫通孔を充填すると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基板
の一方の面上に伸延した貫通伸延配線を形成する工程と、
　前記貫通孔の位置を除く前記貫通伸延配線上に導電性を有するバンプを形成する工程と
を備えることを特徴とする貫通配線基板の製造方法。
【請求項６】
基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板の製造方法において、
　前記貫通配線基板に貫通孔を形成する工程と、
　少なくとも前記貫通配線基板の一方の面に、前記貫通配線基板面上の前記貫通孔を除く
部分に絶縁樹脂層を形成する工程と、
前記貫通孔を充填すると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基板
の一方の面上の前記絶縁樹脂層上に伸延した貫通伸延配線を形成する工程と、
　前記貫通孔の位置を除く前記貫通伸延配線上に導電性を有するバンプを形成する工程と
を備えることを特徴とする貫通配線基板の製造方法。
【請求項７】
基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板において、
　前記基板に設けられた貫通孔と、
前記貫通孔に形成された貫通配線と、
　少なくとも前記貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線の配線露出部と接触す
ると共に、前記配線露出部から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基板の一方の面上に
伸延して形成される再配線と、
　前記貫通配線の配線露出部の位置を除く前記再配線上に形成された導電性を有するバン
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プと、を具備していることを特徴とする貫通配線基板。
【請求項８】
少なくとも前記貫通配線および前記再配線と前記基板との間に絶縁層が設けられているこ
とを特徴とする請求項７記載の貫通配線基板。
【請求項９】
前記貫通配線基板が、さらに、前記貫通配線基板の他方の面において、前記貫通配線の配
線露出部と接触すると共に、前記配線露出部から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基
板の一方の面上に伸延して形成される再配線と、
　前記貫通配線の配線露出部の位置を除く前記再配線上に形成された導電性を有するバン
プと、を具備していることを特徴とする請求項７記載の貫通配線基板。
【請求項１０】
基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板において、
　前記基板に設けられた貫通孔と、
前記貫通孔に形成された貫通配線と、
　少なくとも前記貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線基板面上の配線露出部
を除く部分に形成される絶縁樹脂層と、
少なくとも前記貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線の配線露出部と接触する
と共に、前記配線露出部から所定距離離れた位置まで前記絶縁樹脂層上に伸延して形成さ
れる再配線と、
　前記貫通配線の配線露出部の位置を除く前記再配線上に形成された導電性を有するバン
プと、を具備していることを特徴とする貫通配線基板。
【請求項１１】
前記貫通配線基板面上の配線露出部を除く部分における前記絶縁樹脂層上に、絶縁樹脂か
らなる突起を有し、前記再配線は、前記突起を覆うように形成されており、前記突起上部
に形成された前記再配線上に導電性を有するバンプが形成されていることを特徴とする請
求項１０記載の貫通配線基板。
【請求項１２】
基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板の製造方法において、
　前記貫通配線基板の貫通孔に貫通配線を形成する工程と、
　少なくとも前記貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線の配線露出部と接触す
ると共に、前記配線露出部から所定距離離れた位置まで伸延して再配線を形成する工程と
、
　前記貫通配線の配線露出部の位置を除く前記再配線上に、導電性を有するバンプを形成
する工程とを備えることを特徴とする貫通配線基板の製造方法。
【請求項１３】
基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板の製造方法において、
　前記貫通配線基板の貫通孔に貫通配線を形成する工程と、
　少なくとも前記貫通配線基板の一方の面に、前記貫通配線基板面上の配線露出部を除く
部分に絶縁樹脂層を形成する工程と、
　少なくとも前記貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線の配線露出部と接触す
ると共に、前記配線露出部から所定距離離れた位置まで前記絶縁樹脂層上に伸延して再配
線を形成する工程と、
　前記貫通配線の配線露出部の位置を除く前記再配線上に導電性を有するバンプを形成す
る工程とを備えることを特徴とする貫通配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貫通配線（貫通電極）を両基板面の接続部とする貫通配線基板及びその製造
方法に係り、さらに詳細には、シリコンＩＣチップを実装する際、シリコン基板の表裏を
電気的に接続するための貫通配線の構造により、前記貫通配線基板及び被実装物の耐久性
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を向上せしめた貫通配線基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、貫通配線基板の使用方法としては、貫通配線（貫通電極）をそのまま両基板面の
接続部として用いて回路等を実装する方法、また、貫通配線の直下にバンプを作製するこ
とで基板間の接続部を形成して回路等を実装する方法等がある。
【０００３】
　以下に、貫通配線基板の種々の従来例を図面（側断面図）を参照して説明する。
【０００４】
　例えば、図１に示すように、貫通配線基板１０１の基板部材１０７には、貫通孔１０２
が形成され、この基板部材１０７の表面および貫通孔１０２の側壁には絶縁層１０９が形
成されている。そして、その貫通孔１０２に貫通配線１１１が形成され、その貫通配線１
１１の下端部１１１ａが貫通配線基板１０１の下側の配線面から突出している。この貫通
配線基板１０１の構造により、貫通配線１１１の下端部１１１ａを通じて他基板との接続
が行われる。
【０００５】
　また、図２に示すように、貫通配線基板１１３の基板部材１１９には、貫通孔１１２が
形成され、この基板部材１１９の表面および貫通孔１１２の側壁には絶縁層１２１が形成
され、その貫通孔１１２に貫通配線１２３が形成され、その貫通配線１２３の上端部１２
３ａおよび下端部１２３ｂが貫通配線基板１１３の両側の配線面から突出している。この
貫通配線基板１１３の構造により、貫通配線１２３の上端部１２３ａおよび下端部１２３
ｂを通じて他基板との接続が行われる。
【０００６】
　また、図３に示すように、貫通配線基板１２５の基板部材１３１には、貫通孔１２２が
形成され、この基板部材１３１の表面および貫通孔１２２の側壁には絶縁層１３３が形成
され、その貫通孔１２２に貫通配線１３５が形成され、貫通孔１２２に充填された貫通配
線１３５が表面に露出した箇所にパッド１３７が形成されている。そして、前記パッド１
３７にはバンプ１３９が形成され、そのバンプ１３９を通じて他基板との接続が行われる
。
【０００７】
　また、図４に示すように、貫通配線基板１４１の基板部材１４７には、貫通孔１４２が
形成され、この基板部材１４７の表面および貫通孔１４２の側壁には絶縁層１４９が形成
され、その貫通孔１４２に貫通配線１５１が形成され、貫通配線１５１が両基板面に露出
した箇所には、パッド１５３、パッド１５５が形成されている。そして、前記パッド１５
３、パッド１５５上にはそれぞれバンプ１５７、バンプ１５９が形成され、そのバンプ１
５７、バンプ１５９を通じて他基板との接続が行われる。
【０００８】
　このような技術に関しては、例えば、特開２００１－３５１９９７号公報記載されてい
るように、半導体ウエハー基板１の下側より突出した貫通電極５ｂを有するものが知られ
ている。
【０００９】
　このような従来の貫通配線基板には以下のような問題があった。
【００１０】
　すなわち、貫通配線基板を他基板に実装する際には圧力と熱が掛かる。このため、貫通
配線をそのまま他基板との接続部として使用する場合、実装時に貫通配線に応力（例えば
、他基板からの圧力）を受けるため、貫通配線が破損し易くなるという問題があった。ま
た、貫通配線基板には、デバイス等が搭載される場合があるが、デバイスによっては、実
装時に貫通配線基板に掛かる応力が原因でデバイスにソリが生じ、デバイス特性が変化す
る問題があった。
【００１１】
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　一方、貫通配線をそのまま他基板との接続部として使用する場合、貫通配線に低融点の
金属を使用すると、実装時に貫通配線が高温にさらされ貫通配線の金属が溶融したり、貫
通配線基板と貫通配線との間に応力が生じたりする。このため、貫通配線が動いたり、脱
落したりして貫通配線基板として機能しなくなる問題があった。
【００１２】
　さらに、貫通配線の直下（あるいは直上）にバンプを作製することで実装する方法の場
合、実装時に貫通配線部に応力を受けるが、パッドが存在するため、パッドと貫通配線基
板との接合部に応力が集中し、この応力集中部分が破損し易くなるという問題があった。
【００１３】
　また、バンプを生成する際にも、貫通配線基板は高温（～４００℃）にさらされる。そ
の際、貫通配線に使用されている金属の融点が４００℃以下の場合は、貫通配線部は溶融
し、膨張するため、パッドと貫通配線基板との接合部に応力が生じ、この部分が破損する
という問題があった。
【００１４】
　さらに、上述のように貫通配線の直下（あるいは直上）にバンプがある場合に、貫通配
線とバンプとを仕切る適当なバリアメタル（Ｎｉ，Ｐｔ，ＴｉＷ，ＴｉＮが主に用いられ
る。他には、Ｔａ化合物、Ｗ化合物、Ｓｉ化合物等がある）が無いと、貫通配線部及びバ
ンプ部分の金属が溶融し混じり合って本来の貫通配線の機能がそこなわれて、外部に損傷
が無い場合にも材料（金属）本来の電気特性が得られなくなる（貫通配線基板そのものの
特性が変化する）という問題があった。
【００１５】
　本発明は、上述の如き従来の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、貫
通配線基板を他基板に実装する際には圧力と熱が掛かる場合でも、貫通配線基板及び被実
装物の耐久性を向上せしめた貫通配線基板及びその製造方法を提供することである。
【発明の開示】
【００１６】
　上述の目的を達成するために、この発明は、基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備え
る貫通配線基板において、前記基板に設けられた貫通孔と、前記貫通孔に充填されると共
に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基板の一方の面上に伸延して形
成される貫通伸延配線と、前記貫通孔の位置を除く前記貫通伸延配線上に形成された導電
性を有するバンプと、を具備していることを特徴とする。
【００１７】
　また、この発明は、少なくとも前記貫通配線および前記貫通伸延配線と前記基板との間
に絶縁層が設けられていることを特徴とする。
【００１８】
　また、この発明は、前記貫通配線基板が、さらに、前記貫通配線基板の他方の面におい
て、前記貫通孔に充填されると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配
線基板の一方の面上に伸延して形成される貫通伸延配線と、前記貫通孔の位置を除く前記
貫通伸延配線上に形成された導電性を有するバンプと、を具備していることを特徴とする
。
【００１９】
　また、この発明は、基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板において
、前記基板に設けられた貫通孔と、少なくとも前記貫通配線基板の一方の面において、前
記貫通配線基板面上の前記貫通孔を除く部分に形成される絶縁樹脂層と、前記貫通孔に充
填されると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基板の一方の面上
の前記絶縁樹脂層上に伸延して形成される貫通伸延配線と、前記貫通孔の位置を除く前記
貫通伸延配線上に形成された導電性を有するバンプと、を具備していることを特徴とする
。
【００２０】
　また、この発明は、基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板の製造方
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法において、前記貫通配線基板に貫通孔を形成する工程と、前記貫通孔を充填すると共に
、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基板の一方の面上に伸延した貫通
伸延配線を形成する工程と、前記貫通孔の位置を除く前記貫通伸延配線上に導電性を有す
るバンプを形成する工程とを備えることを特徴とする。
【００２１】
　また、この発明は、基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板の製造方
法において、前記貫通配線基板に貫通孔を形成する工程と、少なくとも前記貫通配線基板
の一方の面に、前記貫通配線基板面上の前記貫通孔を除く部分に絶縁樹脂層を形成する工
程と、前記貫通孔を充填すると共に、前記貫通孔から所定距離離れた位置まで前記貫通配
線基板の一方の面上の前記絶縁樹脂層上に伸延した貫通伸延配線を形成する工程と、前記
貫通孔の位置を除く前記貫通伸延配線上に導電性を有するバンプを形成する工程とを備え
ることを特徴とする。
【００２２】
　また、この発明は、基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板において
、前記基板に設けられた貫通孔と、前記貫通孔に形成された貫通配線と、少なくとも前記
貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線の配線露出部と接触すると共に、前記配
線露出部から所定距離離れた位置まで前記貫通配線基板の一方の面上に伸延して形成され
る再配線と、前記貫通配線の配線露出部の位置を除く前記再配線上に形成された導電性を
有するバンプと、を具備していることを特徴とする。
【００２３】
　また、この発明は、少なくとも前記貫通配線および前記再配線と前記基板との間に絶縁
層が設けられていることを特徴とする。
【００２４】
　また、この発明は、前記貫通配線基板が、さらに、前記貫通配線基板の他方の面におい
て、前記貫通配線の配線露出部と接触すると共に、前記配線露出部から所定距離離れた位
置まで前記貫通配線基板の一方の面上に伸延して形成される再配線と、前記貫通配線の配
線露出部の位置を除く前記再配線上に形成された導電性を有するバンプと、を具備してい
ることを特徴とする。
【００２５】
　また、この発明は、基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板において
、前記基板に設けられた貫通孔と、前記貫通孔に形成された貫通配線と、少なくとも前記
貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線基板面上の配線露出部を除く部分に形成
される絶縁樹脂層と、少なくとも前記貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線の
配線露出部と接触すると共に、前記配線露出部から所定距離離れた位置まで前記絶縁樹脂
層上に伸延して形成される再配線と、前記貫通配線の配線露出部の位置を除く前記再配線
上に形成された導電性を有するバンプと、を具備していることを特徴とする。
【００２６】
　また、この発明は、前記貫通配線基板面上の配線露出部を除く部分における前記絶縁樹
脂層上に、絶縁樹脂からなる突起を有し、前記再配線は、前記突起を覆うように形成され
ており、前記突起上部に形成された前記再配線上に導電性を有するバンプが形成されてい
ることを特徴とする。
【００２７】
　また、この発明は、基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板の製造方
法において、前記貫通配線基板の貫通孔に貫通配線を形成する工程と、少なくとも前記貫
通配線基板の一方の面において、前記貫通配線の配線露出部と接触すると共に、前記配線
露出部から所定距離離れた位置まで伸延して再配線を形成する工程と、前記貫通配線の配
線露出部の位置を除く前記再配線上に、導電性を有するバンプを形成する工程とを備える
ことを特徴とする。
【００２８】
　また、この発明は、基板に設けられた貫通孔に貫通配線を備える貫通配線基板の製造方
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法において、前記貫通配線基板の貫通孔に貫通配線を形成する工程と、少なくとも前記貫
通配線基板の一方の面に、前記貫通配線基板面上の配線露出部を除く部分に絶縁樹脂層を
形成する工程と、少なくとも前記貫通配線基板の一方の面において、前記貫通配線の配線
露出部と接触すると共に、前記配線露出部から所定距離離れた位置まで前記絶縁樹脂層上
に伸延して再配線を形成する工程と、前記貫通配線の配線露出部の位置を除く前記再配線
上に導電性を有するバンプを形成する工程とを備えることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、従来の貫通配線基板の側断面図である。
【図２】図２は、従来の貫通配線基板の側断面図である。
【図３】図３は、従来の貫通配線基板の側断面図である。
【図４】図４は、従来の貫通配線基板の側断面図である。
【図５】図５は、本発明を実施した貫通配線基板の第１実施形態の側断面図である。
【図６】図６は、図５に示した貫通配線基板の製造工程図である。
【図７】図７は、本発明を実施した貫通配線基板の第２実施形態の側断面図である。
【図８】図８は、図７に示した貫通配線基板の製造工程図である。
【図９】図９は、本発明を実施した貫通配線基板の第３実施形態の側断面図である。
【図１０】図１０は、本発明を実施した貫通配線基板の第４実施形態の側断面図である。
【図１１】図１１は、本発明を実施した貫通配線基板の変形例の側断面図である。
【図１２】図１２は、本発明を実施した貫通配線基板の変形例の側断面図である。
【図１３】図１３は、本発明を実施した貫通配線基板の変形例の側断面図である。
【図１４】図１４は、本発明を実施した貫通配線基板の変形例の側断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下に添付の図を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００３１】
　初めに、本例で貫通配線基板とは、シリコン基板（シリコンＩＣチップ等）を想定し、
他基板上に実装されるものである。そして、例えば、ワイヤーボンディング等の換わりに
バンプを用いて前記他基板との接続を行うものである。なお、上述したように、貫通配線
基板を他基板に実装する際には圧力と熱が掛かる。
【００３２】
　図５を参照して、本発明を実施した貫通配線基板の第１実施形態について説明する。図
５は、本発明を実施した貫通配線基板の第１実施形態の側断面図である。
【００３３】
　図５に示すように、この貫通配線基板１０は、シリコン等の基板部材７と、基板部材７
の両面および基板部材７に形成された微細な貫通孔３の内周面に形成された酸化膜などの
絶縁層９と、貫通孔３に充填されると共に貫通孔３から所定距離離れた位置まで基板部材
７の下面側の絶縁層９上に伸延した貫通伸延配線１３と、他基板と接続するために貫通伸
延配線１３上において貫通孔３と離れた位置に設けられた半田等からなるバンプ１５とを
有している。
【００３４】
　なお、絶縁層９と貫通伸延配線１３との間には、貫通伸延配線１３の接着性を向上させ
るためのシード層１２が設けられている。
【００３５】
　このバンプは、例えば印刷などにより形成する事ができ、例えば、貫通配線基板と他基
板とが重ね合わされ、各基板同士の配線の接続を行うための役割を果たすものである。
【００３６】
　ここで、貫通伸延配線１３の材料としては、Ｃｕが望ましいが、Ａｕ－Ｓｎ共晶合金（
８０ｗｔ％Ａｕ－２０ｗｔ％Ｓｎ，１０ｗｔ％Ａｕ－９０ｗｔ％Ｓｎ）でも良い。また、
ＳｈＰｂ系、Ｐｂ系、Ａｕ基、Ｍ基を含むハンダ材料の金属でも良く、メッキで形成可能



(8) JP WO2005/093827 A1 2005.10.6

10

20

30

40

50

な金属等であることが好ましい。
【００３７】
　また、各部の厚みとしては、基板部材７が２００～６００μｍ程度の厚さであり、酸化
膜などの絶縁層９が０．５～１μｍ程度の厚さであり、基板部材７の下面側の貫通伸延配
線１３が１～５μｍ程度の厚さとなっている。
【００３８】
　次に、貫通孔３からバンプ１５までの貫通伸延配線１３の所定距離について詳細に説明
する。
【００３９】
　すなわち、図５に示すように、貫通配線基板１０の片面で実装する場合、貫通伸延配線
１３の外周部Ｅａとバンプ１５と貫通伸延配線１３との接触部分の外周部Ｅｂとの最短距
離をＬとすると、このときの距離Ｌの範囲は、距離Ｌ≧０となる。すなわち、距離Ｌ＝０
のときも、距離Ｌ両端（Ｅａ、Ｅｂ）をそれぞれの外周に定義したので、バンプ１５が貫
通孔３内の貫通伸延配線１３の直下に配置されることは無い。これにより、バンプ１５か
ら加えられる圧力に対して貫通孔３内の貫通伸延配線１３等が保護される。また、距離Ｌ
の上限は、貫通配線基板内であれば何処でもよい。
【００４０】
　また、貫通孔３内の貫通伸延配線１３の外周部Ｅａは、円の場合が外周となり、ｎ角形
（ｎ≧３）の場合は、辺又は頂点となる。その他の形の場合も、その形の円周、辺、頂点
となる。
【００４１】
　このように、貫通配線と所定距離離れた位置にバンプを設けているので、後で実装する
際に、他の部品との接続が貫通配線そのものや貫通配線直上直下のバンプではなく貫通配
線と離れた位置となり、そのため、実装の際にかかる応力が貫通配線部に掛からないとい
う効果がある。
【００４２】
　次に、図６を参照して、図５に示した貫通配線基板１０の製造方法について説明する。
図６は、図５に示した貫通配線基板１０の製造工程図である。
【００４３】
　まず、シリコンなどからなる２００～６００μｍ程度の厚さの基板部材７が用意され、
その基板部材７の両面に、０．５～１μｍ程度の厚さの酸化膜などの絶縁層９が形成され
る（図６Ａ）。次に、基板部材７の下面側から、φ５０～１００μｍ程度の微細孔が形成
され、基板部材７の下面側の絶縁層９の窓開けとシリコンエッチングとが行われ、φ５０
～１００μｍ程度の微細孔が形成され、これが、貫通配線１１を形成するための貫通孔３
となる（図６Ｂ）。
【００４４】
　次に、貫通孔３の内周面に０．５～１μｍ程度の厚さの酸化膜などの絶縁層９が形成さ
れ、貫通孔３における基板部材７の上面側の絶縁層９の窓開けが行われる（図６Ｃ）。次
に、貫通孔３の内周面上の絶縁層９および基板部材７の下面側の絶縁層９の上に、ＣＶＤ
などによりＣｕ／ＴｉＮによるバリアメタルシード層１２が形成される。このバリアメタ
ルシード層１２により、絶縁層９と後に形成される貫通伸延配線１３との接着性が向上さ
れる（図６Ｄ）。
【００４５】
　次に、このバリアメタルシード層１２上にＣｕ等の金属がメッキ等により充填され（図
６Ｅ）、フォトリソグラフィおよびエッチングによりパターニングされて貫通伸延配線１
３が形成される（図６Ｆ）。なお、基板部材７の下面側の貫通伸延配線１３の厚さは、１
～５μｍ程度となっている。
【００４６】
　そして、貫通伸延配線１３上の前述した所定位置（図５の最短距離をＬ）にバンプ１５
が形成される（図６Ｇ）。バンプ１５は、半田などのペーストを印刷後、リフロー処理を
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行う事により形成され、バンプ１５の材料としては、Ｓｕ－Ａｇ－Ｃｕ（スズ－銀－銅）
系のＰｂフリーはんだを用いることが望ましい。他にはＡｕ－Ｓｎ共晶合金、Ｓｎ－Ｐｂ
系、Ｐｂ系、Ａｕ基、Ａｌ基等を含むハンダ材料などを用いることが好ましい。
【００４７】
　次に、図７を参照して、本発明を実施した貫通配線基板の第２実施形態について説明す
る。図７は、本発明を実施した貫通配線基板の第２実施形態の側断面図である。
【００４８】
　図７に示すように、この貫通配線基板２０は、シリコン等の基板部材７と、基板部材７
の両面および基板部材７に形成された微細な貫通孔３の内周面に形成された酸化膜などの
絶縁層９と、基板部材７の下面側の絶縁層９上に形成されたポリイミド等の樹脂層１４と
、貫通孔３に充填されると共に貫通孔３から所定距離離れた位置まで基板部材７の下面側
の樹脂層１４上に伸延した貫通伸延配線１３と、他基板と接続するために貫通伸延配線１
３上において貫通孔３と離れた位置に設けられた半田等からなるバンプ１５とを有してい
る。
【００４９】
　なお、絶縁層９と貫通伸延配線１３との間には、貫通伸延配線１３の接着性を向上させ
るためのバリアメタルシード層１２が設けられている。
【００５０】
　このバンプ１５は、例えば印刷などにより形成する事ができ、例えば、貫通配線基板と
他基板とが重ね合わされ、各基板同士の配線の接続を行うための役割を果たすものである
。
【００５１】
　ここで、貫通伸延配線１３の材料としては、Ｃｕが望ましいが、Ａｕ－Ｓｎ共晶合金（
８０ｗｔ％Ａｕ－２０ｗｔ％Ｓｎ，１０ｗｔ％Ａｕ－９０ｗｔ％Ｓｎ）でも良い。また、
ＳｎＰｂ系、Ｐｂ系、Ａｕ基、Ａｌ基を含むハンダ材料の金属でも良く、メッキで形成可
能な金属等であることが好ましい。
【００５２】
　また、各部の厚みとしては、基板部材７が２００～６００μｍ程度の厚さであり、酸化
膜などの絶縁層９が０．５～１μｍ程度の厚さであり、基板部材７の下面側の樹脂層１４
が約１０μｍ程度の厚さであり、基板部材７の下面側の貫通伸延配線１３が１～５μｍ程
度の厚さとなっている。
【００５３】
　次に、貫通孔３からバンプ１５までの貫通伸延配線１３の所定距離について詳細に説明
する。
【００５４】
　すなわち、図７に示すように、貫通配線基板１の片面で実装する場合、貫通配線１１の
外周部Ｅａとバンプ１５と貫通伸延配線１３との接触部分の外周部Ｅｂとの最短距離をＬ
とすると、このときの距離Ｌの範囲は、距離Ｌ≧０となる。すなわち、距離Ｌ＝０のとき
も、距離Ｌ両端（Ｅａ、Ｅｂ）をそれぞれの外周に定義したので、バンプ１５が貫通孔３
内の貫通伸延配線１３の直下に配置されることは無い。これにより、バンプ１５から加え
られる圧力に対して貫通孔３内の貫通伸延配線１３等が保護される。また、距離Ｌの上限
は、貫通配線基板内であれば何処でもよい。
【００５５】
　また、貫通孔３内の貫通伸延配線１３の外周部Ｅａは、円の場合が外周となり、ｎ角形
（ｎ≧３）の場合は、辺又は頂点となる。その他の形の場合も、その形の円周、辺、頂点
となる。
【００５６】
　このように、貫通配線と所定距離離れた位置にバンプを設けているので、後で実装する
際に、他の部品との接続が貫通配線そのものや貫通配線直上直下のバンプではなく貫通配
線と離れた位置となり、そのため、実装の際にかかる応力が貫通配線部に掛からないとい
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う効果があるほかに、基板部材７の下面側の絶縁層９と貫通伸延配線１３との間にポリイ
ミド等の樹脂層１４を設けているので、実装の際にかかる応力が緩和されると共に、絶縁
性が向上する。
【００５７】
　次に、図８を参照して、図７に示した貫通配線基板の製造方法について説明する。図８
は、図７に示した貫通配線基板の製造工程図である。
【００５８】
　まず、シリコンなどからなる２００～６００μｍ程度の厚さの基板部材７が用意され、
その基板部材７の両面に、０．５～１μｍ程度の厚さの酸化膜などの絶縁層９が形成され
る（図８Ａ）。次に、基板部材７の下面側から、φ５０～１００μｍ程度の微細孔が形成
され、基板部材７の下面側の絶縁層９の窓開けとシリコンエッチングとが行われ、φ５０
～１００μｍ程度の微細孔が形成され、これが、貫通配線１１を形成するための貫通孔３
となる（図８Ｂ）。
【００５９】
　次に、貫通孔３の内周面に０．５～１μｍ程度の厚さの酸化膜などの絶縁層９が形成さ
れ、貫通孔３における基板部材７の上面側の絶縁層９の窓開けが行われる（図８Ｃ）。次
に、基板部材７の下面側の絶縁層９の上に、ポリイミド等の樹脂層１４が形成され（図８
Ｄ）、貫通孔３の内周面上の絶縁層９および基板部材７の下面側の樹脂層１４の上に、Ｃ
ＶＤなどによりＣｕ／ＴｉＮによるバリアメタルシード層１２が形成される（図８Ｅ）。
このバリアメタルシード層１２により、絶縁層９と後に形成される貫通伸延配線１３との
接着性が向上される。
【００６０】
　次に、このバリアメタルシード層１２上および貫通孔３内にＣｕ等の金属がメッキ等に
より充填され（図８Ｆ）、フォトリソグラフィおよびエッチングによりパターニングされ
て貫通伸延配線１３が形成される（図８Ｇ）。なお、基板部材７の下面側の貫通伸延配線
１３の厚さは、１～５μｍ程度となっている。
【００６１】
　そして、貫通伸延配線１３上の前述した所定位置（最短距離をＬ）にバンプ１５が形成
される（図８Ｈ）。バンプ１５は、半田などのペーストを印刷後、リフロー処理を行う事
により形成され、バンプ１５の材料としては、Ｓｕ－Ａｇ－Ｃｕ（スズ－銀－銅）系のＰ
ｂフリーはんだを用いることが望ましい。他にはＡｕ－Ｓｎ共晶合金、Ｓｎ－Ｐｂ系、Ｐ
ｂ系、Ａｕ基、Ａｌ基等を含むハンダ材料などを用いることが好ましい。
【００６２】
　次に、図９を参照して、本発明を実施した貫通配線基板の第３実施形態について説明す
る。図９は、本発明を実施した貫通配線基板の第３実施形態の側断面図である。
【００６３】
　図９に示すように、この貫通配線基板１は、シリコン等の基板部材７と、基板部材７の
両面および基板部材７に形成された微細な貫通孔３の内周面に形成された酸化膜などの絶
縁層９と、貫通孔３に充填された貫通配線１１と、貫通配線１１の下面１１ａ（配線露出
部）と接触すると共に、貫通配線１１から所定距離離れた位置まで基板部材７の下面側の
絶縁層９上に伸延した再配線１６と、他基板と接続するために再配線１６上において貫通
孔３と離れた位置に設けられた半田等からなるバンプ１５とを有している。
【００６４】
　このバンプ１５は、例えば印刷などにより形成する事ができ、例えば、貫通配線基板と
他基板とが重ね合わされ、各基板同士の配線の接続を行うための役割を果たすものである
。
【００６５】
　ここで、再配線１６の材料としては、Ｃｕが望ましいが、Ａｕ－Ｓｎ共晶合金（８０ｗ
ｔ％Ａｕ－２０Ｗｔ％Ｓｎ，１０ｗｔ％Ａｕ－９０ｗｔ％Ｓｎ）でも良い。また、ＳｎＰ
ｂ系、Ｐｂ系、Ａｕ基、Ａｌ基を含むハンダ材料の金属でも良く、メッキで形成可能な金
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属等であることが好ましい。
【００６６】
　また、各部の厚みとしては、基板部材７が２００～６００μｍ程度の厚さであり、酸化
膜などの絶縁層９が０．５～１μｍ程度の厚さであり、基板部材７の下面側の再配線１６
が１～５μｍ程度の厚さとなっている。
【００６７】
　次に、貫通孔３からバンプ１５までの再配線１６の所定距離について詳細に説明する。
【００６８】
　すなわち、図９に示すように、貫通配線基板１の片面で実装する場合、貫通配線１１の
外周部Ｅａとバンプ１５と再配線１６との接触部分の外周部Ｅｂとの最短距離をＬとする
と、このときの距離Ｌの範囲は、距離Ｌ≧０となる。すなわち、距離Ｌ＝０のときも、距
離Ｌ両端（Ｅａ、Ｅｂ）をそれぞれの外周に定義したので、バンプ１５が貫通配線１１の
直下に配置されることは無い。これにより、バンプ１５から加えられる圧力に対して貫通
配線１１等が保護される。また、距離Ｌの上限は、貫通配線基板内であれば何処でもよい
。
【００６９】
　また、貫通配線１１の外周部Ｅａは、円の場合が外周となり、ｎ角形（ｎ≧３）の場合
は、辺又は頂点となる。その他の形の場合も、その形の円周、辺、頂点となる。
【００７０】
　このように、貫通配線と所定距離離れた位置にバンプを設けているので、後で実装する
際に、他の部品との接続が貫通配線そのものや貫通配線直上直下のバンプではなく貫通配
線と離れた位置となり、そのため、実装の際にかかる応力が貫通配線部に掛からないとい
う効果がある。
【００７１】
　次に、図９に示した貫通配線基板の製造方法について説明する。
【００７２】
　シリコンなどからなる２００～６００μｍ程度の厚さの基板部材７にφ５０～１００μ
ｍ程度の微細孔である貫通孔３を形成する。この微細孔の形成はＲＩＥなどが用いられる
。
【００７３】
　その後、基板部材７の両面上及び貫通孔３の内面上に酸化膜などの絶縁膜９を形成する
。この絶縁膜９は、０．５～１μｍ程度あり、外部との絶縁膜として用いられる。
【００７４】
　その後、貫通配線基板の貫通孔３には金属が充填され、貫通配線１１が形成される。こ
の金属の充填は、減圧下において、溶融した金属を貫通孔３内へ流し込む事により得られ
る。
【００７５】
　次に、メッキ、スパッタなどにより、再配線１６となる金属膜を基板部材７の下面側の
全面に形成し、その後、フォトリソグラフィ技術などにより、パターニングし、必要な部
分を残すように金属膜をエッチングし、所定の再配線１６を形成する。そして、この再配
線１６は、貫通配線１１が露出している部分１１ａから所定距離（露出部分以外のバンプ
形成部分）離れた部分まで伸延されている。この再配線１６の材料としてはＣｕ、Ａｌな
どが使われる。
【００７６】
　その後、前述した所定の位置にバンプ１５が形成される。バンプ１５は半田などのペー
ストを印刷後、リフロー処理を行う事により形成される。バンプ１５の材料としては、Ｓ
ｕ－Ａｇ－Ｃｕ（スズ－銀－銅）系のＰｂフリーはんだを用いることが望ましい。他には
Ａｕ－Ｓｎ共晶合金、Ｓｎ－Ｐｂ系、Ｐｂ系、Ａｕ基、Ａｌ基等を含むハンダ材料などを
用いることが好ましい。
【００７７】
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　次に、図１０を参照して、本発明を実施した貫通配線基板の第４実施形態について説明
する。図１０は、本発明を実施した貫通配線基板の第４実施形態の側断面図である。
【００７８】
　この第４実施形態は、図１０に示すように、図９の第３実施形態において貫通配線基板
の上面側にも第２の再配線１６ｂを設けた構成となっている。
【００７９】
　すなわち、この貫通配線基板１７は、シリコン等の基板部材７と、基板部材７の両面お
よび基板部材７に形成された微細な貫通孔３の内周面に形成された酸化膜などの絶縁層９
と、貫通孔３に充填された貫通配線１１と、貫通配線１１の下面１１ａから所定距離離れ
た位置まで基板部材７の下面側の絶縁層９上に伸延した再配線１６ａと、他基板と接続す
るために再配線１６ａ上において貫通孔３と離れた位置に設けられた半田等からなるバン
プ１５ａと、貫通配線１１の上面１１ｂから所定距離離れた位置まで基板部材７の上面側
の絶縁層９上に伸延した再配線１６ｂと、他基板と接続するために再配線１６ｂ上におい
て貫通孔３と離れた位置に設けられた半田等からなるバンプ１５ｂとを有している。
【００８０】
　次に、貫通孔３からバンプ１５ａ、１５ｂまでの再配線１６ａ、１６ｂの所定距離につ
いて詳細に説明する。
【００８１】
　すなわち、図１０に示すように、貫通配線基板１の両面で実装する場合、貫通配線基板
１７の両面に露出した再配線１６ａ、１６ｂとバンプ１５ａ、１５ｂとの最短距離を、そ
れぞれ、距離Ｌ１、距離Ｌ２とする。再配線１６ａ、１６ｂの距離Ｌ１、Ｌ２の片端は、
貫通配線１１の外周部Ｅｃとする。外周部は、円の場合は外周とする。また、ｎ角形（ｎ
≧３）の場合の外周は、辺、又は頂点とする。そのほかの形の場合も、その形の円周、辺
、頂点とする。また、再配線１６ａの距離Ｌ１の他端は、バンプ１５ａと再配線１６ａと
の接触部の外周部Ｅｄとする。再配線１６ｂの距離Ｌ２の他端は、バンプ１５ｂと再配線
１６ｂとの接触部の外周部Ｅｅとする。
【００８２】
　このとき、距離Ｌ１及び距離Ｌ２の範囲は距離Ｌ１≧０及び距離Ｌ２≧０とする。距離
Ｌ１及び距離Ｌ２の上限は、基板中であればどこでも良く、使用する基板の大きさによる
。
【００８３】
　また、距離Ｌ１、距離Ｌ２の関係は、距離Ｌ１＝距離Ｌ２、距離Ｌ１≠距離Ｌ２のいず
れかとなる。距離Ｌ１＝距離Ｌ２のときも、貫通配線部の直上・直下に配置されるわけで
はないので貫通配線１１に過大な負荷が掛かることはない。
【００８４】
　上述の説明から明らかなように、貫通配線部で直接接続、または、貫通配線部の直下（
直上）バンプを形成する方法ではなく、貫通配線部直下から離れたところにバンプを形成
するので、実装する場合、垂直方向にかかる応力が、貫通配線部にかかることがないので
、貫通配線部が破損することがない。
【００８５】
　次に、図１０に示した貫通配線基板の製造方法について説明する。
【００８６】
　シリコンなどからなる２００～６００μｍ程度の厚さの基板部材７にφ５０～１００μ
ｍ程度の微細孔を形成して貫通孔３とする。この貫通孔３の形成はＲＩＥなどが用いられ
る。
【００８７】
　その後、基板部材７の両面上及び貫通孔３の内面上に酸化膜などの絶縁膜９を形成する
。この絶縁膜９は、０．５～１μｍ程度あり、外部との絶縁膜として用いられる。
【００８８】
　その後、貫通配線基板の貫通孔３には金属が充填され、貫通配線１１が形成される。こ
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の金属の充填は、減圧下において、溶融した金属を貫通孔３内へ流し込む事により得られ
る。
【００８９】
　次に、メッキ、スパッタなどにより、再配線１６ａ、１６ｂとなる金属膜を基板部材７
の下面側および上面側の全面に形成にその後、フォトリソグラフィ技術などにより、パタ
ーニングし、必要な部分を残すように金属膜をエッチングし、所定の再配線１６ａ、１６
ｂを形成する。そして、この再配線１６ａ、１６ｂは、貫通配線１１が露出している部分
１１ａ、１１ｂから所定距離（露出部分以外のバンプ形成部分）離れた部分まで伸延され
ている。この再配線１６の材料としてはＣｕ、Ａｌなどが使われる。
【００９０】
　その後、前述した所定の位置にバンプ１５ａ、１５ｂが形成される。バンプ１５ａ、１
５ｂは半田などのペーストを印刷後、リフロー処理を行う事により形成される。バンプ１
５ａ、１５ｂの材料としては、Ｓｕ－Ａｇ－Ｃｕ（スズ－銀－銅）系のＰｂフリーはんだ
を用いることが望ましい。他にはＡｕ－Ｓｎ共晶合金、Ｓｎ－Ｐｂ系、Ｐｂ系、Ａｕ基、
Ａｌ基等を含むハンダ材料などを用いることが好ましい。
【００９１】
　なお、この図１０に示した第４実施形態では、図９に示した貫通配線基板において両面
に配線（再配線１６）を設けた構造になっている。しかしながら、図１１に示すように、
図５に示した第１実施形態の貫通配線基板において両面に貫通伸延配線１３を設けた構造
としても良いし、図１２に示すように、図７に示した第２実施形態の貫通配線基板におい
て両面に貫通伸延配線１３を設けた構造としても良い。
【００９２】
　次に、図１３、図１４を参照して変形例について説明する。
【００９３】
　図１３に示すように、この第１変形例では、図９に示した第３実施形態において再配線
１６の周囲に応力緩和層２０、２１が形成され、前記再配線１６が受ける外部からの圧力
を緩和する構造となっている。これにより、バンプ１５等から再配線１６に掛かる応力は
応力緩和層２１により吸収される。
【００９４】
　図１４に示すように、この第２変形例では、図１３に示した第１変形例において再配線
１６には基板面側から突出したコアポスト３１がバンプ１５に対応した位置に形成され、
外部（他基板等）からの応力を緩和する構造となっている。これにより、再配線１６がバ
ンプ１５から受ける応力をコアポスト３１が吸収する。コアポスト３１はバンプ１５に係
る箇所に突出して形成されているのでより大きい応力を吸収（緩和）することができる。
そして、このコアポスト３１の重心と、バンプ１５との重心とは一致することが望ましい
。応力をより適正に緩和できるからである。
【００９５】
　さらに、コアポスト３１は、応力緩和層２１上に形成されていることが望ましい。これ
により、２重の緩和層により、応力がさらに緩和され貫通配線基板の保護が図れるという
効果がある。
【００９６】
　なお、本発明は、上述した実施の態様の例に限定されることなく、適宜の変更を加える
ことにより、その他の態様で実施できるものである。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　上述の如く本発明によれば、貫通配線と所定距離離れた位置にバンプを設けているので
、後で実装する際に、他の部品との接続が貫通配線そのものや貫通配線直上直下のバンプ
ではなく貫通配線と離れた位置となり、そのため、実装の際にかかる応力が貫通配線部に
掛からないという効果がある。
【００９８】
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　また、貫通配線基板の応力を緩和することは重要なこととなるが、応力緩和層や樹脂コ
アポストを設けると、貫通配線部だけでなく、貫通配線基板全体にかかる応力による変形
も軽減されるという効果がある。そして、貫通配線基板に搭載されているデバイス使用時
の熱応力、機械的応力、衝撃、応力集中、ソリ等が緩和され、長期信頼性が向上するとい
う効果がある。
【００９９】
　一方、貫通配線とバンプとが離れた位置であるため、高温でお互いの金属が拡散しあい
、材料特性が変化するようなことは無いという効果がある。このため、それぞれに適した
材料を選択することができるという効果がある。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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