
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極を有する半導体素子に、前記電極の位置で貫通する第１の貫通穴を形成する第１工
程と、
　前記第１の貫通穴の内側を含む領域に、絶縁材料を、前記絶縁材料を貫通する第２の貫
通穴を備えるように設ける第２工程と、
　前記第１の貫通穴の内側で、少なくとも前記絶縁材料を貫通する第２の貫通穴内に導電
部材を設ける第３工程と、
　を含む工程によって半導体装置を製造し、複数の前記半導体装置を積層し、上下の前記
半導体素子を、前記導電部材を介して電気的に接続することを含み、
　前記第２工程で、前記絶縁材料を、前記半導体素子における前記電極が形成された面と
は反対の面を覆って設け、
　前記絶縁材料は、樹脂からなり、
　複数の前記半導体素子を、前記樹脂を接着剤として貼り合わせ、
　前記樹脂を加熱して、前記樹脂の硬化収縮を完了させることによって、前記導電部材と
前記電極とを電気的に接続する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記導電部材は、導電ペーストであり、
　前記第３工程で、前記導電ペーストを前記第２の貫通穴に充填させる半導体装置の製造
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方法。
【請求項３】
　電極を有する第１及び第２の半導体素子に、前記電極の位置で貫通する第１の貫通穴を
形成する第１工程と、
　前記第１の貫通穴の内側を含む領域に、絶縁材料を、前記絶縁材料を貫通する第２の貫
通穴を備えるように設ける第２工程と、
　前記第１の半導体素子の前記電極に導電部材を電気的に接続して設け、前記第２の半導
体素子における前記第２の貫通穴に前記導電部材を嵌め込むとともに、前記第１及び第２
の半導体素子を積み重ねる第３工程と、
　を含み、
　前記第２工程で、前記絶縁材料を、前記半導体素子における前記電極が形成された面と
は反対の面を覆って設け、
　前記絶縁材料は、樹脂からなり、
　複数の前記半導体素子を、前記樹脂を接着剤として貼り合わせ、
　前記樹脂を加熱して、前記樹脂の硬化収縮を完了させることによって、前記導電部材と
前記電極とを電気的に接続する半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　複数の前記半導体素子を貼り合わせる前に、前記樹脂を加熱してその接着力を発現させ
る半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記絶縁材料は、樹脂からなり、
　前記第２工程で、前記樹脂を塗布して設ける半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２工程で、前記絶縁材料を前記第１の貫通穴を埋めて設け、前記第１の貫通穴の
内側に、前記第１の貫通穴よりも小さい径で前記絶縁材料を貫通するように前記第２の貫
通穴を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　電極を有する第１及び第２の半導体素子に、前記電極の位置で貫通する第１の貫通穴を
形成する第１工程と、
　前記第１の貫通穴の内側を含む領域に、絶縁材料を、前記絶縁材料を貫通する第２の貫
通穴を備えるように設ける第２工程と、
　前記第１の半導体素子の前記電極に導電部材を電気的に接続して設け、前記第２の半導
体素子における前記第２の貫通穴に前記導電部材を嵌め込むとともに、前記第１及び第２
の半導体素子を積み重ねる第３工程と、
　前記第３工程の後に、前記導電部材を溶融させて前記第２の貫通穴に充填させる工程と
、
　を含み、
　前記導電部材はバンプであり、
　前記第３工程で、前記バンプの少なくとも一部を、前記第２の半導体素子における前記
第２の貫通穴に嵌め込む半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体装置の製造方法において、
　前記バンプは、複数が積層してなる半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２の貫通穴を、前記半導体素子の前記電極に近づくに従って小さくなるテーパを
付して形成する半導体装置の製造方法。
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【請求項１０】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２の貫通穴を、前記半導体素子の前記電極から離れるに従って小さくなるテーパ
を付して形成する半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の貫通穴又は前記第２の貫通穴の少なくともいずれか一方をレーザビームで形
成する半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器に関する。
【０００２】
【発明の背景】
近年、複数の半導体チップを積み重ねたスタック構造の半導体装置が開発されている。そ
の多くは、半導体チップの電極にワイヤ又はリードをボンディングして電気的な接続を図
ったものであったが、ワイヤ等を設けたために小型化に限界があった。
【０００３】
本発明は、この問題点を解決するものであり、その目的は、電気的な接続を高い信頼性を
以て、容易に図ることができる半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器を
提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
（１）本発明に係る半導体装置の製造方法は、
電極を有する半導体素子に、前記電極の位置で貫通する第１の貫通穴を形成する第１工程
と、
前記第１の貫通穴の内側を含む領域に、絶縁材料を、前記絶縁材料を貫通する第２の貫通
穴を備えるように設ける第２工程と、
前記第１の貫通穴の内側で、少なくとも前記絶縁材料を貫通する第２の貫通穴内に導電部
材を設ける第３工程と、
を含む。
【０００５】
本発明によれば、半導体素子の第２の貫通穴に導電部材を設けるだけで、半導体素子の一
方の面と他方の面との電気的接続を図る。導電部材は、絶縁材料を貫通する第２の貫通穴
に設けるので、半導体素子と導電部材との絶縁を容易に図ることができる。
【０００６】
（２）この半導体装置の製造方法において、上記方法で製造された複数の半導体装置を積
層し、上下の前記半導体素子を、前記導電部材を介して電気的に接続する工程をさらに含
んでもよい。
【０００７】
これによれば、半導体素子を貫通する導電部材によって、複数の半導体装置を電気的に接
続する。これによって、最小の大きさで、例えば、３段以上のスタック構造の半導体装置
を容易に製造できる。
【０００８】
（３）本発明に係る半導体装置の製造方法は、
電極を有する第１及び第２の半導体素子に、前記電極の位置で貫通する第１の貫通穴を形
成する第１工程と、
前記第１の貫通穴の内側を含む領域に、絶縁材料を、前記絶縁材料を貫通する第２の貫通
穴を備えるように設ける第２工程と、
前記第１の半導体素子の前記電極に導電部材を電気的に接続して設け、前記第２の半導体
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素子における前記第２の貫通穴に前記導電部材を嵌め込むとともに、前記第１及び第２の
半導体素子を積み重ねる第３工程と、
を含む。
【０００９】
本発明によれば、複数の半導体素子を積層構造に組み立てるとともに、個々の半導体素子
の両面の電気的導通を図ることができる。したがって、製造工程の簡略化が図れる。導電
部材は、絶縁材料を貫通する第２の貫通穴に設けるので、半導体素子と導電部材との絶縁
を容易に図ることができる。
【００１０】
（４）この半導体装置の製造方法において、前記第２工程で、前記絶縁材料を、前記半導
体素子における前記電極が形成された面とは反対の面を覆って設けてもよい。
【００１１】
これによれば、絶縁材料を、半導体素子の面を覆って設ければよいので、容易に設けるこ
とができる。また、特に半導体素子が薄い場合に、その後の工程において半導体素子を取
り扱いやすくすることができる。さらに、例えば、絶縁材料は、半導体素子の応力緩和層
として使用することで、製造途中又は最終製品での半導体装置の信頼性を高めることがで
きる。
【００１２】
（５）この半導体装置の製造方法において、
前記絶縁材料は、樹脂からなり、
複数の前記半導体素子を、前記樹脂を接着剤として貼り合わせ、
前記樹脂を加熱して、前記樹脂の硬化収縮を完了させることによって、前記導電部材と前
記電極とを電気的に接続してもよい。
【００１３】
これによれば、樹脂を接着剤として使用するだけでなく、樹脂の硬化収縮を利用して、上
下の半導体素子の電気的接続を行うことができるので、工程の簡略化を図ることができる
。
【００１４】
（６）この半導体装置の製造方法において、
複数の前記半導体素子を貼り合わせる前に、前記樹脂を加熱してその接着力を発現させて
もよい。
【００１５】
（７）この半導体装置の製造方法において、前記絶縁材料は、樹脂からなり、
前記第２工程で、前記樹脂を塗布して設けてもよい。
【００１６】
これによれば、樹脂を塗布するだけで絶縁材料を設けるので、半導体素子の取り扱いが容
易である。すなわち、特殊な装置を使用せずに、絶縁材料を形成できる。したがって、低
コスト、短時間で容易に絶縁材料を形成できる。
【００１７】
（８）この半導体装置の製造方法において、前記第２工程で、前記絶縁材料を前記第１の
貫通穴を埋めて設け、前記第１の貫通穴の内側に、前記第１の貫通穴よりも小さい径で前
記絶縁材料を貫通するように前記第２の貫通穴を形成してもよい。
【００１８】
このように絶縁材料を形成することで、半導体素子と導電部材とを確実に絶縁することが
できる。すなわち、半導体素子を、電気的にショートさせずに、両面の電気的接続を図る
ことができる。
【００１９】
（９）この半導体装置の製造方法において、前記導電部材は、導電ペーストであり、
前記第３工程で、前記導電ペーストを前記第２の貫通穴に充填させてもよい。
【００２０】
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これによれば、導電ペーストを、第２の貫通穴を充填させて設けるので、半導体素子の機
械的強度を低下させずに両面に電気的接続を図ることができる。
【００２１】
（１０）この半導体装置の製造方法において、前記導電部材はバンプであり、前記第３工
程で、前記バンプの少なくとも一部を、前記第２の半導体素子における前記第２の貫通穴
に嵌め込んでもよい。
【００２２】
これによれば、導電部材を確実に第２の貫通穴に設けることができる。
【００２３】
（１１）この半導体装置の製造方法において、前記バンプは、複数が積層してもよい。
【００２４】
（１２）この半導体装置の製造方法において、前記第３工程の後に、前記バンプを溶融さ
せて前記第２の貫通穴に充填させてもよい。
【００２５】
これによれば、第２の貫通穴を充填するので、半導体素子の機械的強度を高めることがで
きる。
【００２６】
（１３）この半導体装置の製造方法において、前記第２の貫通穴を、前記半導体素子の前
記電極に近づくに従って小さくなるテーパを付して形成してもよい。
【００２７】
これによれば、例えば、固体の導電部材を、第２の貫通穴に嵌め込みやすくすることがで
きる。
【００２８】
（１４）この半導体装置の製造方法において、前記第２の貫通穴を、前記半導体素子の前
記電極から離れるに従って小さくなるテーパを付して形成してもよい。
【００２９】
これによれば、第２の貫通穴に設けた導電部材の抜け止めが図れる。
【００３０】
（１５）この半導体装置の製造方法において、前記第１の貫通穴又は前記第２の貫通穴の
少なくともいずれか一方をレーザビームで形成してもよい。
【００３１】
これによれば、半導体素子に細い穴を容易に形成できる。したがって、半導体素子の電極
の外形が小さくても、確実に電極の位置に半導体素子を貫通する貫通穴を形成できる。
【００３２】
（１６）この半導体装置の製造方法において、前記レーザビームを、前記半導体素子の前
記電極が形成された面とは反対の面から照射してもよい。
【００３３】
これによれば、レーザビームの使用によって生じる堆積物を、電極に堆積させにくくでき
る。したがって、容易に貫通穴が形成でき、信頼性の高い半導体素子を形成できる。
【００３４】
（１７）本発明に係る半導体装置は、上記半導体装置の製造方法によって製造されてなる
。
【００３５】
（１８）本発明に係る半導体装置は、
電極を有し、前記電極の位置に貫通穴が形成された半導体素子と、
前記貫通穴の内面を含む領域に設けられた絶縁材料と、
前記貫通穴の中心軸を通るように設けられた導電部材と、
を含む。
【００３６】
本発明によれば、貫通穴に設けられた導電部材によって、半導体素子の一方の面と他方の
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面とが電気的に接続される。半導体素子の内部において、両面の導通が図られるので、小
型の半導体装置を提供できる。
【００３７】
（１９）この半導体装置において、前記導電部材は、前記貫通穴を埋めて設けられてもよ
い。
【００３８】
これによれば、半導体素子の機械的強度を低下させることがない。
【００３９】
（２０）この半導体装置において、前記貫通穴は、前記半導体素子の前記電極に近づくに
従って小さくなるテーパが付されてもよい。
【００４０】
（２１）この半導体装置において、前記貫通穴は、前記半導体素子の前記電極から離れる
に従って小さくなるテーパが付されてもよい。
【００４１】
これによれば、貫通穴に設けられた導電部材の抜け止めが図れる。
【００４２】
（２２）この半導体装置において、前記絶縁材料は、前記導電部材を露出させるとともに
、前記半導体素子における前記電極が形成された面とは反対の面を覆って設けられてもよ
い。
【００４３】
これによれば、例えば、半導体素子に加えられる応力を緩和することができる。したがっ
て、信頼性の高い半導体装置を提供できる。
【００４４】
（２３）この半導体装置において、前記導電部材は、前記半導体素子における前記電極が
形成された面とは反対側で、一部において前記貫通穴の外側に突出してもよい。
【００４５】
これによれば、他の半導体装置に積層するときに、突出する部分を基準として半導体装置
の位置合わせが容易となる。
【００４６】
（２４）この半導体装置において、上記半導体装置が積層され、上下の前記半導体素子が
前記導電部材によって電気的に接続されてもよい。
【００４７】
（２５）本発明に係る回路基板は、上記半導体装置が搭載されている。
【００４８】
（２６）本発明に係る電子機器は、上記半導体装置を有する。
【００４９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。ただし、本発明は、
以下の実施の形態に限定されるものではない。なお、以下に示す実施の形態に示す内容は
、他の実施の形態においても可能な限り適用することができる。
【００５０】
（第１の実施の形態）
図１（Ａ）～図２（Ｃ）は、本発明を適用した第１の実施の形態に係る半導体装置の製造
方法を示す図である。図１（Ａ）は、本実施の形態で使用する半導体チップ１０（半導体
素子）を示す図である。本実施の形態に示す例では、半導体ウェーハを複数に個辺切断し
てなる半導体チップ１０を使用する。半導体チップ１０は、一般的には直方体（立方体を
含む）であるが、その形状は限定されず、球状であってもよい。
【００５１】
半導体チップ１０は、もとの半導体チップ１２（又は半導体ウェーハ）の厚みに対して薄
く研削されてもよい。詳しくは、半導体チップ１０は、集積回路が形成された面（能動面
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）とは反対の面が研削される。半導体チップ１０の厚みは、集積回路が形成された部分が
残せれば、できる限り薄くすることが可能である。その厚みは限定されないが、５０μｍ
程度であってもよい。薄い半導体チップ１０を使用することで、小型かつ高密度の半導体
装置を製造できる。
【００５２】
半導体チップ１０の研削は、半導体ウェーハをダイシングする前に行ってもよく、あるい
はダイシングした後に行ってもよい。また、半導体ウェーハに、予め半導体チップ１０の
厚み以上の深さの溝を形成しておき、半導体ウェーハ１２を研削することで、複数の薄い
半導体チップ１０に分割する方法を適用してもよい。
【００５３】
半導体チップ１０は、集積回路が形成された側の面に複数の電極１４を有する。電極１４
は、アルミニウムが一般的であるが、銅などから形成されてもよい。電極１４は、設計に
応じてその大きさは異なるが、例えば一辺が約１００μｍの角形をなしてもよい。電極１
４は、半導体チップ１０の端部又は中央部に形成される。電極１４は、半導体チップ１０
の２辺又は４辺に並んで形成されてもよい。
【００５４】
半導体チップ１０には、電極１４の中央部を避けて端部を覆って、パッシベーション膜（
図示しない）が形成されることが多い。パッシベーション膜は、例えばＳｉＯ 2、ＳｉＮ
又はポリイミド樹脂などで形成できる。
【００５５】
電極１４上に、メッキ１６を形成してもよい。メッキ１６を形成する工程は、半導体チッ
プ１２を研削する前でも後でもよい。メッキ１６は、無電解メッキで形成してもよい。メ
ッキ１６を電極１４上に形成することで、電極１４の酸化膜を除去できる。さらに、後の
工程で形成するハンダなどを、メッキ１６によって濡れやすくすることができる。メッキ
１６は、電極１４の材料によって決められる。電極１４がアルミニウムである場合には、
例えばメッキ１６は、ニッケル及び金を含む材料から形成してもよい。
【００５６】
本実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、上述の半導体チップ１０を使用して以下の
工程を行う。あるいは、この製造方法は、上述の工程のいずれかをさらに含んでもよい。
【００５７】
図１（Ｂ）に示すように、上述の半導体チップ１０に第１の貫通穴１８を形成する。第１
の貫通穴１８は、半導体チップ１０を、それぞれの電極１４の位置で貫通する。第１の貫
通穴１８は、例えばレーザ（例えばＹＡＧレーザやエキシマレーザ）を使用して形成して
もよい。レーザを使用すれば、例えば電極１４の一辺が約１００μｍの角形であっても、
電極１４の内側の領域に、それよりも小さい径を有する第１の貫通穴１８を容易に形成で
きる。なお、第１の貫通穴１８は、平面視において、円形又は角形のいずれであってもよ
く、その他の形状であってもよい。
【００５８】
レーザビームは、半導体チップ１０の一方の面からのみ照射してもよく、あるいは両面か
ら（順番にあるいは同時に）照射してもよい。前者の場合に、レーザビームは、半導体チ
ップ１０の電極１４が形成された面とは反対の面から照射してもよい。これによれば、レ
ーザビームの使用によって生じる堆積物を電極１４（メッキ１６）上に堆積させにくくで
きる。また、予め電極１４（メッキ１６）を覆う保護膜（図示しない）を形成し、レーザ
ビームの使用によって生じる堆積物をその保護膜上に堆積させてもよい。これによれば、
電極１４（メッキ１６）上の保護膜を後に剥がせば、電極１４（メッキ１６）には、余計
なものを堆積させずに済む。保護膜は、レジストやインクなどであってもよい。なお、レ
ーザビームを照射するときに、予め窪み（図示しない）を形成し、それを目印としてレー
ザビームを照射してもよい。
【００５９】
第１の貫通穴１８の内面は、テーパ状に形成してもよい。例えば、第１の貫通穴１８は、
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半導体チップ１０の電極１４に近づくに従って小さくなるテーパ２０を付して形成しても
よい。この場合に、第１の貫通穴１８の大径は、半導体チップ１０の厚みに対して２倍以
内の大きさであってもよい。これによると、レーザビームによって、テーパ状の第１の貫
通穴１８を形成しやすい。例えば、半導体チップ１０の厚みが約５０μｍである場合には
、第１の貫通穴１８の大径を６０～８０μｍ程度に形成し、小径を３０～４０μｍ程度に
形成してもよい。このようなテーパ２０を付すことで、後の工程で、第２の貫通穴２４に
同様のテーパ２６（図２（Ａ）参照）を付すことができる。あるいは、第１の貫通穴１８
は、半導体チップ１０の面に対して垂直な内壁面をなしてもよい。
【００６０】
これらの工程は、研削時に使用したダイシングテープに複数の半導体チップ１０を貼り付
けたままで行ってもよい。これによれば、複数の半導体チップ１０が並んでなるダイシン
グラインを基準として、正確な位置でレーザビームを照射することができる。
【００６１】
図１（Ｃ）に示すように、第１の貫通穴１８の内側を含む領域に絶縁材料２２を設ける。
図示するように、絶縁材料２２を、第１の貫通穴１８を埋めて設けてもよい。これによれ
ば、半導体チップ１０を、確実に第１の貫通穴１８において絶縁できる。あるいは、絶縁
材料２２は、第１の貫通穴１８の内壁面のみに形成してもよい。なお、絶縁材料２２は、
樹脂、酸化膜又は窒化膜などによって形成できる。
【００６２】
図示するように、絶縁材料２２を、半導体チップ１０における電極１４が形成された面と
は反対の面を覆って設けてもよい。第１の貫通穴１８の延びる方向の延長上に、さらに絶
縁材料２２を設けてもよい。この場合に、半導体チップ１０上で、絶縁材料２２を、面一
になるように設けてもよい。これによれば、絶縁材料２２は、半導体チップ１０の全面に
設ければよいので、第１の貫通穴１８の内側に容易に設けることができる。また、薄く割
れやすい半導体チップ１０の割れを防止して、その後の工程において、半導体チップ１０
を取り扱いやすくすることができる。さらに、研削時の熱で半導体チップ１０が膨張し反
りやすい状態になっても、絶縁材料２２によってその反りを吸収できる。すなわち、半導
体チップ１０に加えられる応力を絶縁材料２２によって緩和できる。
【００６３】
絶縁材料２２は、塗布することで設けてもよい。この場合に、絶縁材料２２は、樹脂であ
ってもよい。樹脂は、例えばディスペンサーを使用して塗布すればよい。樹脂は、溶剤を
飛ばして乾燥させることで半導体チップ１０に被覆させやすくできる。これによれば、樹
脂を塗布するだけなので、半導体チップ１０の取り扱いが容易である。薄く割れやすい半
導体チップ１０を使用する場合には、半導体チップ１０を割らずに済むので特に効果的で
ある。
【００６４】
あるいは、絶縁材料２２を、スクリーン印刷又はインクジェットプリンタ方式を使用して
設けてもよい。特に、インクジェットプリンタ方式によれば、インクジェットプリンタ用
に実用化された技術を応用することで、高速かつインクを無駄なく経済的に塗布すること
が可能である。図示しないインクジェットヘッドは、例えばインクジェットプリンタ用に
実用化されたもので、圧電素子を用いたピエゾジェットタイプ、あるいはエネルギー発生
素子として電気熱変換体を用いたバブルジェットタイプ等が使用可能であり、吐出面積お
よび吐出パターンは任意に設定することが可能である。
【００６５】
なお、絶縁材料２２は、化学気相堆積（ＣＶＤ）や感光性樹脂でマスクを使用して形成し
てもよく、その手段は限定されない。
【００６６】
図２（Ａ）に示すように、第２の貫通穴２４を形成する。上述の工程で絶縁材料２２を、
第１の貫通穴１８を埋めて設けた後に、第２の貫通穴２４を形成してもよい。第２の貫通
穴２４は、第１の貫通穴１８の内側に、第１の貫通穴１８よりも小さい径で形成する。第
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２の貫通穴２４は、絶縁材料２２を貫通する。図示するように、絶縁材料２２を半導体チ
ップ１０の面上に至るまで設けた場合には、第２の貫通穴２４は、第１の貫通穴１８の延
長上に設けられた絶縁材料２２の部分をさらに貫通する。
【００６７】
第２の貫通穴２４の形成方法には、第１の貫通穴１８について説明した内容を適用できる
。すなわち、第２の貫通穴２４を、レーザビームを照射して形成してもよい。これによれ
ば、細い貫通穴を形成できるので、第１の貫通穴１８の径よりもさらに小さい径を有する
第２の貫通穴２４を容易に形成できる。
【００６８】
第２の貫通穴２４の内面は、テーパ状に形成してもよい。例えば、第２の貫通穴２４は、
半導体チップ１０の電極１４に近づくに従って小さくなるテーパ２６を付して形成しても
よい。これによれば、半導体チップ１０の電極１４が形成された面とは反対側から、例え
ば、固体の導電部材を嵌め込みやすくできる。第２の貫通穴２４は、その内側において半
導体チップ１０を絶縁材料２２で覆いつつ、絶縁材料２２を貫通できればよく、その範囲
で径の大きさを決めることができる。なお、第２の貫通穴２４の平面形状は限定されない
。
【００６９】
あるいは、第２の貫通穴２４の内面は、半導体チップ１０の面に対して垂直な内壁面をな
してもよい。
【００７０】
図２（Ｂ）に示すように、第２の貫通穴２４の内側に導電部材２８を設ける。導電部材２
８は、少なくとも第２の貫通穴２４内に設ける。導電部材２８は、第２の貫通穴２４の中
心軸を通るように設けてもよい。あるいは、導電部材２８は、絶縁材料２２を介して半導
体チップ１０との絶縁が図れれば、中心軸からずれて設けてもよい。図示するように、導
電部材２８を、第２の貫通穴２４に充填させてもよい。導電部材２８は、導電ペーストで
あってもよい。導電ペーストとして、導電性樹脂又はハンダ等のロウ材を使用してもよい
。導電部材２８を、第２の貫通穴２４を埋めて設けることで、半導体チップ１０の機械的
強度を低下させずに、半導体チップ１０の両面に電気的接続を図ることができる。
【００７１】
あるいは、上述の工程で、絶縁材料２２を第１の貫通穴１８の内壁面のみに設けた場合に
は、導電部材２８を、第１の貫通穴１８の内側で絶縁材料２２で囲まれた穴（第２の貫通
穴）の中心軸を通るように設ける。この場合でも、導電ペーストを穴に充填させてもよい
。
【００７２】
以上の工程により、図２（Ｂ）に示す半導体装置１が得られる。半導体装置１は、電極１
４を有し、電極１４の位置に貫通穴（例えば第２の貫通穴２４）が形成された半導体チッ
プ１０と、絶縁材料２２と、導電部材２８と、を含む。
【００７３】
図示する例では、絶縁材料２２は、第２の貫通穴２４の内面を含む領域に設けられている
。言い換えると、第２の貫通穴２４は、絶縁材料２２で囲まれて形成される。また、絶縁
材料２２は、半導体チップ１０の電極１４が形成された面とは反対の面を覆って設けられ
てもよい。これによれば、半導体チップ１０に加えられる応力を緩和できる。
【００７４】
導電部材２８は、第２の貫通穴２４の中心軸を通るように設けられる。導電部材２８は、
第２の貫通穴２４を埋めて設けられてもよい。これによれば、第２の貫通穴２４が埋めら
れているので、半導体チップ１０の機械的強度を低下させることがない。導電部材２８は
、半導体チップ１０の電極１４が形成された面とは反対側において、絶縁材料２２又は半
導体チップ１０の面から露出する。そして、第２の貫通穴２４は、上述のようにテーパ２
６が付されてもよく、これに対応して導電部材２８の側面がテーパ状に形成されてもよい
。なお、半導体装置のその他の構成は、製造方法において記載した通りである。
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【００７５】
本実施の形態における半導体装置によれば、貫通穴（例えば第２の貫通穴２４）に設けら
れた導電部材２８によって、半導体チップ１０の一方の面と他方の面とが電気的に接続さ
れる。半導体チップ１０の内部において、両面の導通が図られるので、小型の半導体装置
を提供できる。
【００７６】
図２（Ｃ）に示すように、上述の方法で形成した複数の半導体チップ１０（半導体装置１
）を積層する。詳しくは、導電部材２８を介して、上下の半導体チップ１０を電気的に接
続する。すなわち、スタック構造の半導体装置を製造する。図示するように、一方の半導
体チップ１０の電極１４が形成された面とは反対の面を、他方の半導体チップ１０の電極
１４が形成された面に対向させて、上下の半導体チップ１０を積層させてもよい。あるい
は、電極１４が形成された面同士を対向させてもよく、それとは反対の面同士を対向させ
てもよく、これらを組み合わせて３つ以上の半導体チップ１０を積層させてもよい。
【００７７】
上下の半導体チップ１０は、ハンダ３０によって電気的に接続してもよい。ハンダ３０は
、いずれか一方又は両方の半導体チップ１０に予め設ければよい。ハンダ３０は、ボール
状にして搭載してもよく、あるいは溶融時の表面張力で上下の半導体チップ１０の間に設
けてもよい。
【００７８】
ハンダ３０は、半導体チップ１０の電極１４（メッキ１６）上で、他の半導体チップ１０
の導電部材２８と接合される。ここで、ハンダ３０は、上下の半導体チップ１０を接続す
るとともに、電極１４（メッキ１６）上に設けた側の半導体チップ１０における、電極１
４と、絶縁材料２２で絶縁された導電部材２８と、を電気的に接続する。すなわち、上下
の半導体チップ１０の積層と同時に、電極１４（メッキ１６）上に設けた側の半導体チッ
プ１０において、電極１４と導電部材２８との電気的接続を図ってもよい。これによれば
、製造工程の簡略化が図れる。あるいは、積層する前に、１つの半導体チップ１０におい
て、予め電極１４と導電部材２８とを電気的に接続しておいてもよい。この場合に、図示
しない導電材料（例えば導電ペースト）を、電極１４（メッキ１６）と導電部材２８とを
覆うように設ければ、両者の電気的接続が図れる。図示する例では、最上層の半導体チッ
プ１０は、上述の図示しない導電材料によって電極１４と導電部材２８とが電気的に接続
される。
【００７９】
なお、上下の半導体チップ１０の接続形態は、ハンダ３０の他に、導電樹脂ペースト（異
方性導電材料を含む）、Ａｕ－ＡｕもしくはＡｕ－Ｓｎなどによる金属接合又は絶縁樹脂
の収縮力による接合などのいずれの形態を適用してもよい。例えば、金属接合を図る場合
には、半導体チップ１０の電極１４が形成された面とは反対の面の導電部材２８に接続し
てバンプを設けて、他の半導体チップ１０の電極１４（メッキ１６）上に接合させてもよ
い。
【００８０】
最下層の半導体チップ１０には、他の半導体チップ１０を向く面とは反対の面にハンダ３
０を設けてもよい。ハンダ３０は、上述のようにボール状にして設けてもよい。ハンダ３
０は、図示するように半導体チップ１０の電極１４が形成された面とは反対の面に形成し
てもよく、あるいは電極１４を向く面に形成してもよい。最下層の半導体チップ１０にハ
ンダ３０を設けることで、回路基板（マザーボード）又は回路基板に実装するための基板
（インターポーザ）に、容易に実装できる。
【００８１】
あるいは、最下層の半導体チップ１０にハンダ３０をボール状に形成せずに、回路基板に
実装するときに、回路基板側の配線パターンにハンダクリームを塗布して、その溶融時の
表面張力で電気的接続を図ってもよい。なお、最下層の半導体チップ１０は、電極１４が
形成された面が回路基板に対向してもよく、それとは反対の面が対向してもよい。なお、
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半導体装置と回路基板との電気的接続の形態は、これまでに記載の形態を適用してもよい
。
【００８２】
本実施の形態によれば、半導体チップ１０の第２の貫通穴２４に導電部材２８を設けるだ
けで、半導体チップ１０の一方の面と他方の面との電気的接続を図る。導電部材２８は、
絶縁材料２２で囲まれた第２の貫通穴２４の中心軸を通るように設ければ確実に電極１４
との導通を図ることができる。また、半導体チップ１０を貫通する導電部材２８によって
、複数の半導体装置を積層することによって、最小の大きさで、例えば、３段以上のスタ
ック構造の半導体装置を容易に製造できる。
【００８３】
図３は、本実施の形態の変形例に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。本変形
例では、絶縁材料２２を接着剤として使用して、上下の半導体チップ１０を貼り合わせる
。絶縁材料２２は、樹脂であってもよい。樹脂は、熱硬化性樹脂であることが好ましい。
樹脂は、半導体チップ１０における電極１４が形成された面とは反対の面に設ける。
【００８４】
まず、複数の半導体チップ１０を積み重ねる前に、樹脂を加熱してその接着力を発現させ
る。言い換えると、樹脂を、硬化が完了しない状態（半硬化状態）になる程度に加熱する
。これによって、半導体チップ１０の面に設けた樹脂を接着剤として使用することで、上
下の半導体チップ１０を貼り合わせることができる。
【００８５】
そして、複数の半導体チップ１０を積層させるとともに、一方の半導体チップ１０に設け
た樹脂によって、上下の半導体チップ１０を接着する。すなわち、樹脂は、上下の半導体
チップ１０の間に、それぞれの半導体チップ１０の面に密着して設けられる。これによれ
ば、樹脂でそれぞれの半導体チップ１０の間が埋められるので、半導体装置に加えられる
応力（熱応力など）を緩和することができる。
【００８６】
上下の半導体チップ１０を貼り合わせた後に、樹脂を加熱して硬化させる。詳しくは、上
下の半導体チップ１０を貼り合わせたときに半硬化状態であった樹脂を、その硬化が完了
する状態になる程度に加熱する。この場合に、樹脂を硬化収縮させてもよい。すなわち、
それぞれの半導体チップ１０の面に接着した樹脂を硬化収縮させることで、上下の半導体
チップ１０を密着させる。これによれば、一方の半導体チップ１０の導電部材２８（ハン
ダ３０）と、他方の半導体チップ１０の電極１４（メッキ１６）と、を樹脂の収縮力によ
って機械的に接続することができる。すなわち、改めて半導体チップ１０を、他の半導体
チップ１０に向けて押圧する必要がない。したがって、製造工程の簡略化が図れる。
【００８７】
なお、接着剤として使用する樹脂は、上述の絶縁部材２２とは別工程で設けてもよい。す
なわち、第１の貫通穴１８の内側に設ける絶縁部材２２とは別に、半導体チップ１０にお
ける電極１４が形成された面とは反対の面に樹脂を設けてもよい。
【００８８】
本変形例では、接着剤として使用した樹脂で、上下の半導体チップ１０の間を埋める例を
示したが、上下の半導体チップ１０を積層した後に、両者の間に樹脂を注入する方法を適
用してもよい。この場合でも、上下の半導体チップ１０の間に樹脂を充填させて、半導体
装置に加えられる応力（熱応力など）を緩和することができる。
【００８９】
本変形例に係る半導体装置４は、複数の半導体チップ１０と、それぞれの半導体チップ１
０の間に埋められた樹脂（絶縁材料２２）と、を含み、その形態は既に記載の通りである
。
【００９０】
（第２の実施の形態）
図４（Ａ）及び図４（Ｂ）は、本発明を適用した第２の実施の形態に係る半導体装置の製
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造方法を示す図である。本実施の形態では、導電部材２８の形成方法が上述と異なる。
【００９１】
図４（Ａ）に示すように、本実施の形態では第１及び第２の半導体チップ１１、１３を用
意する。第１及び第２の半導体チップ１１、１３は、上述工程によって、それぞれの半導
体チップの電極１４の位置で貫通する第２の貫通穴２４が形成されている。本実施の形態
では、導電部材を固形の状態で、第２の半導体チップ１３における第２の貫通穴２４の内
側に設ける。導電部材は、バンプ３２であってもよい。バンプ３２は、ハンダ又は金など
から形成してもよい。
【００９２】
第１の半導体チップ１１の電極１４（メッキ１６）にバンプ３２を接続して設ける。詳し
くは、第１及び第２の半導体チップ１１、１３を積層して配置するときに、予め下側とな
る第１の半導体チップ１１の電極１４（メッキ１６）上に、バンプ３２を形成する。図示
する例では、第１の半導体チップ１１は、上述の実施の形態における製造方法によって、
第２の貫通穴２４に導電ペーストが充填された半導体チップ１０である。バンプ３２は、
第１の半導体チップ１１のそれぞれの電極１４に形成する。バンプ３２は、図示するよう
に、複数個を積層させて形成してもよい。この場合に、異なる種類の金属バンプ同士を積
層させてもよい。例えば、電極１４の側から金バンプ、その上にハンダバンプを積層させ
てもよい。図示するように、バンプ３２は、第２の貫通穴２４の深さ以上の高さで形成し
てもよい。バンプ３２の径は、少なくとも先端部（先端部のみ又は全部）が第２の貫通穴
２４に入り込める大きさで形成する。
【００９３】
バンプ３２の形成方法は、メッキ法、蒸着法又はボールバンプ法などがあり、いずれの方
法を適用してもよい。特に、ボンディングワイヤを溶融してボール状に形成するボールバ
ンプ法では、複数のバンプを積層させやすいので、一定以上の高さ（例えば第２の貫通穴
２４の深さ以上の高さ）を有する積層されたバンプ３２を形成しやすい。
【００９４】
バンプ３２によって、第１の半導体チップ１１において、電極１４と導電部材２８（導電
ペースト）との電気的接続を図ってもよい。これによれば、第２の半導体チップ１３に設
けるためのバンプ３２の配置と、第１の半導体チップ１１における電極１４と導電部材２
８との電気的接続を同時に行えるので、製造工程の簡略化が図れる。バンプ３２を形成し
た後、第２の半導体チップ１３における第２の貫通穴２４に、第１の半導体チップ１１に
設けたバンプ３２を嵌め込む。バンプ３２は、第２の貫通穴２４を貫通してもよく、ある
いは、第２の貫通穴２４を貫通せずにその内側に先端部が位置してもよい。また、バンプ
３２の基端部は、第２の半導体チップ１３における絶縁材料２２の面から突出するように
、第２の貫通穴２４の外側に位置してもよい。また、図示するように、第２の貫通穴２４
に上述のテーパ２６が付されている場合には、第２の貫通穴２４にバンプ３２を入り込み
やすくすることができる。
【００９５】
バンプ３２を第２の貫通穴２４に嵌め込んだ後、バンプ３２を溶融させてもよい。この場
合に、バンプ３２は、ハンダで形成されることが好ましい。バンプ３２を溶融させること
で、導電部材を第２の貫通穴２４に充填させることができる。すなわち、第２の半導体チ
ップ１３における第２の貫通穴２４の隙間を埋めることで、第２の半導体チップ１３の機
械的強度を高めることができる。
【００９６】
あるいは、例えば金などからなるバンプ３２であれば、図示するように、挿入時の形態を
そのままにして、第２の貫通穴２４の内側にバンプ３２を形成しておいてもよい。いずれ
にしても、第２の貫通穴２４の中心軸に、確実に導電部材を形成できる。
【００９７】
図４（Ｂ）に示すように、第１及び第２の半導体チップ１１、１３を積層した後に、同様
にして、さらに半導体チップを積み重ねるために、最上層の第２の半導体チップ１３にバ
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ンプ３２を形成してもよい。これによって、第２の半導体チップ１３において、電極１４
と第２の貫通穴２４内の導電部材（バンプ３２）との電気的接続を図ることができる。
【００９８】
以上の工程によれば、第１及び第２の半導体チップ１１、１３の両面をバンプ３２で導通
させるとともに、第１及び第２の半導体チップ１１、１３を積層させていくことができる
。したがって、製造工程の簡略化が図れる。
【００９９】
本実施の形態の第１変形例として、別部材（例えば基板など）に予めバンプ３２を上述の
構成で設けておき、半導体チップ１０を前記別部材に重ねることで、バンプ３２を半導体
チップ１０の第２の貫通穴２４に嵌め込だ後に、バンプ３２を前記別部材から剥がして、
半導体チップ１０に導電部材を設けてもよい。すなわち、転写法によって、半導体チップ
１０の第２の貫通穴２４にバンプ３２を嵌め込んでもよい。この場合に、バンプ３２の一
部が第２の貫通穴２４において、例えば電極１４が形成された面とは反対側の外側に突出
していれば、他の半導体チップ１０に積層するときに、突出する部分を基準として半導体
チップ１０の位置合わせが容易となる。なお、本変形例に係る半導体装置の構成及びその
効果は、既に説明した通りである。
【０１００】
図５は、本実施の形態の第２変形例に係る半導体装置の一部を示す図である。本変形例で
は、複数の半導体チップ６０、６２、６４、６６が積層され、上下の半導体チップの接続
において、いずれかの半導体チップの導電部材（例えばバンプ３２）は、下側の半導体チ
ップの電極１４における第２の貫通穴６８を避けた部分に電気的に接続される。言い換え
ると、１つの電極１４の平面視において、導電部材を接続する部分と、第２の貫通穴６８
によって開口する部分と、を平面的に重ならないように設ける。
【０１０１】
これによれば、複数の半導体チップ６０～６６を積層する前に、予め電極１４に電気的に
接続して設けるバンプ３２を、電極１４（メッキ１６）の面に設けることができる。すな
わち、バンプ３２を、下側の半導体チップにおける第２の貫通穴６８上に設けなくて済む
ので、電極１４のほぼ平坦な面と、より安定した状態で電気的接続が図れる。
【０１０２】
さらに、バンプ３２は、下側の半導体チップの電極１４と、下側の半導体チップの第２の
貫通穴６８に設けられた他のバンプ３２と、の両方と同時に電気的に接続する必要がない
。すなわち、バンプ３２と下側の半導体チップの電極１４とを電気的に接続する工程と、
下側の半導体チップの電極１４と下側の半導体チップの第２の貫通穴６８内のバンプ３２
とを電気的に接続する工程と、を別々にして行うことができる。これによって、電気的接
続の不良を少なくして、製造時の歩留りを高めることができる。
【０１０３】
なお、電極１４と、その電極１４が形成された半導体チップを貫通して設けられた導電部
材（例えばバンプ３２）と、は導電ペースト等の導電材料７０によって電気的に接続する
。詳しくは、導電材料７０を、電極１４（メッキ１６）と導電部材（例えばバンプ３２）
とを覆うように設けることで、両者の電気的接続を図ることができる。
【０１０４】
本変形例におけるその他の形態は、複数の半導体チップ６０～６６のうち上下に積層され
る任意の２つを第１及び第２の半導体チップとして、上述の内容を適用することができる
。また、本変形例における半導体装置の製造方法は、既に説明した通りである。
【０１０５】
（第３の実施の形態）
図６（Ａ）及び図６（Ｂ）は、本発明を適用した第３の実施の形態に係る半導体装置の製
造方法を示す図である。本実施の形態では、第２の貫通穴２５の形態が上述と異なる。
【０１０６】
図６（Ａ）に示すように、本実施の形態では、第２の貫通穴２５を、テーパ２７が付して
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形成する。詳しくは、第２の貫通穴２５を、半導体チップ１０の電極１４から離れるに従
って小さくなるテーパ２７を付して形成する。第２の貫通穴２５は、例えばレーザビーム
を半導体チップ１０の電極１４側から照射して形成してもよく、あるいは、それとは反対
側から照射して形成してもよい。なお、第２の貫通穴２５のその他の形態及び形成方法は
、上述に記載の通りである。
【０１０７】
図６（Ｂ）は、上述の第２の貫通穴２５が形成された半導体チップ１０を有する、スタッ
ク構造の半導体装置５を示す図である。第２の貫通穴２５は、その中心軸を通るように導
電部材３４が設けられる。図示する例では、第２の貫通穴２５には導電部材３４が埋めら
れている。例えば、導電部材３４は、第２の貫通穴２５に固形のバンプが嵌め込まれて、
そのバンプが溶融することで第２の貫通穴２５に充填され、再び固化することで形成され
てもよい。この場合に、バンプは、ハンダバンプであってもよい。固化した導電部材３４
の一部は、第２の貫通穴２５における径の小さい側の開口部から突出してもよい。これに
よれば、第２の貫通穴２５の内面に付されたテーパ２７によって、導電部材３４の抜け止
めを図ることができる。詳しくは、図示するように、第２の貫通穴２５の内側と、第２の
貫通穴２５の小径の開口部から外側に突出する部分と、に一体的に導電部材３４を設けた
場合に、導電部材３４を第２の貫通穴２５から抜けにくくすることができる。なお、その
他の構成及び効果は、上述と同様であってもよい。
【０１０８】
上述した半導体装置の製造方法は、半導体チップ１０に対して行ったが、図７に示すよう
に、これを半導体ウェーハ４０（半導体素子）に対して行ってもよい。半導体ウェーハは
、もとの厚みに対して薄く研削されたものを使用して上述の工程を行ってもよい。半導体
ウェーハ４０は、上述の製造方法を適用して複数を上下に積層した後に、個々の半導体チ
ップ１０にダイシングしてもよい。詳しくは、積層されてなる複数の半導体ウェーハ４０
を、上下方向に切断して、スタック構造の半導体チップ１０に分割してもよい。あるいは
、上下に積層する工程の前まで、半導体ウェーハ４０に対して上述の工程を行い、その後
、ダイシングした個々の半導体チップ１０を積層させてスタック構造の半導体装置を製造
してもよい。このように、半導体ウェーハ４０に対して上述の工程を行うことで、効率良
く半導体装置を製造できる。なお、半導体ウェーハについては、ウェーハＣＳＰと呼ばれ
る半導体ウェーハに再配置配線処理を行ったものや、応力緩和構造を設けたものにも本発
明を適用できる。
【０１０９】
図８には、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置７を実装した回路基板５０が示
されている。回路基板５０には例えばガラスエポキシ基板等の有機系基板を用いることが
一般的である。回路基板５０には例えば銅などからなる配線パターン５２が所望の回路と
なるように形成されていて、それらの配線パターン５２と半導体装置７のハンダ３０とを
機械的に接続することでそれらの電気的導通を図る。
【０１１０】
あるいは、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を適用して、例えば回路基板５
０の配線パターン５２にボールバンプ等のバンプ３２を予め形成しておき、その上に半導
体チップ１０（１つ又は積層されてなる複数の半導体チップ１０）を載せることで、第２
の貫通穴２４にバンプ３２を嵌め込んでもよい。
【０１１１】
あるいは、半導体装置７を回路基板５０に実装するための図示しない基板（インターポー
ザ）に実装し、基板に形成する外部端子によって回路基板５０との電気的接続を図っても
よい。
【０１１２】
そして、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置を有する電子機器として、図９に
はノート型パーソナルコンピュータ１００、図１０には携帯電話２００が示されている。
【０１１３】
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なお、上述した実施の形態の「半導体チップ」を「電子素子」に置き換えて、電子部品を
製造することもできる。このような電子素子を使用して製造される電子部品として、例え
ば、光素子、抵抗器、コンデンサ、コイル、発振器、フィルタ、温度センサ、サーミスタ
、バリスタ、ボリューム又はヒューズなどがある。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１（Ａ）～図１（Ｃ）は、本発明を適用した第１の実施の形態に係る半導体装
置の製造方法を示す図である。
【図２】図２（Ａ）～図２（Ｃ）は、本発明を適用した第１の実施の形態に係る半導体装
置の製造方法を示す図である。
【図３】図３は、本発明を適用した第１の実施の形態の変形例に係る半導体装置の製造方
法を説明する図である。
【図４】図４（Ａ）及び図４（Ｂ）は、本発明を適用した第２の実施の形態に係る半導体
装置の製造方法を示す図である。
【図５】図５は、本発明を適用した第２の実施の形態の変形例に係る半導体装置の一部を
示す図である。
【図６】図６（Ａ）及び図６（Ｂ）は、本発明を適用した第３の実施の形態に係る半導体
装置の製造方法を示す図である。
【図７】図７は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す図であ
る。
【図８】図８は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置が実装された回路基板を
示す図である。
【図９】図９は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置を有する電子機器を示す
図である。
【図１０】図１０は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置を有する電子機器を
示す図である。
【符号の説明】
１０　半導体チップ
１４　電極
１８　第１の貫通穴
２２　絶縁材料
２４　第２の貫通穴
２５　第２の貫通穴
２６　テーパ
２７　テーパ
２８　導電部材
３２　バンプ
３４　導電部材
４０　半導体ウェーハ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(16) JP 3951091 B2 2007.8.1



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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