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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超小型電子ユニットであって、
　表面と、前記表面から離れている裏面と、前記表面にある開口部及び前記表面の下方に
位置する内面を有する凹部とを有し、半導体材料又はガラスのうちの少なくとも一方を含
む、キャリア構造体と、
　前記内面に隣接する底面と、前記底面から離れている上面と、前記上面にある複数のコ
ンタクトとを有する超小型電子素子と、
　前記超小型電子素子の前記コンタクトに電気的に接続された端子であって、前記キャリ
ア構造体から電気的に絶縁されている端子と、
　前記超小型電子素子の少なくとも前記上面に接する誘電体領域であって、前記キャリア
構造体の前記表面と同一平面か又は前記表面の上方に位置する平面を有する誘電体領域と
を含み、
　前記端子は、外部素子と相互接続するために前記誘電体領域の表面から露出しており、
　前記誘電体領域が前記凹部の側壁と前記超小型電子素子との間に延在しており、前記超
小型電子ユニットは、前記誘電体領域を通って前記平面から前記裏面まで、前記凹部の側
壁と前記超小型電子素子との間に延在する複数の導電性ビアをさらに含む、
　超小型電子ユニット。
【請求項２】
　前記端子が前記キャリア構造体の前記表面から露出している、請求項１に記載の超小型
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電子ユニット。
【請求項３】
　前記端子が前記キャリア構造体の上方に延在している、請求項２に記載の超小型電子ユ
ニット。
【請求項４】
　前記超小型電子素子は、前記上面と前記底面との間に少なくとも１つの縁面を有し、
　少なくとも１つの前記端子の、前記平面の横方向における位置は、前記超小型電子素子
の前記縁面と前記凹部の境界を画する前記キャリア構造体の面との間である、
　請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項５】
　前記端子が導電性ボンドパッドを含む、請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項６】
　前記端子が、前記超小型電子素子の前記コンタクトと接触する拡張ボンドパッドを含む
、請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項７】
　前記キャリア構造体が外側金属仕上げ層を含み、それにより、前記キャリア構造体がヒ
ートスプレッダとして機能するようになっている、請求項１に記載の超小型電子ユニット
。
【請求項８】
　誘電体材料が前記キャリア構造体の前記表面全体を覆う、請求項１に記載の超小型電子
ユニット。
【請求項９】
　前記キャリア構造体が半導体材料を含み、
　前記誘電体領域が電気化学的に堆積したポリマである、
　請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項１０】
　前記キャリア構造体はガラスを含み、
　スプレーコーティング又はスピンコーティングされたコンプライアント誘電体材料が前
記凹部の前記内面を覆う、
　請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項１１】
　前記キャリア構造体の前記裏面から前記表面まで延在する複数の導電性ビアをさらに含
む、請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項１２】
　前記導電性ビアはそれぞれが、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反
対側の端部における第２の幅とを有し、前記第２の幅が前記第１の幅と異なる、請求項１
１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項１３】
　前記端子は拡張ボンドパッドを含み、各拡張ボンドパッドは、それぞれのビアを前記超
小型電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続する、請求項１１に記載の超小型電
子ユニット。
【請求項１４】
　前記導電性ビアはそれぞれが、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反
対側の端部における第２の幅とを有し、
　前記第２の幅が前記第１の幅と異なる、
　請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項１５】
　前記端子は拡張ボンドパッドを含み、
　各拡張ボンドパッドは、それぞれのビアを前記超小型電子素子のそれぞれのコンタクト
に電気的に接続する、
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　請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項１６】
　少なくとも第１の超小型電子ユニット及び第２の超小型電子ユニットを備える超小型電
子アセンブリであって、前記超小型電子ユニットはいずれも請求項１に記載のものであり
、前記第１の超小型電子ユニットは第１の超小型電子素子を有し、前記第２の超小型電子
ユニットは第２の超小型電子素子を有しており、
　前記第１および第２の超小型電子ユニット内のそれぞれの超小型電子素子のコンタクト
が前記第１および第２の超小型電子ユニットの端子を介して電気的に接続された状態で、
前記第１の超小型電子ユニットが前記第２の超小型電子ユニットに積層された、超小型電
子アセンブリ。
【請求項１７】
　前記第１の超小型電子ユニットは、第１のキャリア構造体の裏面から露出する第１の端
子を備え、
　前記第２の超小型電子ユニットは、第２のキャリア構造体の前記表面から露出する第２
の端子を備え、
　前記第１の超小型電子素子は、前記第１の端子及び前記第２の端子を介して前記第２の
超小型電子素子に電気的に接続されている、
　請求項１６に記載の超小型電子アセンブリ。
【請求項１８】
　前記第１のキャリア構造体は、その表面に沿った横方向に第１の幅を有する第１の凹部
を備え、
　前記第２のキャリア構造体は、その表面に沿った横方向に第２の幅を画定する第２の凹
部を備え、
　前記第２の幅が前記第１の幅と異なる、
　請求項１７に記載の超小型電子アセンブリ。
【請求項１９】
　前記超小型電子素子は第１の超小型電子素子であり、
　前記凹部の前記内面に隣接する底面と、前記底面から離れている上面と、前記上面にあ
る複数のコンタクトとを有する第２の超小型電子素子をさらに含む、
　請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【請求項２０】
　前記凹部が第１の凹部であり、
　前記超小型電子素子が第１の超小型電子素子であり、
　前記キャリア構造体は、前記キャリア構造体の前記表面における開口部及び前記表面の
下方に位置する内面を有する第２の凹部を有し、
　前記超小型電子ユニットは、前記第２の凹部の前記内面に隣接する底面と、前記底面か
ら離れている上面と、前記上面にある複数のコンタクトとを有する第２の超小型電子素子
をさらに含む、
　請求項１に記載の超小型電子ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超小型電子デバイスのパッケージング、特に半導体デバイスのパッケージン
グに関する。本発明はまた、ウェハレベルで製造された積層超小型電子パッケージを含む
積層超小型電子パッケージと、こうしたパッケージを製造する方法とに関する。
【０００２】
　　［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１０年７月２３日に出願された米国特許出願第１２／８４２，５８７号
の利益を主張し、その特許出願の開示は引用することにより本明細書の一部をなすものと
する。
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【背景技術】
【０００３】
　超小型電子素子は、一般にダイ又は半導体チップと呼ばれる、シリコン又はガリウムヒ
素のような半導体材料の薄いスラブを一般的に備えている。半導体チップは、一般的に、
個々の予めパッケージされたユニットとして提供される。半導体チップの第１の片面（例
えば表面）には能動回路が作製される。能動回路との電気的接続を容易にするために、チ
ップは同じ面上にボンドパッドを設けられる。ボンドパッドは通常、ダイのエッジの周囲
に、又は多くのメモリデバイスの場合にはダイの中央に、規則的なアレイとして配置され
る。ボンドパッドは一般的に、約０．５μｍ厚の銅又はアルミニウムのような導電性金属
から形成される。ボンドパッドは、単一層又は複数層の金属を含むことができる。ボンド
パッドのサイズはデバイスタイプによって異なるが、通常は一辺が数十ミクロンから数百
ミクロンである。
【０００４】
　幾つかのユニット設計では、半導体チップは基板又はチップキャリアに実装され、それ
らの基板又はチップキャリアはさらにプリント回路基板のような回路パネル上に実装され
る。半導体チップは、通常、基板とともにパッケージ化されて、チップコンタクトに電気
的に接続される端子を有する超小型電子パッケージを形成する。そして、パッケージを、
テスト機器に接続して、パッケージ化されたデバイスが所望の性能基準に準拠しているか
否かを判断することができる。テストされたパッケージを、より大型の回路、例えば、コ
ンピュータ又は携帯電話等の電子製品の回路に接続することができる。
【０００５】
　場所を節約するために、幾つかの従来の設計は、パッケージ内に積層された複数の超小
型電子チップを有している。これにより、パッケージが基板上に占有する表面積を、積層
体におけるチップの全表面積より小さくすることができる。しかしながら、従来の積層パ
ッケージには、複雑性、コスト、厚さ及びテスト容易性に関する不都合がある。
【０００６】
　チップのいかなる物理的構成においても、サイズは重要な考慮事項である。チップのよ
り小型の物理的構成に対する要求は、携帯型電子デバイスの急速な発展によりさらに強く
なってきている。単に例として、一般に「スマートフォン」と呼ばれるデバイスは、携帯
電話の機能を、強力なデータプロセッサ、メモリ、並びに全地球測位システム受信機、電
子カメラ及びローカルエリアネットワーク接続等の補助デバイス、及び高解像度ディスプ
レイ及び関連する画像処理チップと一体化している。こうしたデバイスは、完全なインタ
ーネット接続、最大解像度の映像を含むエンターテイメント、ナビゲーション、電子銀行
等の機能を、全てポケットサイズのデバイスで提供することができる。複雑な携帯型デバ
イスでは、多数のチップを小さい空間に詰め込む必要がある。さらに、チップのうちの幾
つかは、一般に「Ｉ／Ｏ」と呼ばれる多くの入出力接続を有している。これらのＩ／Ｏを
、他のチップのＩ／Ｏと相互接続しなければならない。相互接続は、短くあるべきであり
、信号伝播遅延を最小限にするために低インピーダンスであるべきである。相互接続を形
成するコンポーネントは、アセンブリのサイズを大幅に増大させるべきではない。同様の
必要性は、例えばインターネット検索エンジンで使用されるもののようなデータサーバに
おける等、他の用途でも発生する。例えば、複雑なチップ間に多数の短い低インピーダン
ス相互接続を提供する構造により、検索エンジンの帯域幅を増大させ、その電力消費量を
低減することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記進歩にも関らず、信頼性が高く、薄く、テストが容易であるとともに、製造が経済
的である、改善された半導体デバイス並びにキャリアパッケージ及び積層パッケージが依
然として必要とされている。本発明のこれらの属性は、後述する超小型電子パッケージの
構造によって達成される。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、超小型電子ユニットが、キャリア構造体であって、表面と、
該表面から離れている裏面と、該キャリア構造体の前記表面における開口部及び該表面の
下方に位置する内面を有する凹部とを有する、キャリア構造体を含んでなる。前記キャリ
ア構造体は、半導体材料又はガラスのうちの少なくとも一方を含むことができる。該超小
型電子ユニットは、前記内面に隣接する底面と、該底面から離れている上面と、該上面に
おける複数のコンタクトとを有する超小型電子素子も含んでなるものであってもよい。
【０００９】
　前記超小型電子ユニットは、前記超小型電子素子の前記コンタクトに電気的に接続され
た端子も含んでなるものであってもよい。該端子は、前記キャリア構造体から電気的に絶
縁することができる。前記超小型電子ユニットは、前記超小型電子素子の少なくとも前記
上面に接触する誘電体領域も含んでなるものであってもよい。該誘電体領域は、前記キャ
リア構造体の前記表面と同一平面上に又はその上方に位置する平面を有することができる
。前記端子は、外部素子と相互接続するために該誘電体領域の表面において露出させるこ
とができる。
【００１０】
　特定の実施の形態では、前記端子は、前記キャリア構造体の前記表面において露出させ
ることができる。一実施の形態では、前記端子は、前記キャリア構造体の上方に延在する
ことができる。例示的な実施の形態では、前記超小型電子素子は、前記上面と前記底面と
の間に少なくとも１つの縁面を有し、前記平面の横方向における前記端子のうちの少なく
とも１つの位置は、前記超小型電子素子の前記縁面と前記凹部の境界を画する前記キャリ
ア構造体の面との間とすることができる。
【００１１】
　一実施の形態では、前記端子は導電性ボンドパッドを含むことができる。例示的な実施
の形態では、前記端子は拡張ボンドパッドを含むことができる。該拡張ボンドパッドは前
記超小型電子素子の前記コンタクトと接触することができる。特定の実施の形態では、前
記キャリア構造体は外側金属仕上げ層を含むことができ、それにより、前記キャリア構造
体はヒートスプレッダとして機能するように構成される。一実施の形態では、誘電体材料
が、前記キャリア構造体の前記表面全体を覆うことができる。
【００１２】
　例示的な実施の形態では、前記キャリア構造体は半導体材料を含むことができ、前記誘
電体領域は電気化学的に堆積したポリマとすることができる。特定の実施の形態では、前
記キャリア構造体はガラスを含むことができ、スプレーコーティング又はスピンコーティ
ングされたコンプライアント誘電体材料が前記凹部の前記内面を覆うことができる。一実
施の形態では、前記超小型電子ユニットは、前記キャリア構造体の前記裏面から前記表面
まで延在する複数の導電性ビアも含んでなるものであってもよい。
【００１３】
　特定の実施の形態では、各ビアは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と
、反対側の端部における第２の幅とを有することができ、前記第２の幅は前記第１の幅と
は異なる。一実施の形態では、前記端子は拡張ボンドパッドを含むことができ、各ボンド
パッドは、それぞれのビアを前記超小型電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続
することができる。例示的な実施の形態では、前記誘電体領域は、前記凹部の側壁と前記
超小型電子素子との間に延在することができる。特定の実施の形態では、前記超小型電子
ユニットは、前記誘電体領域の主面から前記キャリア構造体を通って前記裏面まで延在す
る複数の導電性ビアも含んでなるものであってもよい。特定の実施の形態では、各ビアは
、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反対側の端部における第２の幅と
を有することができ、前記第２の幅は前記第１の幅とは異なる。一実施の形態では、前記
端子は拡張ボンドパッドを含むことができ、各ボンドパッドは、それぞれのビアを前記超
小型電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続することができる。



(6) JP 6321095 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

【００１４】
　一実施の形態では、超小型電子アセンブリが、少なくとも第１の超小型電子ユニット及
び第２の超小型電子ユニットを備えることができ、前記第１の超小型電子ユニットは前記
第２の超小型電子ユニットと積層されており、その中の前記それぞれの超小型電子素子の
前記コンタクトは、前記第１の超小型電子ユニットの前記端子及び前記第２の超小型電子
ユニットの前記端子を介して電気的に接続されている。例示的な実施の形態では、前記第
１の超小型電子ユニットは、第１のキャリア構造体の前記裏面において露出している第１
の端子を備えることができ、前記第２の超小型電子ユニットは、第２のキャリア構造体の
前記表面において露出している第２の端子を備えることができ、前記第１の超小型電子素
子は、前記第１の端子及び前記第２の端子を介して前記第２の超小型電子素子に電気的に
接続することができる。特定の実施の形態では、前記第１のキャリア構造体は、その表面
に沿った横方向において第１の幅を有する第１の凹部を備えることができ、前記第２のキ
ャリア構造体は、その表面に沿った横方向において第２の幅を画定する第２の凹部を備え
ることができ、前記第２の幅は前記第１の幅と異なる。
【００１５】
　例示的な実施の形態では、前記超小型電子素子は第１の超小型電子素子とすることがで
きる。前記超小型電子ユニットは、前記凹部の前記内面に隣接する底面と、該底面から離
れている上面と、該上面における複数のコンタクトとを有する第２の超小型電子素子も含
んでなるものであってもよい。一実施の形態では、前記凹部は第１の凹部とすることがで
き、前記超小型電子素子は第１の超小型電子素子とすることができ、前記キャリア構造体
は、該キャリア構造体の前記表面における開口部及び該表面の下方に位置する内面を有す
る第２の凹部を有することができる。超小型電子素子は、前記第２の凹部の前記内面に隣
接する底面と、該底面から離れている上面と、前記上面における複数のコンタクトとを有
する第２の超小型電子素子も含んでなるものであってもよい。
【００１６】
　本発明の一態様によれば、超小型電子ユニットが、キャリア構造体であって、表面と、
該表面から離れている裏面と、該キャリア構造体の前記表面における開口部及び該表面の
下方に位置する内面を有する凹部とを有するキャリア構造体を含んでなる。前記キャリア
構造体は、半導体材料又はガラスのうちの少なくとも一方を含むことができる。前記超小
型電子ユニットは、前記内面に隣接する上面と、該上面から離れている底面と、前記上面
における複数のコンタクトとを有する超小型電子素子も含んでなるものであってもよい。
【００１７】
　超小型電子素子は、前記超小型電子素子の前記コンタクトに電気的に接続された端子も
含んでなるものであってもよい。端子は、前記キャリア構造体から電気的に絶縁すること
ができる。前記超小型電子素子は、前記超小型電子素子の少なくとも前記底面と接触する
誘電体領域も含んでなるものであってもよい。該誘電体領域は、前記キャリア構造体の前
記表面と同一平面上に又はその上方に位置する平面を画定することができる。
【００１８】
　特定の実施の形態では、前記超小型電子素子は、前記上面と前記底面との間に少なくと
も１つの縁面を有することができ、前記平面の横方向における前記端子のうちの少なくと
も１つの位置は、前記超小型電子素子の前記縁面と前記凹部の境界を画する前記キャリア
構造体の面との間とすることができる。一実施の形態では、前記超小型電子素子の前記底
面は、前記キャリア構造体の前記表面と同一平面上とすることができる。例示的な実施の
形態では、前記端子は、前記キャリア構造体の前記表面において露出させることができる
。特定の実施の形態では、前記端子は、前記キャリア構造体の上方に延在することができ
る。
【００１９】
　一実施の形態では、前記端子は導電性ボンドパッドを含むことができる。例示的な実施
の形態では、前記端子は拡張ボンドパッドを含むことができる。該拡張ボンドパッドは、
前記凹部内において前記超小型電子素子の前記コンタクトまで延在している導体と接触す
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ることができる。特定の実施の形態では、前記キャリア構造体は外側金属仕上げ層を含む
ことができ、それにより、前記キャリア構造体はヒートスプレッダとして機能するように
構成される。一実施の形態では、誘電体材料が、前記キャリア構造体の前記表面全体を覆
うことができる。
【００２０】
　例示的な実施の形態では、前記キャリア構造体は半導体材料を含むことができ、前記誘
電体領域は電気化学的に堆積したポリマとすることができる。特定の実施の形態では、前
記キャリア構造体はガラスを含むことができ、スプレーコーティング又はスピンコーティ
ングされたコンプライアント誘電体材料が前記凹部の前記内面を覆うことができる。一実
施の形態では、前記超小型電子ユニットは、前記キャリア構造体の前記裏面から前記内面
まで延在する複数の導電性ビアも含んでなるものであってもよい。
【００２１】
　特定の実施の形態では、各ビアは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と
、反対側の端部における第２の幅とを有することができ、前記第２の幅は前記第１の幅と
は異なる。一実施の形態では、前記端子は拡張ボンドパッドを含み、各ボンドパッドは、
それぞれのビアを前記超小型電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続することが
できる。例示的な実施の形態では、前記超小型電子ユニットは、前記キャリア構造体の前
記裏面から前記表面まで延在する複数の導電性ビアをも含んでなるものであってもよい。
一実施の形態では、各ビアは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反対
側の端部における第２の幅とを有することができ、前記第２の幅は前記第１の幅とは異な
る。特定の実施の形態では、前記端子は拡張ボンドパッドを含むことができ、各ボンドパ
ッドは、それぞれのビアを前記超小型電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続す
ることができる。
【００２２】
　一実施の形態では、前記誘電体領域は、前記凹部の側壁と前記超小型電子素子との間に
延在することができる。例示的な実施の形態では、前記超小型電子ユニットは、前記誘電
体領域の主面から前記キャリア構造体を通って前記裏面まで延在する複数の導電性ビアを
も含んでなるものであってもよい。一実施の形態では、各ビアは、前記キャリア構造体の
前記裏面における第１の幅と、反対側の端部における第２の幅とを有することができ、前
記第２の幅は前記第１の幅とは異なる。特定の実施の形態では、前記端子は拡張ボンドパ
ッドを含むことができ、各ボンドパッドは、それぞれのビアを前記超小型電子素子のそれ
ぞれのコンタクトに電気的に接続することができる。
【００２３】
　例示的な実施の形態では、超小型電子アセンブリが、少なくとも第１の超小型電子ユニ
ット及び第２の超小型電子ユニットを備えることができる。前記第１の超小型電子ユニッ
トは前記第２の超小型電子ユニットと積層することができ、その中の前記それぞれの超小
型電子素子の前記コンタクトは、前記第１の超小型電子ユニットの前記端子及び前記第２
の超小型電子ユニットの前記端子を介して電気的に接続されている。特定の実施の形態で
は、前記第１の超小型電子ユニットは、第１のキャリア構造体の前記裏面において露出し
ている第１の端子を備えることができ、前記第２の超小型電子ユニットは、第２のキャリ
ア構造体の前記表面において露出している第２の端子を備えることができ、前記第１の超
小型電子素子は、前記第１の端子及び前記第２の端子を介して前記第２の超小型電子素子
に電気的に接続することができる。
【００２４】
　一実施の形態では、前記第１のキャリア構造体は、その表面に沿った横方向において第
１の幅を有する第１の凹部を備えることができ、前記第２のキャリア構造体は、その表面
に沿った横方向において第２の幅を画定する第２の凹部を備えることができ、前記第２の
幅は前記第１の幅と異なる。例示的な実施の形態では、前記超小型電子素子は第１の超小
型電子素子とすることができる。前記超小型電子ユニットは、前記凹部の前記内面に隣接
する上面と、該上面から離れている底面と、該上面における複数のコンタクトとを有する
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第２の超小型電子素子さらに含んでなるものであってもよい。
【００２５】
　特定の実施の形態では、前記凹部は、前記キャリア構造体の前記表面における開口部及
び該表面の下方に位置する内面を有する第１の凹部とすることができる。前記超小型ユニ
ットは、前記第２の凹部の前記内面に隣接する上面と、該上面から離れている底面と、前
記上面における複数のコンタクトとを有する第２の超小型電子素子も含んでなるものであ
ってもよい。
【００２６】
　本発明の一態様によれば、超小型電子ユニットが、キャリア構造体であって、表面と、
該表面から離れている裏面と、前記表面から前記裏面まで内部を通って延在する開口部と
を有する、キャリア構造体を含んでなる。前記キャリア構造体は、半導体材料又はガラス
のうちの少なくとも一方を含むことができる。前記超小型電子ユニットは、前記開口部の
横縁面に隣接する縁面と、前記底面から離れている上面と、該上面における複数のコンタ
クトとを有する超小型電子素子も含んでなるものであってもよい。
【００２７】
　前記超小型電子ユニットは、前記超小型電子素子の前記縁面と接触している誘電体領域
も含んでなるものであってもよい。前記超小型電子ユニットは、前記表面及び前記誘電体
領域によって画定される平面において、又は前記裏面及び前記誘電体領域によって画定さ
れる平面において露出している端子も含んでなるものであってもよい。該端子は、前記超
小型電子素子の前記コンタクトと電気的に接続することができる。前記超小型電子ユニッ
トは、前記誘電体領域に沿って延在し、前記コンタクトを前記端子に電気的に接続するト
レースも含んでなるものであってもよい。
【００２８】
　例示的な実施の形態では、前記端子の第１のサブセットは、前記誘電体領域の表面側平
面において露出することができ、前記端子の第２のサブセットは、外部素子と相互接続す
るために前記誘電体領域の裏面側平面において露出することができる。一実施の形態では
、前記超小型電子ユニットは、前記表面から前記キャリア構造体を通って前記裏面まで延
在する複数の導電性ビアも含んでなるものであってもよい。特定の実施の形態では、各ビ
アは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反対側の端部における第２の
幅とを有することができ、前記第２の幅は前記第１の幅とは異なる。例示的な実施の形態
では、前記誘電体領域は、前記開口部の壁と前記超小型電子素子との間に延在することが
できる。
【００２９】
　一実施の形態では、前記超小型電子ユニットは、前記誘電体領域の前記表面側平面から
前記誘電体領域を通って前記裏面側平面まで延在する複数の導電性ビアも含んでなるもの
であってもよい。特定の実施の形態では、前記超小型電子ユニットは、前記表面側平面か
ら前記誘電体領域を通って前記超小型電子素子の前記コンタクトまで延在する複数の導電
性ビアも含んでなるものであってもよい。例示的な実施の形態では、前記超小型電子ユニ
ットは、前記裏面側平面から前記誘電体領域を通って前記超小型電子素子の前記コンタク
トまで延在する複数の導電性ビアも含んでなるものであってもよい。
【００３０】
　本発明の一態様によれば、超小型電子ユニットを製造する方法が、上面及び該上面から
離れている底面と、前記上面における複数のコンタクトとを有する超小型電子素子を、表
面及び該表面から離れている裏面を有するキャリア構造体の凹部内に配置するステップを
含む。前記キャリア構造体は半導体材料又はガラスのうちの少なくとも一方を含むことが
できる。前記方法は、前記コンタクトを前記キャリア構造体の端子に電気的に相互接続す
るステップも含むことができる。前記超小型電子素子の前記上面又は前記裏面は前記凹部
内の前記キャリア構造体の内面に隣接して配置することができる。
【００３１】
　前記超小型電子ユニットを製造する方法は、前記凹部に誘電体領域を施すステップも含
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むことができる。該誘電体領域は前記超小型電子素子の少なくとも前記上面と接触するこ
とができる。前記方法は、前記誘電体領域を平坦化して、前記キャリア構造体の前記表面
と同一平面上に又はその上方に位置する平面を画定する、平坦化するステップも含むこと
ができる。
【００３２】
　一実施の形態では、前記超小型電子ユニットを製造する方法は、フォトリソグラフィパ
ターニングプロセスを用いて前記誘電体領域にトレースをめっきするステップも含むこと
ができる。特定の実施の形態では、前記凹部に誘電体領域を施す前記ステップは、前記凹
部の前記内面全体の上に層を施すステップを含むことができる。
【００３３】
　特定の実施の形態では、前記超小型電子ユニットの積層アセンブリを製造する方法は、
第２の超小型電子ユニットの上部に第１の超小型電子ユニットを積層するステップを含む
ことができる。前記方法は、前記第１の超小型電子ユニットを前記第２の超小型電子ユニ
ットに導電性ボンド材を介して接合するステップも含むことができる。
【００３４】
　前記誘電体領域を平坦化する前記ステップは、前記超小型電子素子の前記底面及び前記
キャリア構造体の前記表面の一部を研削、研磨又はエッチングするステップを含むことが
できる。例示的な実施の形態では、前記超小型電子素子の前記底面は、前記凹部内の前記
キャリア構造体の前記内面に隣接して配置することができる。前記方法は、前記超小型電
子素子の前記底面が前記キャリア構造体の前記裏面において露出するまで、前記超小型電
子素子の前記底面及び前記キャリア構造体の前記裏面の一部を研削するステップも含むこ
とができる。例示的な実施の形態では、前記方法は、前記表面から前記キャリア構造体通
って前記裏面まで延在する複数の導電性ビアを形成するステップも含むことができる。
【００３５】
　一実施の形態では、前記複数の導電性ビアを形成する前記ステップは、前記表面から前
記キャリア構造体を通って前記裏面の真下にある位置まで延在する複数のソケットを形成
するステップを含むことができ、前記キャリア構造体の前記裏面の一部を研削する前記ス
テップは、前記複数のソケットが前記裏面において露出し、それにより前記複数の導電性
ビアになるまで、前記裏面を研削するステップを含むことができる。特定の実施の形態で
は、前記方法は、前記誘電体領域の主面から前記キャリア構造体を通って前記裏面まで延
在する複数の導電性ビアを形成するステップも含むことができる。
【００３６】
　一実施の形態では、前記方法は、前記裏面から前記キャリア構造体を通って前記表面ま
で延在する複数の導電性ビアを形成するステップも含むことができる。特定の実施の形態
では、前記複数の導電性ビアを形成する前記ステップは、前記裏面から前記キャリア構造
体を通って前記表面の真下にある位置まで延在する複数のソケットを形成するステップを
含むことができ、前記誘電体領域を平坦化する前記ステップは、前記複数のソケットが前
記表面において露出し、それにより前記複数の導電性ビアになるまで、前記キャリア構造
体の前記表面を研削、研磨又はエッチングするステップを含むことができる。
【００３７】
　特定の実施の形態では、前記凹部を形成する前記ステップと、前記複数の導電性ビアを
形成する前記ステップと、前記端子を形成する前記ステップと、前記誘電体領域を施す前
記ステップと、前記誘電体領域を平坦化する前記ステップとは、前記キャリア構造体がそ
の縁において少なくとも１つの他のキャリア構造体に取り付けられたままである間に行う
ことができる。
【００３８】
　一実施の形態では、超小型電子ユニットの積層アセンブリを製造する方法が、第２の超
小型電子ユニットの上部に第１の超小型電子ユニットを積層するステップを含むことがで
きる。前記方法は、前記第１の超小型電子ユニットを前記第２の超小型電子ユニットに接
合するステップも含むことができる。前記複数の導電性ビアを形成する前記ステップと、
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前記第１の超小型電子ユニットを前記第２の超小型電子ユニットに接合する前記ステップ
とは、前記積層するステップの後に前記第１の超小型電子ユニット及び前記第２の超小型
電子ユニットの両方を通って延在する孔をあけるステップと、該孔を導電性材料でめっき
するステップとを含むことができる。
【００３９】
　特定の実施の形態では、前記超小型電子ユニットを製造する方法は、前記凹部の前記内
面から前記キャリア構造体を通って前記裏面に向けて延在する複数の導電性ビアを形成す
るステップも含むことができる。例示的な実施の形態では、前記凹部を形成する前記ステ
ップと、前記複数の導電性ビアを形成する前記ステップと、前記端子を形成する前記ステ
ップと、前記誘電体領域を施す前記ステップと、前記誘電体領域を平坦化する前記ステッ
プとは、前記キャリア構造体がその縁において少なくとも１つの他のキャリア構造体に取
り付けられたままである間に行うことができる。
【００４０】
　例示的な実施の形態では、超小型電子ユニットの積層アセンブリを製造する方法が、第
２の超小型電子ユニットの上部に第１の超小型電子ユニットを積層するステップを含むこ
とができる。前記方法は、前記第１の超小型電子ユニットを前記第２の超小型電子ユニッ
トに導電性ボンド材を介して接合するステップも含むことができる。
【００４１】
　一実施の形態では、前記超小型電子ユニットを製造する方法は、前記超小型電子素子の
前記コンタクトを前記凹部の前記内面に隣接して位置する導電性パッドに接合するステッ
プも含むことができる。複数の導電性ビアを形成する前記ステップは、前記キャリア構造
体の前記裏面から前記導電性パッドまで延在するビアを形成するステップを含むことがで
きる。特定の実施の形態では、前記方法は、前記超小型電子素子を、前記凹部の前記内面
をコーティングする誘電体層に接合するステップも含むことができる。複数の導電性ビア
を形成する前記ステップは、前記キャリア構造体の前記裏面から前記超小型電子素子の前
記コンタクトまで延在する孔を形成するステップを含むことができる。複数の導電性ビア
を形成する前記ステップは、前記孔を電気めっきすることによって行うことができる。
【００４２】
　本発明の更なる態様は、他の電子デバイスとともに、本発明の上述した態様による超小
型電子構造体、本発明の上述した態様による複合チップ、又は両方を組み込んだシステム
を提供する。例えば、本システムを、携帯型ハウジングであり得る単一ハウジング内に配
置することができる。本発明のこの態様の好ましい実施の形態によるシステムを、同等の
従来のシステムより小型とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１Ａ】本発明の実施形態によるパッケージ化されたチップ及びチップキャリアアセン
ブリを示す断面図である。
【図１Ｂ】本発明の実施形態によるパッケージ化されたチップ及びチップキャリアアセン
ブリを示す、図１Ａの断面図に対応する上から見た平面図である。
【図２】本発明の一実施形態による製造方法における一段階を示す断面図である。
【図３Ａ】本発明の実施形態による製造の一段階を示す断面図である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態による製造の一段階を示す、図３Ａの断面図に対応する上か
ら見た平面図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態による製造の一段階を示す断面図である。
【図４】本発明の一実施形態による製造方法における一段階を示す断面図である。
【図５】本発明の一実施形態による製造方法における一段階を示す断面図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による製造方法における一段階を示す断面図である。
【図６Ｂ】本発明の代替実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図６Ｃ】本発明の代替実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図７】本発明の一実施形態による製造方法における一段階を示す断面図である。
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【図８Ａ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図８Ｂ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図９Ａ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図９Ｂ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図９Ｃ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図１０】別の実施形態による複数のパッケージ化されたチップを含む積層アセンブリを
示す断面図である。
【図１１Ａ】別の実施形態による単一チップキャリアに実装された複数のパッケージ化さ
れたチップを示す平面図である。
【図１１Ｂ】別の実施形態による単一チップキャリアに実装された複数のパッケージ化さ
れたチップを示す平面図である。
【図１２】本発明の一実施形態によるパッケージ化されたチップ及びチップキャリアアセ
ンブリを示す断面図である。
【図１３】本発明の代替実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図１４】本発明の一実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図１５】本発明の一実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図１６】本発明の一実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図１７】本発明の一実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図１８Ａ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図１８Ｂ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図１８Ｃ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図１９Ａ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図１９Ｂ】別の実施形態によるパッケージ化されたチップを示す断面図である。
【図２０】別の実施形態による複数のパッケージ化されたチップを含む積層アセンブリを
示す断面図である。
【図２１】別の実施形態による複数のパッケージ化されたチップを含む積層アセンブリを
示す断面図である。
【図２２】別の実施形態による複数のパッケージ化されたチップを含む積層ウェハレベル
アセンブリを示す断面図である。
【図２３Ａ】本発明の一実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図２３Ｂ】本発明の一実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図２４】本発明の一実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図２５】本発明の一実施形態による製造方法の一段階を示す断面図である。
【図２６】本発明の一実施形態によるシステムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本明細書に示し記載する実施形態では、超小型電子ユニットを平坦化することができる
。平坦化された超小型電子ユニットを、有利には、積層アセンブリに組み込むことができ
る。サイズの異なる超小型電子ユニットの数を低減することにより、超小型電子ユニット
の積層を容易にすることもできる。
【００４５】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の実施形態によるパッケージ化されたチップ及びチップキ
ャリアアセンブリを示す、断面図及び対応する上から見た平面図である。図１Ａ及び図１
Ｂに示すように、超小型電子ユニット１０は、キャリア構造体３０に実装された超小型電
子素子２０を備えている。
【００４６】
　超小型電子素子２０は、例えばシリコンから作製される半導体基板を備えることができ
、そこでは、１つの又は複数の半導体デバイス（例えば、トランジスタ、ダイオード等）
が、上面２１に及び／又はその下方に位置する半導体基板の能動半導体領域に配置されて
いる。上面２１と、表面から離れている底面２２との間の超小型電子素子２０の厚さは、
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通常２００μｍ未満であり、大幅に小さく、例えば１３０μｍ、７０μｍ又はさらに小さ
くすることができる。超小型電子素子２０は、他の導電性素子に電気的に接続するために
、その上面２１に位置する複数の導電性コンタクト２３を備えている。
【００４７】
　図１Ａ及び図１Ｂには特に示さないが、能動半導体領域にある半導体デバイスは、概し
て、導電性コンタクト２３に導電接続されている。したがって、半導体デバイスは、超小
型電子素子２０の１つ又は複数の誘電体層内に組み込まれている配線を介して導電的にア
クセス可能である。幾つかの実施形態では、超小型電子素子の表面にあるコンタクトパッ
ドは、超小型電子素子の表面において直接露出していない場合がある。代りに、コンタク
トパッドを、露出している端子まで延在しているトレースに電気的に接続することができ
る。
【００４８】
　本開示における、導電性素子が誘電体素子の表面「において露出して」いるという記述
は、導電性素子が、誘電体素子の表面に対して垂直な方向において、誘電体素子の外側か
ら誘電体素子の表面に向かって移動している理論的な点に接触することができることを示
す。したがって、誘電体素子の表面において露出している端子又は他の導電性素子は、こ
うした表面から突出することができるか、こうした表面と同一平面とすることができるか
、又はこうした表面に対して凹状であり、誘電体における孔又は窪みを通して露出させる
ことができる。
【００４９】
　導電性素子を形成するために使用可能な本質的に任意の技法を使用して、本明細書に記
載する導電性素子を形成することができるが、本願と同日に出願されたNon-Lithographic
 Formation of Three-Dimensional Conductive Elementsと題する同時係属出願（代理人
整理番号第Tessera3.0-614号）においてより詳細に説明されているような非リソグラフィ
技術を採用することができる。こうした非リソグラフィ技法は、例えば、表面をレーザに
より、又はフライス加工若しくはサンドブラスト加工等の機械的プロセスにより、導電性
素子が表面の他の部分とは異なるように形成されるべきである経路に沿って表面のそれら
の部分を処理するように、選択的に処理することを含むことができる。例えば、レーザ又
は機械的プロセスを使用して、特定の経路のみに沿って表面から犠牲層等の材料を焼灼又
は除去し、それによりその経路に沿って延在する溝を形成することができる。そして、溝
内に触媒等の材料を堆積させることができ、溝内に１つ又は複数の金属層を堆積させるこ
とができる。
【００５０】
　キャリア構造体３０は、その表面３１からキャリア構造体を部分的に通って裏面３２に
向かって延在する凹部４０を画定している。キャリア構造体３０を、半導体、例えばシリ
コンから作製することができる。一例では、キャリア構造体３０を、それが超小型電子素
子２０のためのヒートスプレッダとして機能することができるのを可能にする、銅等の金
属から作製することができる。例示的な実施形態では、キャリア構造体３０は、外側金属
仕上げ層を含むことができ、それにより、キャリア構造体はヒートスプレッダとして機能
するように構成される。
【００５１】
　凹部４０は、キャリア構造体３０の表面３１から最も遠く離れている凹部の底部に位置
する内面４１を有している。凹部４０は、凹部の内面４１とキャリア構造体３０の表面３
１との間に延在する横縁面４２（すなわち、凹部４０の側壁）を有している。凹部４０は
、表面３１から裏面３２に向かって中間より先まで延在することができ、それにより、表
面３１に対して垂直な方向における凹部４０の高さは、内面４１と裏面３２との間に延在
しているキャリア構造体３０の残りの部分の高さより大きい。
【００５２】
　凹部４０は、図１Ｂに示すように、例えば矩形溝を含む任意の上面図形状を有すること
ができる。図１Ａ及び図１Ｂに示すように、凹部４０は、単一の超小型電子素子２０を組
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み込んでいる。他の実施形態では、凹部は、任意の数の超小型電子素子２０を組み込むこ
とができる。図１１Ａに示す実施形態におけるような一例では、凹部は、複数の超小型電
子素子を組み込むことができる。幾つかの例では、凹部４０は、特に、例えば円柱、立方
体又は角柱を含む、任意の３次元形状を有することができる。
【００５３】
　図１Ａに示すように、横縁面４２は、キャリア構造体３０の表面３１から、表面３１に
よって画定される水平面に対して垂直な角度で、キャリア構造体を通って延在している。
他の実施形態では、横縁面４２は、表面３１に対して、例えば約６０度と約１００度との
間の角度を含む任意の角度で、表面３１から延在することができる。横縁面４２は、一定
の勾配を有することができるか、又は可変の勾配を有することができる。例えば、表面３
１によって画定される水平面に対する横縁面４２の角度又は勾配は、横縁面が内面４１に
向かって深く貫入するに従って減少することができる。図８Ａに、キャリア構造体の表面
から非垂直角度で延在する横縁面を有する例示的な実施形態を示す。
【００５４】
　キャリア構造体３０はまた、その表面３１からキャリア構造体を通って裏面３２まで延
在する複数の孔５０と、各々がそれぞれの孔５０を通って延在している複数の導電性ビア
６０とを画定している。図１Ａ及び図１Ｂに関して記載する実施形態では、６つの孔５０
及びそれぞれの導電性ビア６０がある。他の例では、任意の数の孔及び導電性ビアがキャ
リア構造体を通って延在することができる。例えば、図１１Ａに示す実施形態では、１８
個の孔がキャリア構造体を通って延在している。
【００５５】
　孔５０を、キャリア構造体３０内に任意の幾何学的形状で配置することができる。例え
ば、孔５０を、単一の共通軸に沿って配置することができるか、又は、図１Ｂ及び図１１
に示すように、２つの平行な列で配置することができる。他の例（図示せず）では、孔５
０を、クラスタ、グリッド、リング又は他の任意の形状で配置することができる。
【００５６】
　各孔５０は、キャリア構造体３０を通って延在する内面５１を有している。図１Ａに示
すように、孔５０は、表面３１において幅Ｗ１を有し、裏面３２において、Ｗ１より大き
い幅Ｗ２を有し、それにより、孔が、裏面から表面に向かう方向において先細りになって
いる。他の例では、例えば図８Ａに示すように、１つ又は複数の孔が一定の幅を有するこ
とができ、１つ又は複数の孔を、表面から裏面に向かう方向に先細りにすることができる
。
【００５７】
　各孔５０の内面５１は、一定の勾配又は可変の勾配を有することができる。例えば、キ
ャリア構造体３０の表面３１によって画定された水平面に対する内面５１の角度又は勾配
は、内面５１が表面３１からキャリア構造体の裏面３２に深く貫入するに従って大きさが
減少する（正又は負の大きさが小さくなる（become less positive or less negative）
）ことができる。
【００５８】
　各孔５０は、図１Ｂに示すように、例えば円形形状を含む任意の上面図形状を有するこ
とができる（図１Ｂでは、各孔５０は円錐台３次元形状を有している）。幾つかの実施形
態では、各孔５０は、正方形、矩形、楕円形又は他の任意の上面図形状を有することがで
きる。幾つかの例では、各孔５０は、特に、例えば円柱、立方体又は角柱を含む任意の３
次元形状を有することができる。
【００５９】
　各導電性ビア６０は、それぞれの孔５０内に延在し、キャリア構造体３０の表面３１と
裏面３２との間の導電性ビアの高さに沿って延在する外面６１を画定している。各導電性
ビア６０を、例えば銅又は金を含む、金属又は金属の導電性化合物から作製することがで
きる。
【００６０】
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　各導電性ビア６０は、表面３１において表面導電性コンタクト６２に、裏面３２におい
て裏面導電性コンタクト６３に電気的に接続されている。各表面導電性コンタクト６２及
び裏面導電性コンタクト６３（又は本明細書に開示する他の導電性コンタクトのいずれか
）は、超小型電子ユニット１０の外面（例えば、表面３１、裏面３２、誘電体領域７０の
主面７１、又はそれぞれの面３１若しくは３２の上に重なる誘電体層７２若しくは７３）
において露出する場合、外部素子に電気的に接続するための端子として使用されるのに適
している。
【００６１】
　図示するように、導電性ビア６０はまた、導電性コンタクト６２及び６３と位置合せさ
れている（すなわち、導電性ビア６０並びに導電性コンタクト６２及び６３は共通の中心
軸を共有している）。他の例では、導電性ビアは、表面導電性コンタクト及び裏面導電性
コンタクトのいずれか又は両方とは異なる中心軸を有することができる。各導電性コンタ
クト６２及び６３を、例えば銅又は金を含む任意の導電性金属から作製することができる
。図示するように、導電性コンタクト６２及び６３は、円形上面図形状を有している。他
の例では、導電性コンタクト６２及び６３並びに本明細書に開示する導電性コンタクトの
いずれかは、楕円形、三角形、正方形、矩形又は他の任意の形状を含む任意の上面図形状
を有することができる。
【００６２】
　各導電性ビア６０はまた、超小型電子素子２０の１つ又は複数の導電性コンタクト２３
にも電気的に接続されている。図１Ａ及び図１Ｂに示すように、各導電性ビア６０は、そ
れぞれの導電性コンタクト２３に、端子２４、キャリア構造体３０の表面３１に沿って延
在している導電性トレース６４及び表面導電性コンタクト６２を介して電気的に接続され
ている。他の例では、各導電性ビア６０を、１つ又は複数の導電性コンタクト２３に他の
任意の構成で電気的に接続することができる。
【００６３】
　端子２４、導電性コンタクト６２及び導電性トレース６４のうちの１つ又は複数の組合
せを、外部素子（図示せず）に接続するのに適している「拡張ボンドパッド」であるもの
とみなすこともできる。
【００６４】
　図示するように、各導電性ビア６０は、外部素子（図示せず）に電気的に相互接続する
ために、裏面導電性コンタクト６３の底面において露出しているそれぞれの導電性ボンド
材６５に電気的に接続されている。他の例では、導電性ボンド材６５を、他の任意の電気
的相互接続素子（例えば導電性ナノ粒子）に置き換えることができるか、又は導電性ボン
ド材６５を省略することができる（例えば拡散接合が使用される場合）。
【００６５】
　導電性ビア６０、導電性コンタクト６２及び６３、トレース６４並びに端子２４は、全
て、誘電体領域又は誘電体層によって超小型電子素子２０から電気的に絶縁されている。
例えば、トレース６４は、キャリア構造体３０から主面７１を有する誘電体領域７０によ
って絶縁されており、表面導電性コンタクト６２は、誘電体層７２によって表面３１から
絶縁されており、裏面導電性コンタクト６３は、誘電体層７３により裏面３２から絶縁さ
れている。各導電性ビア６０もまた、その内面５１に沿って延在している誘電体層（図示
せず）により、孔５０から絶縁されている。
【００６６】
　図１Ａに示すように、導電性ビア６０は、キャリア構造体３０を導電性ビア６０から電
気的に絶縁する誘電体層の内側の孔５０内の体積の全てを充填することができる。言い換
えれば、導電性ビア６０の外面６１は、それぞれの孔５０の内面５１の輪郭に沿う。
【００６７】
　他の例では、導電性ビア６０は、孔５０を絶縁する誘電体層の内側の体積の全てを充填
しない場合もある。一例では、導電性ビア６０の外面６１は、それぞれの孔５０の内面５
１の輪郭に沿わない場合もある。こうした例では、誘電体領域が孔５０を充填することが
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でき、誘電体領域を通して穴をあけることができ、その穴をめっきして導電性ビアを形成
することができる。図８Ａは、孔の内面に沿わない外面を有する導電性ビアを有するこう
した実施形態例を示す。
【００６８】
　導電性ビア６０を、プロセス条件に応じて中実又は中空のいずれかで形成することがで
きる。例えば、導電性ビア６０を、孔５０を絶縁する誘電体層のコンフォーマルめっきに
よって形成することができ、それにより、導電性ビアの中心を通って内部穴が延在してい
る。この内部穴を、誘電体材料で充填することができるか、又は開放したままにすること
ができる。図８Ａは、内部穴を有する導電性ビアを含むこうした実施形態例を示す。
【００６９】
　図示するように、各導電性ビア６０は、円錐台形状を有している。他の例では、導電性
ビア６０は、例えば円柱形状（図８Ａに示すように）又は導電性ビアに沿って高さの異な
る円柱形状及び円錐台形状の組合せを含む、任意の他の形状を有することができる。
【００７０】
　誘電体領域７０は、超小型電子素子２０によって占有されていない凹部４０の部分を充
填し、誘電体領域７０は、超小型電子素子２０に対して優れた誘電体絶縁を提供すること
ができる。誘電体領域７０は、コンプライアント（compliant：適合的）にすることがで
き、その弾性係数及び厚さは、その係数及び厚さの積がコンプライアンシ（compliancy：
適合性）を提供するように十分低くかつ厚い。特に、こうしたコンプライアント誘電体領
域７０により、それに取り付けられている導電性素子が、導電性素子に外部荷重が加えら
れたときに、超小型電子素子２０及び／又はキャリア構造体３０に対して幾分か撓曲又は
移動することができる。そのように、超小型電子ユニット１０の導電性素子と回路パネル
（図示せず）等の外部素子の端子との結合は、超小型電子ユニット１０と回路パネルとの
間の熱膨張係数（「ＣＴＥ」）の不整合による熱歪みに対してより優れた耐性を有するこ
とができる。
【００７１】
　図示する実施形態では、誘電体領域７０の主面７１は、キャリア構造体３０の表面３１
によって画定される平面の上方に延在している。他の例では、主面７１は、およそ、キャ
リア構造体３０の表面３１によって画定される平面と同じ平面にあるように延在すること
ができる。
【００７２】
　誘電体層７２及び７３は、無機誘電体材料若しくは有機誘電体材料又はそれらの両方を
含むことができる。誘電体層７２及び７３は、電着コンフォーマルコーティング又は他の
誘電体材料、例えば光画像形成可能（photoimageable）ポリマ材料、例えばはんだマスク
材料を含むことができる。
【００７３】
　各端子２４は、外部素子と相互接続するために、誘電体領域７０の主面７１において露
出している。各端子２４を、凹部４０と位置合せすることができ、凹部４０によって画定
されるキャリア構造体３０の領域内に完全に又は部分的に配置することができる。図１Ａ
に示すように、端子２４は、凹部４０によって画定される領域内に完全に配置されている
。他の例では、端子２４を、凹部４０によって画定される領域の外側に配置することがで
きる（例えば図９Ａを参照）。図示するように、端子２４の上面２５によって画定される
平面は、キャリア構造体３０の表面３１によって画定される平面に対して実質的に平行で
ある。端子２４を外部素子に電気的に相互接続することに加えて又はその代りに、表面導
電性コンタクト６２は、端子としての役割を果たすことができ、外部素子に電気的に相互
接続することができる。
【００７４】
　図示するように、端子２４の上面２５は、キャリア構造体３０の表面３１によって画定
される平面の上方に位置している。他の実施形態では、端子２４の上面２５は、表面３１
によって画定される平面に又はその下方に位置することができる（キャリア構造体の表面
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及び誘電体領域の主面によって画定される平面に比較した、端子の上面の様々な構造につ
いては図６Ａ～図６Ｃを参照）。
【００７５】
　図１Ｂに示すように、端子２４及び表面導電性コンタクト６２は、導電性ボンドパッド
の形状を有している。他の実施形態では、端子２４及び導電性コンタクト６２を、例えば
導電性ポストを含む他の任意のタイプの導電性コンタクトとすることができる。
【００７６】
　ここで、図２～図７を参照して、超小型電子ユニット１０（図１Ａ及び図１Ｂ）を製造
する方法について説明する。図２を参照すると、キャリア構造体３０は、初期表面３１’
を有している。製造のこの段階では、初期表面３１’は、その初期厚さＴ１によってキャ
リア構造体３０の裏面３２から均一に間隔を空けることができる。キャリア構造体３０の
初期表面３１’の残りの部分を保存したい場合、マスク層３３を形成することができる。
【００７７】
　図３Ａ及び図３Ｂを参照すると、マスク層３３を形成した後に、例えばキャリア構造体
３０を選択的にエッチングすることにより凹部４０を形成することができる。例えば、光
画像形成可能層、例えばフォトレジスト層を堆積させ、初期表面３１’の一部のみを覆う
ようにパターニングすることができ、その後、時限エッチングプロセスを行うことによっ
て凹部４０を形成することができる。図３に示すように、凹部４０は、キャリア構造体３
０の表面３１から裏面３２に向かって下方に延在する。
【００７８】
　凹部４０は、平坦でありかつ裏面３２から通常は等距離である内面４１を有している。
表面３１から内面４１に向かって下方に延在している凹部の横縁面４２は、図８Ａに示す
ように、傾斜することができ、すなわち、表面３１に対して垂直角度（直角）以外の角度
で延在することができる。
【００７９】
　本明細書に示し記載する実施形態では、キャリア構造体３０の開口部（例えば凹部４０
）のうちの幾つか又は全てを、微細研磨粒子の噴流をキャリア構造体の表面に向けること
によって形成することができる。微細研磨粒子は、表面において露出している材料を除去
する。本明細書において用いられるとき、サンドブラスト加工は、研磨粒子が砂又は酸化
ケイ素粒子、すなわち砂の主成分を含んでも含まなくてもこのプロセスを意味する。キャ
リア構造体に開口部のうちの幾つかを形成するためにサンドブラスト加工を使用すること
により、超小型電子ユニットを製造する時間及びコストを低減することができる。
【００８０】
　特に、ウェットエッチングプロセス、例えば等方性エッチングプロセス、及びテーパ刃
を使用するのこ引きを使用して、傾斜した横縁面を有する凹部を形成することができる。
特に、サンドブラスト加工、レーザダイシング、機械的フライス加工を使用して、傾斜し
た横縁面を有する凹部を形成することもできる。
【００８１】
　代替的に、凹部の横縁面４２は、傾斜している代りに、表面３１から下方に、表面３１
に対して実質的に直角に、垂直方向に又は実質的に垂直方向に延在することができる。特
に、異方性エッチングプロセス、レーザダイシング、レーザドリル加工、機械的除去プロ
セス、例えばサンドブラスト加工、のこ引き、フライス加工、超音波加工を使用して、本
質的に垂直な横縁面４２を有する凹部４０を形成することができる。
【００８２】
　キャリア構造体３０に凹部４０を形成した後、キャリア構造体の表面３１の上に、かつ
凹部の内面４１及び横縁面４２の上に、誘電体層７２を堆積して、キャリア構造体３０を
、後に追加される超小型電子素子及び導電性素子から電気的に絶縁する。
【００８３】
　様々な方法を使用して、誘電体層７２を形成することができる。一例では、流動性誘電
体材料を、キャリア構造体３０の表面３１に、かつ凹部の内面４１及び横縁面４２上に施
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すことができ、その後、流動性材料は、「スピンコーディング」操作中に、より均一に分
散され、次いで、加熱を含むことができる乾燥サイクルが続く。別の例では、誘電体材料
の熱可塑性フィルムを、キャリア構造体３０の表面３１に施すことができ、その後、アセ
ンブリは加熱されるか、又は真空環境で、すなわち周囲圧力未満の環境に配置されて加熱
される。そして、これにより、フィルムは、凹部４０の横縁面４２及び内面４１上まで下
方に流れる。別の例では、蒸着を用いて、誘電体層７２を形成することができる。
【００８４】
　さらに別の例では、キャリア構造体３０を誘電体堆積浴に浸漬して、コンフォーマル誘
電体コーティング又は誘電体層７２を形成することができる。本明細書において用いられ
るとき、「コンフォーマルコーティング」は、誘電体層７２が凹部４０の輪郭に沿う場合
等、コーティングされている表面の輪郭に沿う特定の材料のコーティングである。例えば
電気泳動堆積法又は電解堆積法を含む電気化学堆積法を使用して、コンフォーマル誘電体
層７２を形成することができる。
【００８５】
　一例では、電気泳動堆積法を用いてコンフォーマル誘電体コーティングを形成すること
ができ、それにより、コンフォーマル誘電体コーティングは、アセンブリの露出した導電
性面及び半導性面のみに堆積する。堆積中、キャリア構造体３０は所望の電位で保持され
、浴を異なる望ましい電位で保持するために、浴内に電極が浸漬される。そして、限定さ
れないが表面３１、裏面３２、内面４１、及び横縁面４２に沿って、導電性又は半導性で
あるキャリア構造体３０の露出面に、電着したコンフォーマル誘電体層７２を形成するた
めに十分な時間、アセンブリは、適切な条件下で浴内に保持される。電気泳動堆積は、そ
れによってコーティングされるべき表面と浴との間に十分に強力な電場が維持される限り
発生する。電気泳動的に堆積したコーティングは、その堆積物のパラメータ、例えば電圧
、濃度等によって決まる或る厚さに達した後に堆積を停止するという点で自己限定的であ
る。
【００８６】
　電気泳動堆積は、アセンブリの導電性及び／又は半導性外面に連続的かつ均一な厚さの
コンフォーマルコーティングを形成する。加えて、電気泳動コーティングは、その誘電（
非導電）特性のために、いかなる既存の誘電体層、例えば図１Ａに示す誘電体層７３等の
上にも生じないように堆積することができる。言い換えれば、電気泳動堆積の特性は、そ
の誘電特性が与えられると、誘電材料の層に十分な厚さがある場合、導体の上に重なる誘
電体材料の層の上に生じないということである。通常、電気泳動堆積は、約１０ミクロン
を超え数１０ミクロンまでの厚さの誘電体層の上では発生しない。コンフォーマル誘電体
層７２を、陰極エポキシ堆積前駆体から形成することができる。代替的に、ポリウレタン
又はアクリル堆積前駆体を使用することができる。以下の表１に、種々の電気泳動コーテ
ィング前駆体組成及び供給業者を列挙する。
【００８７】
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【表１】

【００８８】
　別の例では、誘電体層を電解で形成することができる。このプロセスは、電気泳動堆積
法に類似しているが、堆積した層の厚さが、それが形成される導電性又は半導性面に近接
していることによって制限されない。このように、電解堆積誘電体層を、要件に基づいて
選択される厚さになるように形成することができ、処理時間は、達成される厚さの係数で
ある。
【００８９】
　ここで図３Ｃを参照すると、キャリア構造体３０（及びそれが形成する超小型電子ユニ
ット１０）を、ウェハレベルの処理によって、すなわち、複数のキャリア構造体３０に対
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して、それらがウェハの一部として又は半導体若しくは金属ウェハ全体として合わせて接
合されたままである間に同時に行われる処理によって、同時に処理することができる。例
えば図１Ａ及び図１Ｂに示す製造の段階に達した後、ウェハを、ダイシングレーン１２及
び１４に沿って、個々のパッケージ化された超小型電子ユニットになるように切断するこ
とができる。
【００９０】
　図３Ａに示すように、ウェハ８又はウェハ８の一部は複数のキャリア構造体３０を含み
、各キャリア構造体３０は凹部４０を有している。ダイシングレーン１２は、個々のキャ
リア構造体３０の間の境界にあるダイシングレーンの位置を示す。ウェハ８のダイシング
レーン１２は、それほど広い必要はない。超小型電子ユニットの凹部４０の位置は、ダイ
シングレーンから間隔を空けることができる。ダイシングレーン１２の代表的な幅は、お
よそ４０μｍ（ミクロン）である。
【００９１】
　ウェハを個々のユニットに切断する種々の例示的なプロセスは、引用することにより本
明細書の一部をなすものとする本願と同一の譲受人が所有する米国仮特許出願第６０／７
６１，１７１号及び同第６０／７７５，０８６号に記載されており、それらのうちのいず
れかを用いて、図１Ａ及び図１Ｂに示すような個々の超小型電子ユニット１０を形成する
ようにウェハを切断することができる。
【００９２】
　ここで図４を参照すると、超小型電子素子２０が、キャリア構造体３０の凹部４０内に
実装されており、超小型電子素子の底面２２が凹部の内面４１に隣接している。超小型電
素子２０の上面２１は、凹部４０の内面４１から離れる方向に、上方に面している導電性
コンタクト２３を有している。超小型電子素子２０を、接着剤、接着誘電体、又は他の任
意の適切な実装機構を用いて、凹部４０内に実装することができる。
【００９３】
　ここで図５を参照すると、凹部４０内部に誘電体領域７０が形成されている。誘電体領
域７０は、無機材料、ポリマ材料又は両方を含むことができる。任意選択的に、誘電体領
域７０を、その領域の露出した主面７１が、キャリア構造体３０の表面３１又は誘電体層
７２の露出面と同一平面上であるか又は実質的に同一平面上であるように形成することが
できる。例えば、凹部４０に、例えば分配プロセス又はステンシル印刷プロセスによって
自己平坦化誘電体材料を堆積させることができる。別の例では、誘電体領域７０を形成し
た後に、キャリア構造体３０の表面３１又は誘電体層７２の露出面に、研削プロセス、ラ
ップ仕上げプロセス又は研磨プロセスを施すことにより、誘電体領域７０の主面７１を、
表面３１又は誘電体層７２の露出した主面７１に対して平坦化することができる。特定の
実施形態では、誘電体層７０はコンプライアントにすることができ、その弾性係数及び厚
さは、その係数及び厚さの積がコンプライアンシを提供するように十分低くかつ厚い。
【００９４】
　誘電体領域７０の主面７１を、他の方法によって平坦化することができる。一実施形態
では、例えば、研削プロセスを用いることにより、主面７１をキャリア構造体３０の表面
３１と平坦化することができる。研削プロセスは、誘電体材料及びシリコン材料の両方を
除去することができる。主面７１及び表面３１を、ラップ仕上げ又は研磨によって平坦化
することもできる。
【００９５】
　特定の例では、化学機械研磨（「ＣＭＰ」）を用いて、誘電体領域７０の主面７１及び
／又はキャリア構造体３０の表面３１を平坦化することができる。例示的なＣＭＰプロセ
スは、潤滑剤を用いて、研磨パッドにより主面７１及び／又は表面３１を研磨することを
含むことができる。例示的なＣＭＰプロセスは、例えばマイクロシリカペーストを含む研
磨スラリーを用いて、主面７１及び／又は表面３１を平坦化することを含むことができる
。
【００９６】
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　そして、導電性コンタクト２３と誘電体領域７０の主面７１との間の誘電体領域７０を
通って延在する穴７４が形成される。穴７４を、例えばレーザアブレーション、又は他の
任意の適切な方法を介して形成することができる。図５に示すように、穴７４は円柱形状
を有している。他の例では、穴は、円錐台形状（図８Ａを参照）、又は例えばキャリア構
造体３０の表面３１からの距離が異なる円柱形状及び円錐台形状の組合せを含む他の形状
を有することができる。
【００９７】
　ここで図６Ａを参照すると、穴７４内に端子２４が形成されている。端子は、それぞれ
の導電性コンタクト２３に電気的に接続され、誘電体領域７０によって超小型電子素子２
０から絶縁されている。端子２４を形成するために、例示的な方法は、無電解堆積を含む
。このステップを、例えば、それぞれの穴７４の内面７５に対してブランケット堆積によ
って行うことができ、それにより、各端子２４の形状はそれぞれの内面７５の輪郭に沿う
。図６Ａに示すように、端子２４は中実である。他の実施形態（図示せず）では、各端子
は、誘電体材料で充填された内部空間を含むことができる。
【００９８】
　例示的な実施形態では、端子２４を、導電性コンタクト２３（図９Ａ参照）から離れた
位置に形成することができ、誘電体領域７０の主面７１上にトレースを堆積させて、導電
性コンタクト２３を端子２４に電気的に接続することができる。
【００９９】
　図６Ａに示すように、端子２４は、その上面２５が誘電体領域７０の主面７１と同一平
面上であるように延在している。端子２４は、例えば、ワイヤボンド又ははんだボール等
の導体塊を用いて、外部素子に電気的に接続するために適している。
【０１００】
　図６Ｂに示す例のような一例では、端子２４’を、誘電体領域７０の主面７１において
露出させることができるか、又はキャリア構造体３０の表面３１において露出させること
ができ、一方で、端子２４’の表面２５’は、誘電体領域７０の主面７１まで延在してい
ない。端子２４’は、例えば、ワイヤボンド又ははんだボール等の導体塊を用いて、外部
素子と電気的に接続するのに適している。
【０１０１】
　図６Ｃに示す例のような特定の例では、各端子２４’’の上面２５’’は、誘電体領域
７０の主面７１から上方に延在するか、又はキャリア構造体３０の表面３１の上方に延在
することができる。端子２４’’は、例えばワイヤボンド又ははんだボール等の導体塊を
用いて、外部素子と電気的に接続するのに適している。
【０１０２】
　幾つかの実施形態では、図６Ａ、図６Ｂ及び図６Ｃにそれぞれ示す例示的な超小型電子
ユニット１０、１０’又は１０’’は、導電性ビアの形成が不要である可能性がある。例
えば、図１０に示すように、積層超小型電子アセンブリの底部位置にある超小型電子ユニ
ットは、下に追加の超小型電子ユニットを実装する必要がない場合、導電性ビアを裏面ま
で延在させる必要がない可能性がある。図６Ａに示す超小型電子ユニット１０は、この超
小型電子ユニット１０を、例えばワイヤボンド又ははんだボール等の導体塊を用いて、端
子２４を介して別の超小型電子ユニットに電気的に接続することにより、図１０に示す積
層アセンブリに組み込むことができる。
【０１０３】
　ここで図７を参照すると、キャリア構造体３０に、表面３１から裏面３２まで延在する
孔５０を形成することができる。フォトレジスト層又は誘電体層等の光画像形成可能層が
、キャリア構造体３０の表面３１及び／又は裏面３２に堆積し、マスク開口部を形成する
ようにパターニングされる。光画像形成可能層又は誘電体層のマスク開口部は、キャリア
構造体３０の表面３１と裏面３２との間に延在する孔５０を形成するための所望の位置に
位置している。
【０１０４】
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　その後、マスク開口部の下にある半導体又は金属材料を除去するように、マスク開口部
内に露出している表面３１及び／又は裏面３２の部分に対して、エッチングプロセスを施
すことができる。その結果、キャリア構造体３０の表面３１と裏面３２との間に延在する
孔５０が形成される。
【０１０５】
　エッチングプロセスを、選択的に半導体材料、例えばシリコンをエッチングするが、酸
化物材料を保存するように行うことができる。誘電体を保存する選択的な方法で半導体材
料をエッチングすることにより、キャリア構造体３０を横切って十分なプロセス窓を維持
しながら、キャリア構造体３０の全ての位置において半導体材料の厚さを通してエッチン
グするように、必要に応じてオーバエッチングを行うことができる。選択的エッチングプ
ロセスが使用される場合、誘電体層、例えば酸化物層（例えば誘電体層７３）は、孔５０
を形成した後に適所に残る。別法として、サンドブラスト加工、レーザドリル加工又は機
械的フライス加工を用いて孔５０を形成することができる。
【０１０６】
　そして、図１Ａに戻ると、孔５０内に導電性ビア６０が形成されている。各導電性ビア
６０は、誘電体層又は領域（図示しないが、上述した誘電体層及び／又は領域を堆積させ
るために使用したものに類似する方法で堆積している）によって、それぞれの孔５０の内
面５１から絶縁されている。
【０１０７】
　導電性ビア６０を形成するために、例示的な方法は、アセンブリの露出面上への主金属
層のスパッタリング、めっき又は機械的堆積のうちの１つ又は複数により、金属層を堆積
させることを含む。機械的堆積は、コーティングされる表面上に加熱された金属粒子の流
れを高速で向けることを含むことができる。このステップを、ブランケット堆積により、
孔５０の内面５１に対して行うことができる。一実施形態では、主金属層は、アルミニウ
ムを含むか又は本質的にアルミニウムからなる。別の特定の実施形態では、主金属層は、
銅を含むか又は本質的に銅からなる。さらに別の実施形態では、主金属層は、チタンを含
むか又は本質的にチタンからなる。導電性ビア６０を形成するプロセスにおいて、１つ又
は複数の他の例示的な金属を用いることができる。
【０１０８】
　特定の例では、複数の金属層を含む積層体を内面５１の上に形成することができる。例
えば、こうした積層金属層としては、例えば、チタンの層及びそれに続くチタンの上に重
なる銅の層（Ｔｉ－Ｃｕ）、ニッケルの層及びそれに続くニッケル層の上に重なる銅の層
（Ｎｉ－Ｃｕ）、同様に設けられるニッケル－チタン－銅の積層体（Ｎｉ－Ｔｉ－Ｃｕ）
、又はニッケル－バナジウムの積層体（Ｎｉ－Ｖ）を挙げることができる。
【０１０９】
　そして、端子２４を導電性ビア６０に電気的に接続するために、トレース６４並びに導
電性コンタクト６２及び６３が形成される。幾つかの実施形態では、導電性コンタクト６
２及び６３並びにトレース６４を、単一の無電解堆積ステップ中に、導電性ビア６０とと
もに形成することができる。他の実施形態では、導電性ビア６０並びに他の導電性素子６
２、６３及び６４を、別個の無電解堆積ステップによって形成することができる。
【０１１０】
　一実施形態では、導電性コンタクト６２及び６３並びにトレース６４を備える主金属層
は、アルミニウムを含むか又は本質的にアルミニウムからなる。別の特定の実施形態では
、主金属層は、銅を含むか又は本質的に銅からなる。さらに別の実施形態では、主金属層
はチタンを含む。導電性コンタクト６２及び６３並びにトレース６４を形成するプロセス
において、１つ又は複数の他の例示的な金属を用いることができる。
【０１１１】
　最後に、ウェハレベルのプロセスを用いて超小型電子ユニット１０が形成された場合、
超小型電子ユニット１０を、のこ引き又は他のダイシング法によってダイシングレーンに
沿って互いから切断して、個々の超小型電子ユニット１０を形成することができる。
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【０１１２】
　図８Ａは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニッ
ト１１０は、上述しかつ図１Ａに示した超小型電子ユニット１０に類似しているが、超小
型電子ユニット１１０は、凹部の横縁、端子、孔、及び孔を通って延在する導電性ビアの
形状及び構造が異なっている。
【０１１３】
　キャリア構造体の表面から、表面に対して垂直な角度で延在する凹部の横縁面（図１Ａ
を参照）を有するのではなく、超小型電子ユニット１１０は、キャリア構造体１３０の表
面１３１から非垂直角度で延在する横縁面１４２を有している。幾つかの例では、横縁面
１４２の非垂直角度を、水平面から６０度と１００度との間とすることができる。
【０１１４】
　超小型電子ユニット１１０は、キャリア構造体１３０の表面１３１と裏面１３２との間
に延在する孔１５０ａの内面１５１ａを有している。孔１５０ａは、表面１３１及び裏面
１３２において幅Ｗ３を有し、それにより、孔は、表面から裏面に向かう方向において実
質的に一定の幅を有している。こうした孔１５０ａを、反応性イオンエッチング又はサン
ドブランスト加工等のプロセスを用いて、表面１３１又は裏面１３２のいずれかから形成
することができる。
【０１１５】
　超小型電子ユニット１１０はまた、キャリア構造体１３０の表面１３１と裏面１３２と
の間に延在する孔１５０ｂの内面１５１ｂを有している。孔１５０ｂは、表面１３１にお
いて幅Ｗ４を有し、裏面１３２においてＷ４より小さい幅Ｗ５を有し、それにより、孔は
、表面から裏面に向かう方向に先細りになっている。こうした孔１５０ｂを、ウェットエ
ッチング又はサンドブラスト加工等のプロセスを用いて、表面１３１から形成することが
できる。
【０１１６】
　超小型電子ユニット１１０は、孔１５０ａを絶縁する誘電体領域１５２の内側の体積の
全ては充填しない導電性ビア１６０ａを備えている。導電性ビア１６０ａの外面１６１ａ
は、それぞれの孔１５０ａの内面１５１ａの輪郭に沿っていない。誘電体領域１５２は孔
１５０ａを充填し、穴１５３が誘電体領域を通って延在し、穴１５３は、めっきして導電
性ビア１６０ａを形成することができる。導電性ビア１６０ａは、円錐台形状（図１Ａに
示す導電性ビア６０によって画定されるもの等）ではなく、円柱形状を画定する。
【０１１７】
　超小型電子ユニット１１０は、図１Ａに示す中実導電性ビア１６０ではなく、中空導電
性ビア１６０ｂを備えている。例えば、導電性ビア１６０ｂを、孔１５０ｂを絶縁する誘
電体層のコンフォーマルめっきによって形成することができ、それにより、内部穴１６６
が導電性ビア１６０ｂの中心を通って延在している。図８Ａに示すように、内部穴１６６
は、誘電体材料１６７によって充填される。一例では、内部穴１６６を開放したままにす
ることができる。
【０１１８】
　超小型電子ユニット１１０は、誘電体領域１７０に画定された穴１７４ｂの内側に形成
された端子１２４ｂを備えている。端子１２４ｂは、端子１２４ａ又は図１Ａに示す端子
２４によって画定される円柱形状ではなく、円錐台形状を画定している。
【０１１９】
　図８Ｂは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニッ
ト２１０は、上述しかつ図１Ａに示す超小型電子ユニット１０に類似しているが、超小型
電子ユニット２１０は、キャリア構造体を通って延在する孔及び孔を通って延在する導電
性ビアの位置が異なっている。
【０１２０】
　図１Ａに示すように、孔及び導電性ビアを裏面からキャリア構造体を通って表面に向か
って延在させるのではなく、超小型電子ユニット２１０は、誘電体領域２７０の主面２７
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１からキャリア構造体２３０を通ってその裏面２３２まで延在する、孔２５０及び導電性
ビア２６０を備えている。超小型電子ユニット１０と同様に、超小型電子ユニット２１０
では、導電性ビア２６０は、導電性ビア２６０の外面２６１を包囲する誘電体層及び／又
は誘電体領域によって、キャリア構造体２３０から絶縁されている。
【０１２１】
　図９Ａは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニッ
ト３１０は、上述しかつ図１Ａに示す超小型電子ユニット１０に類似しているが、超小型
電子ユニット３１０は、キャリア構造体３３０を通って貫通する導電性ビアを備えておら
ず、超小型電子ユニット３１０は、誘電体領域３７０の主面３７１の横方向において、超
小型電子素子の外縁３２６とキャリア構造体３３０に形成された凹部３４０の横縁面３４
２との間に位置する、第１の端子３２４ａ又は拡張ボンドパッドを備えている。第２の端
子３２４ｂ又は拡張ボンドパッドは、主面３７１（又は誘電体層３７２）の横方向におい
て、キャリア構造体３３０の横縁面３４２と外縁３３３との間に位置している。
【０１２２】
　図９Ｂは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニッ
ト４１０は、上述しかつ図９Ａに示す超小型電子ユニット３１０に類似しているが、超小
型電子ユニット４１０は、超小型電子素子４２０の外縁４２６（すなわち、超小型電子素
子４２０の側壁）とキャリア構造体４３０に形成された凹部４４０の横縁面４４２との間
の誘電体領域４７０の主面４７１においてのみ露出している、端子４２４を備えている。
超小型電子ユニット４１０は、誘電体領域４７０を通って延在して、超小型電子素子４２
０の導電性コンタクト４２３を端子４２４に電気的に接続する、導電性トレース４６４を
備えている。
【０１２３】
　図９Ｃは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニッ
ト５１０は、上述しかつ図９Ｂに示す超小型電子ユニット４１０に類似しているが、超小
型電子ユニット５１０は、ボンドパッドの形状である端子５２４を備え、端子５２４は、
超小型電子素子４２０の導電性コンタクト５２３に電気的に接続され、誘電体領域５７０
の主面５７１において露出している。
【０１２４】
　図１０は、上述したものに類似する複数の超小型電子ユニットを含む積層アセンブリを
示す断面図である。図示する実施形態では、積層アセンブリ６００は、複数の超小型電子
ユニット６１０ａ、６１０ｂ及び６１０ｃ（全体として６１０）を含む。図１０は、超小
型電子ユニット６１０ａ、６１０ｂ及び６１０ｃの特定の例を含むが、本明細書に開示す
る超小型電子ユニットのいずれを積層して積層アセンブリを形成することもできる。
【０１２５】
　それぞれのキャリア構造体６３０ｂ及び６３０ｃの表面において露出している端子６２
４ｂ及び６２４ｃと、それぞれのキャリア構造体６３０ａ及び６３０ｂの裏面において露
出している裏面導電性コンタクト６６３ａ及び６６３ｂとを設けることにより、幾つかの
超小型電子ユニット６１０を上下に積層して、積層アセンブリ６００を形成することがで
きる。
【０１２６】
　こうした構成では、上部の超小型電子ユニット６１０ａの裏面導電性コンタクト６６３
ａは、中間の超小型電子ユニット６１０ｂの端子６２４ｂに位置合せされる。積層アセン
ブリ６００における超小型電子ユニット６１０のそれぞれの隣接するものの間の接続は、
導電性ボンド材又は導体塊６６５を介する。裏面６３２の誘電体層６７３と、表面６３１
の誘電体層６７２及び／又は誘電体領域６７０とは、相互接続が提供される場所を除き、
積層アセンブリ６００の隣接する超小型電子ユニット６１０間の電気的絶縁を提供する。
【０１２７】
　図１０に示すように、各キャリア構造体６３０は、幅が異なる凹部６４０を有すること
ができる。例えば、図示するように、キャリア構造体６３０ａは、その表面に沿って横方
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向に第１の幅を有する凹部６４０ａを備え、キャリア構造体６３０ｂは、その表面に沿っ
て横方向に第２の幅を有する凹部６４０ｂを備えており、第２の幅は第１の幅とは異なっ
ている。さらに、超小型電子ユニット６１０ａは、超小型電子ユニット６１０ｂに含まれ
る超小型電子素子６２０ｂとは幅の異なる超小型電子素子６２０ａを含む。
【０１２８】
　導体塊６６５は、比較的溶融温度の低い可溶金属、例えば、はんだ、錫、又は複数の金
属を含む共融混合物を含むことができる。代替的に、導体塊６６５は、湿潤性金属、例え
ば銅か、又ははんだ若しくは別の可溶金属よりも溶融温度の高い他の貴金属若しくは非貴
金属を含むことができる。こうした湿潤性金属は、対応する特徴、例えば回路パネル等の
相互接続素子の可溶金属の特徴と接合して、積層アセンブリ６００をこうした相互接続素
子に外部で相互接続することができる。特定の実施形態では、導体塊６６５は、媒体内に
散在する導電性材料、例えば導電性ペースト、例えば金属充填ペースト、はんだ充填ペー
スト、又は等方性導電性接着剤若しくは異方性導電性接着剤を含むことができる。
【０１２９】
　一例では、導体塊又はボンド材６６５は、はんだペースト若しくは他の金属充填ペース
ト、又は金属の導電性化合物を含むペースト、又はそれらの組合せ等の導電性ペーストを
含むことができる。例えば、はんだペーストの均一な層を、箔の表面にわたって拡散させ
ることができる。特定のタイプのはんだペーストを用いて、金属層を比較的低温で接合す
ることができる。例えば、金属の「ナノ粒子」、すなわち長い寸法が通常、約１００ナノ
メートル未満である粒子を含む、インジウム系又は銀系はんだペーストは、約１５０℃の
焼結温度を有することができる。ナノ粒子の実際の寸法を、大幅に小さくすることができ
、例えば約１ナノメートル以上からの寸法とすることができる。
【０１３０】
　特定の例では、導体塊６６５の代りに拡散接合又は熱圧着を用いて、隣接する超小型電
子ユニット６１０を接合することができる。例えば、はんだを使用せずに、それぞれの超
小型ユニット６１０間の金属間結合を行うことができる。代りに、各裏面導電性コンタク
ト６６３ａと対応する端子６２４ｂとの間に、それらを変形させて互いに係合させること
により、結合を形成することができる。こうした例では、裏面導電性コンタクト６６３ａ
及び端子６２４ｂを、例えば実質的に純金として、弾力性又は弾性戻りが最小である可鍛
性材料から形成することができる。
【０１３１】
　裏面導電性コンタクト６６３ａ及び端子６２４ｂを、ポストとカバーの材料との間の共
晶接合又は陽極接合によって互いに接合することができる。例えば、裏面導電性コンタク
ト６６３ａ及び端子６２４ｂの外面を、錫、シリコン、ゲルマニウム、若しくは金との比
較的低融点合金を形成する他の材料でコーティングすることができるか、又は裏面導電性
コンタクト６６３ａ及び端子６２４ｂを、完全に金から形成することができるか、若しく
はそれらの表面に金のコーティングを施すことができる。裏面導電性コンタクト６６３ａ
及び端子６２４ｂが互いに係合し、その後加熱されると、裏面導電性コンタクト６６３ａ
及び端子６２４ｂの材料と、裏面導電性コンタクト６６３ａ及び端子６２４ｂの先端にあ
る材料とも間の拡散により、ポストと壁との間の接触面における個々の素子の溶融点より
溶融点が低い合金が形成される。積層アセンブリ６００が上昇した温度で保持されること
により、更なる拡散によって、合金素子が接触面から離れて裏面導電性コンタクト６６３
ａ及び端子６２４ｂの金のバルク内に拡散し、それにより、接触面における材料の溶融温
度が上昇し、接触面の凝固を引き起こし、超小型電子ユニット６１０ａ及び６１０ｂ間の
堅固な接続が形成される。
【０１３２】
　図１１Ａは、単一チップキャリアに実装された、上述したものに類似する複数のパッケ
ージ化された超小型電子素子を示す平面図である。図示する実施形態では、単一キャリア
構造体７３０は、複数の超小型電子素子７２０ａ、７２０ｂ及び７２０ｃ（全体として７
２０）を含み、各超小型電子素子７２０は、キャリア構造体７３０に形成されている単一
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凹部７４０の内側に実装されている。こうした超小型電子ユニット７１０を、図１～図７
を参照して示し記載したものに類似する方法で形成することができるが、超小型電子素子
とそれぞれの凹部との間に１対１の対応関係があるのではなく、複数の超小型電子素子７
２０が凹部７４０に実装されている。
【０１３３】
　図１１Ｂは、単一チップキャリアに実装された、上述したものに類似する複数のパッケ
ージ化された超小型電子素子を示す平面図である。超小型電子ユニット１１０は、図１１
Ａに上述し示した超小型電子ユニット７１０に類似しているが、超小型電子ユニット７１
０’は、複数の超小型電子素子７２０ａ’、７２０ｂ’及び７２０ｃ’を含み、各超小型
電子素子７２０が、単一キャリア構造体７３０’に形成された対応する凹部７４０ａ’、
７４０ｂ’及び７４０ｃ’の内部に実装されているという点で異なる。
【０１３４】
　図１２は、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニッ
ト１１０は、図１Ａに上述し示した超小型電子ユニット１０に類似しているが、超小型電
子ユニット８１０は、超小型電子素子が上向きではなく下向きであり、導電性ビアが、超
小型電子素子の下側から下方に延在しているという点で異なる。
【０１３５】
　図１Ａに示すものに類似する図１２に示す素子を、例えば超小型電子ユニット８１０の
導電性ビアの表面及び構造の種々の角度、並びに超小型電子ユニット８１０及びその構成
要素を形成する種々の方法を含む、図１Ａに示す素子と同様の方法で、変更することがで
きる。
【０１３６】
　図１２に示すように、超小型電子ユニット８１０は、キャリア構造体８３０に実装され
た超小型電子素子８２０を含む。特に図１２には示さないが、能動半導体領域の半導体デ
バイスは、通常、導電性コンタクト８２３に導電接続されている。超小型電子素子８２０
は下向きの位置に向けられているため、上面８２１は下方に面し、キャリア構造体８３０
に形成された凹部８４０の内面８４１に隣接して位置しており、上面から離れている底面
８２２は上方に面している。導電性コンタクト８２３は、他の導電性素子と接続するため
に上面８２１において露出している。
【０１３７】
　キャリア構造体８３０は、凹部８４０の内面８４１からキャリア構造体８３０を通って
その裏面８３２まで延在している複数の孔８５０と、各々がそれぞれの孔８５０を通って
延在している複数の導電性ビア８６０とを備えている。図１Ａに関して上述したように、
任意の数の孔及び導電性ビアがキャリア構造体を通って延在することができる。
【０１３８】
　各孔８５０は、キャリア構造体８３０を通って延在する内面８５１を有している。図１
２に示すように、孔８５０は、凹部８４０の裏面８３２から内面８４１までの方向におい
て先細りになっている。
【０１３９】
　各導電性ビア８６０は、凹部８４０の内面８４１において表面導電性コンタクト８６２
に電気的に接続され（ただし、表面コンタクト８６２は誘電体層８７２により内面８４１
から絶縁されている）、裏面８３２において裏面導電性コンタクト８６３に電気的に接続
されている。各導電性ビア８６０もまた、孔８５０から、その内面８５１に沿って延在す
る誘電体層（図示せず）によって絶縁されている。
【０１４０】
　各導電性ビア８６０はまた、超小型電子素子８２０の１つ又は複数の導電性コンタクト
８２３に電気的に接続されている。図１２に示すように、各導電性ビア８６０は、表面導
電性コンタクト８６２を介してそれぞれの導電性コンタクト８２３に電気的に接続されて
いる。導電性トレース８６４は、表面導電性コンタクト８６２と表面８３１に位置する端
子８２４との間を、凹部８４０の内面８４１及び横縁面８４２、並びにキャリア構造体８
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３０の表面８３１に沿って延在している（ただし、端子８２４は誘電体層８７２によって
表面８３１から絶縁されている）。端子８２４及び導電性トレース８６４のうちの１つ又
は複数の組合せを、外部素子（図示せず）と接続するのに適している「拡張ボンドパッド
」であるものとみなすこともできる。
【０１４１】
　ここで、図１３～図１７を参照して、超小型電子ユニット８１０（図１２）を製造する
方法について説明する。図１３を参照すると、キャリア構造体８３０は、初期表面８３１
’を備えている。凹部８４０を、例えば、マスク層を形成した後にキャリア構造体８３０
を選択的にエッチングすることにより、又はサンドブラスト加工若しくは他の任意の適切
な方法により、形成することができる。図１３に示すように、凹部８４０は、初期表面８
３１’から下方にキャリア構造体８３０の裏面８３２に向かって延在する。
【０１４２】
　次に、キャリア構造体８３０に、凹部８４０の内面８４１からキャリア構造体の裏面８
３２まで延在する孔８５０を形成することができる。図７を参照して上述したように、エ
ッチングプロセス、サンドブラスト加工、レーザドリル加工、機械的フライス加工又は他
の任意の適切なプロセスを用いて、孔８５０を形成することができる。
【０１４３】
　キャリア構造体８３０に凹部８４０及び孔８５０を形成した後、誘電体層８７２が、キ
ャリア構造体の表面８３１に、凹部の内面８４１及び横縁面８４２に、かつ孔８５０の内
面８５１に堆積して、キャリア構造体８３０を、後に追加される超小型電子素子及び導電
性素子から電気的に絶縁する。図３Ａを参照して上述したように、様々な方法を用いて、
キャリア構造体８３０上にコンフォーマル誘電体層８７２を形成することができる。
【０１４４】
　また、図３Ｃを参照して上述したように、ウェハレベルの処理により、複数のキャリア
構造体８３０（及びそれらが形成する超小型電子ユニット８１０）を同時に処理すること
ができ、キャリア構造体８３０を、超小型電子ユニット８１０の形成後に分離することが
できる。
【０１４５】
　ここで図１４を参照すると、孔８５０内に導電性ビア８６０が形成される。各導電性ビ
ア８６０は、誘電体層又は領域（図示しないが、上述した誘電体層及び／又は領域を堆積
するために使用された方法と同様に堆積している）によって、それぞれの孔８５０の内面
８５１から絶縁されている。導電性ビア８６０を、図１Ａを参照して上述したものと同様
の方法を使用して形成することができる。幾つかの実施形態では、下向きの超小型電子素
子を有する例示的な超小型電子ユニットでは、導電性ビアの形成が不要である場合がある
（例えば図１８Ｃを参照）。
【０１４６】
　次いで、又は導電性ビア８６０を形成するのと同時に、導電性コンタクト８６２及び８
６３並びに凹部８４０の内部に延在しているトレース８６４の部分が形成される。幾つか
の実施形態では、導電性コンタクト８６２及び８６３並びにトレース８６４を、単一の無
電解堆積ステップ中に導電性ビア８６０とともに形成することができる。他の実施形態で
は、導電性ビア８６０並びに他の導電性素子８６２、８６３及び８６４を、別個の無電解
堆積ステップによって形成することができる。
【０１４７】
　ここで図１５を参照すると、超小型電子素子８２０が、その超小型電子素子の上面８２
１が凹部の内面８４１に隣接し、その超小型電子素子の初期底面８２２’が上方に面して
いるように、キャリア構造体８３０の凹部８４０内に実装される。超小型電子素子８２０
の上面８２１は、凹部８４０の内面８４１に向かって下方に面している導電性コンタクト
８２３を備えている。導電性接合材料、又は例えば図１０を参照して開示した他の接合方
法のうちのいずれかを用いて、導電性コンタクト８２３を導電性コンタクト８６２に接合
することにより、超小型電子素子８２０を凹部８４０内に実装することができる。
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【０１４８】
　ここで図１６を参照すると、凹部８４０内部に誘電体領域８７０が形成される。任意選
択的に、誘電体領域８７０を、その領域の露出した主面８７１が、キャリア構造体８３０
の表面８３１又は誘電体層８７２の露出面と同一平面上又は実質的に同一平面上であるよ
うに形成することができる。例えば、凹部８４０に、例えば分配プロセス又はステンシル
印刷プロセスにより、自己平坦化誘電体材料を堆積させることができる。別の例では、誘
電体領域８７０を形成した後に、キャリア構造体８３０の表面８３１か又は誘電体層８７
２の露出面に、研削プロセス、ラップ仕上げプロセス又は研磨プロセスを施して、誘電体
領域８７０の主面８７１を表面８３１又は誘電体層８７２の露出した主面８７１に対して
平坦化することができる。
【０１４９】
　後述するように、誘電体領域８７０の主面８７１及び／又はキャリア構造体８３０の初
期表面８３１’を、他の方法によって平坦化することができ、それにより、キャリア構造
体８３０の厚さが、厚さＴ２から表面８３１と裏面８３２との間に延在する厚さＴ３まで
低減される。
【０１５０】
　ここで図１７を参照すると、一実施形態では、例えば研削プロセスを用いて、キャリア
構造体８３０の表面８３１を超小型電子素子８２０の底面８２２と平坦化することができ
る。キャリア構造体８３０の厚さは、厚さＴ２から厚さＴ３まで低減し、超小型電子素子
８２０の厚さは、初期底面８２２’から材料を除去することによって低減し、それにより
、超小型電子素子の上面８２１により近い最終的な底面８２２が生成される。例えば、厚
さＴ２を約６００μｍから約１ｍｍとすることができ、厚さＴ３を約７０μｍから約２０
０μｍとすることができる。
【０１５１】
　そして、図１２に戻ると、研削プロセス中に除去された誘電体領域８７０及び誘電体層
８７２の部分が、キャリア構造体８３０の露出した表面８３１及び超小型電子ユニット８
２０の露出した底面８２２に再度施されている。
【０１５２】
　そして、誘電体領域８７０を通って延在する穴８７４が形成されることにより、横縁面
８４２に沿って延在するトレース８６４の垂直に延在する部分の端部が露出する。
【０１５３】
　穴８７４が形成されると、再度施された誘電体領域８７０及び誘電体層８７２の主面８
７１に沿って延在するように、トレース８６４が形成される。例えば、無電解堆積により
、上面８７１に端子８２４が形成され、端子８２４は、導電性トレース８６４及び導電性
コンタクト８６２を介して導電性コンタクト８２３に電気的に接続される。図６Ａ、図６
Ｂ及び図６Ｃを参照して上述したように、端子８２４は、主面８７１の下方の高さ、主面
８７１の高さ又は主面８７１の上方の高さまで延在することができ、それにより、端子８
２４は、誘電体領域８７０の主面８７１において露出する。
【０１５４】
　最後に、ウェハレベルのプロセスを用いて超小型電子ユニット８１０が形成された場合
、超小型電子ユニット８１０を、のこ引き又は他のダイシング法によってダイシングレー
ンに沿って互いから切断して、個々の超小型電子ユニット８１０を形成することができる
。
【０１５５】
　図１８Ａは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニ
ット９１０は、上述し図１２に示す超小型電子ユニット８１０に類似しているが、超小型
電子ユニット９１０は、誘電体領域９７０を通ってその主面９７１まで延在するトレース
を含まない。この実施形態では、導電性コンタクト９６３は、超小型電子素子９２０の導
電性コンタクト９２３に電気的に接続されており、導電性コンタクト９６３を、導体塊９
６５又は別の接合機構を介して外部素子に電気的に接続することができるため、導電性コ
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ンタクト９６３を端子であるとみなすことができる。
【０１５６】
　図１８Ｂは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニ
ット１０１０は、上述し図１２に示す超小型電子ユニット８１０に類似しているが、超小
型電子ユニット１０１０に含まれる導電性トレース１０６４は、誘電体領域１０７０の主
面１０７１上に延在しているのではなく、その主面において露出している。この実施形態
では、導電性トレース１０６４は超小型電子素子１０２０の導電性コンタクト１０２３に
電気的に接続されており、導電性トレース１０６４を、導体塊又は別の接合機構を介して
外部素子に電気的に接続することができるため、導電性トレース１０６４の露出端を、端
子であるものとみなすことができる。図６Ａ、図６Ｂ及び図６Ｃを参照して上述したよう
に、トレース１０６４は、主面１０７１によって画定される平面、又はキャリア構造体１
０３０の表面１０３１によって画定される平面の上方であるか、同じ高さであるか、又は
それより下方である高さまで延在することができる。
【０１５７】
　図１８Ｃは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニ
ット１１１０は、上述し図１２に示す超小型電子ユニット８１０に類似しているが、超小
型電子ユニット１１１０は、キャリア構造体１１３０を通って貫通している導電性ビアを
含まない。端子１１２４を、導体塊又は別の接合機構を介して外部素子に電気的に接続す
ることができる。図１０に示す積層アセンブリ６００の底部の超小型電子ユニット６１０
ｃ等、超小型電子ユニット１１１０は、積層アセンブリの底部に含めるのに適している可
能性がある。
【０１５８】
　図１９Ａは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニ
ット１２１０は、上述し図１２に示す超小型電子ユニット８１０に類似しているが、超小
型電子ユニット１２１０は、キャリア構造体を通って延在する孔及び孔を通って延在する
導電性ビアの位置が異なっている。
【０１５９】
　孔及び導電性ビアが、図１２に示すように内面からキャリア構造体を通って裏面に向か
って延在するのではなく、超小型電子ユニット１２１０は、キャリア構造体１２３０の表
面１２３１から裏面１２３２まで延在する孔１２５０及び導電性ビア１２６０を備えてい
る。超小型電子ユニット８１０と同様に、超小型電子ユニット１２１０では、導電性ビア
１２６０は、導電性ビア１２６０の外面１２６１を包囲する誘電体層及び／又は誘電体領
域によってキャリア構造体１２３０から絶縁されている。
【０１６０】
　図１９Ｂは、本発明の別の実施形態による超小型電子ユニットを示す。超小型電子ユニ
ット１３１０は、上述し図１２に示す超小型電子ユニット８１０に類似しているが、超小
型電子ユニット１３１０は、キャリア構造体を通って延在する孔及び孔を通って延在する
導電性ビアの位置が異なっている。
【０１６１】
　孔及び導電性ビアが、図１２に示すように内面からキャリア構造体を通って裏面に向か
って延在するのではなく、超小型電子ユニット１３１０は、誘電体領域１３７０の主面１
３７１からキャリア構造体１３３０を通ってその裏面１３３２まで延在する孔１３５０及
び導電性ビア１３６０を備えている。超小型電子ユニット８１０と同様に、超小型電子ユ
ニット１３１０では、導電性ビア１３６０は、導電性ビア１３６０の外面１３６１を包囲
する誘電体層及び／又は誘電体領域によって、キャリア構造体１３３０から絶縁されてい
る。
【０１６２】
　図２０は、図１２～図１９Ｂにおいて上述したものに類似する複数の超小型電子ユニッ
トを含む積層アセンブリを示す断面図である。図示する実施形態では、積層アセンブリ１
４００は、複数の超小型電子ユニット１４１０ａ、１４１０ｂ及び１４１０ｃ（全体とし
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て１４１０）を含む。図２０は、超小型電子ユニット１４１０ａ、１４１０ｂ及び１４１
０ｃの特定の例を含むが、本明細書に開示する超小型電子ユニットのいずれを積層しても
積層アセンブリを形成することができる。
【０１６３】
　それぞれのキャリア構造体１４３０ｂ及び１４３０ｃの表面において露出している端子
１４２４ｂ及び１４２４ｃと、それぞれのキャリア構造体１４３０ａ及び１４３０ｂの裏
面において露出している裏面導電性コンタクト１４６３ａ及び１４６３ｂとを設けること
により、幾つかの超小型電子ユニット１４１０を上下に積層して積層アセンブリ１４００
を形成することができる。
【０１６４】
　こうした構成では、上部の超小型電子ユニット１４１０ａの裏面導電性コンタクト１４
６３ａは、中間の超小型電子ユニット１４１０ｂの端子１４２４ｂと位置合せされている
。積層アセンブリ１４００における超小型電子ユニット１４１０のそれぞれの隣接するも
のの間の接続は、導電性ボンド材又は導体塊１４６５を介している。他の例では、隣接す
る超小型電子ユニット１４１０を、拡散接合、又は図１０を参照して上述したもの等の他
の任意の適切な接合機構等、他の方法で接合することができる。裏面１４３２における誘
電体層１４７３と表面１４３１における誘電体層１４７２及び／又は誘電体領域１４７０
は、相互接続が提供される場所を除き、積層アセンブリ１４００における隣接する超小型
電子ユニット１４１０間の電気的絶縁を提供する。
【０１６５】
　図２０に示すように、各キャリア構造体１４３０は、幅の異なる凹部１４４０を有する
ことができる。例えば、図示するように、キャリア構造体１４３０ａは、その表面に沿っ
た横方向において第１の幅を有する凹部１４４０ａを備え、キャリア構造体１４３０ｂは
、その表面に沿った横方向において第２の幅を有する凹部１４４０ｂを備え、第２の幅は
第１の幅と異なっている。さらに、超小型電子ユニット１４１０ａは、超小型電子ユニッ
ト１４１０ｂに含まれる超小型電子素子１４２０ｂと異なる幅の超小型電子素子１４２０
ａを含む。
【０１６６】
　図２１は、図１２～図１９Ｂにおいて上述したものに類似する複数の超小型電子ユニッ
トを含む積層アセンブリを示す断面図である。図示する実施形態では、積層アセンブリ１
５００は、複数の超小型電子ユニット１５１０ａ、１５１０ｂ及び１５１０ｃ（全体とし
て１５１０）を含む。積層アセンブリ１５００は、上述し図２０に示す積層アセンブリ１
４００に類似しているが、積層アセンブリ１５００は、キャリア構造体を通して延在する
孔の位置及び形状、孔を通って延在する導電性ビアの構造及び形状、並びに超小型電子ユ
ニット１５１０を合わせて電気的に接続する方法が異なっている。
【０１６７】
　図２０に示すように、各キャリア構造体を通して別個に孔を形成し、導電性ボンド材又
は導体塊を介して積層アセンブリにおいて超小型電子ユニットの隣接するものを接続する
のではなく、積層アセンブリ１５００では、隣接する超小型電子ユニット１５１０の垂直
積層体における孔が、単一プロセス中に形成され、隣接する超小型電子ユニット１５１０
の導電性ビアは、単一プロセスでめっきされる。
【０１６８】
　図２１に示す実施形態では、超小型電子ユニット１５１０は垂直に積層され、その後、
円柱状孔１５５０ａ、１５５０ｂ及び１５５０ｃは、単一ドリル加工操作でそれぞれの超
小型電子ユニット１５１０ａ、１５１０ｂ及び１５１０ｃを通してあけられる。特定の例
では、孔１５５０を、エッチング又は他の任意の適切なプロセスによって生成することが
できる。
【０１６９】
　孔１５５０が形成された後、誘電体層又は領域１５５２が、それぞれの孔１５５０ａ、
１５５０ｂ及び１５５０ｃの内面１５５１ａ、１５５１ｂ及び１５５１ｃに施されるか、



(30) JP 6321095 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

又はそれぞれの孔の内部に充填され、必要な場合は、穴１５５２が、誘電体層又は領域１
５５２を通してドリルであけられる。
【０１７０】
　次に、それぞれの穴１５５３の内部に、単一の導電性ビア１５６０がめっきされる。導
電性ビア１５６０は、垂直に積層された超小型電子ユニット１５１０の全てを通して延在
し、それにより、超小型電子ユニットを合わせて機械的にかつ電気的に接続する。
【０１７１】
　図１Ａを参照して上述したように、導電性ビア１５６０を、プロセス条件に応じて中実
に又は中空に形成することができる。例えば、導電性ビア１５６０を、その導電性ビア１
５６０の中心を通って内部穴が延在しているように、孔１５５０を絶縁する誘電体層又は
領域１５５２のコンフォーマルめっきによって形成することができる。この内部穴を、誘
電体材料で充填することができるか、又は開放したままにすることができる。
【０１７２】
　図１０及び図２０を参照して上述したように、各キャリア構造体１５３０は、積層アセ
ンブリ１５００における他の任意のキャリア構造体の凹部に比較して幅が異なる凹部１５
４０を有することができる。さらに、各超小型電子ユニット１５１０は、積層アセンブリ
１５００における他の任意の超小型電子ユニットに含まれる超小型電子素子とは幅の異な
る超小型電子素子１５２０を含むことができる。様々な幅の超小型電子素子１５２０を、
例えば、例えば図２０に示すように、特定のキャリア構造体１５３０にサイズの異なる凹
部を含めるか、又は特定のキャリア構造体１５３０の上に異なるトレースルーティングを
適用することにより、共通の幅を有するキャリア構造体１５３０の積層体に組み込むこと
ができる。
【０１７３】
　図２２は、別の実施形態による複数のパッケージ化されたチップを含む積層ウェハレベ
ルアセンブリを示す断面図である。図３Ｃを参照して上述したように、キャリア構造体及
びそれらが形成する超小型電子ユニットを、ウェハレベルの処理により、すなわち複数の
キャリア構造体３０がウェハの一部として又は半導体若しくは金属ウェハ全体として合わ
せて接合されたままである間に、それら複数のキャリア構造体３０に対して同時に行われ
る処理により、同時に処理することができる。超小型電子種ニットの製造が完了した後、
ウェハを、ダイシングレーンに沿って切断して個々のパッケージ化された超小型電子ユニ
ットとすることができる。
【０１７４】
　図２２に示すように、ウェハの積層アセンブリ１６００は、ウェハ１６０８ａ、１６０
８ｂ、１６０８ｃ及び１６０８ｄ（又は全体として１６０８）を含む。各ウェハ１６０８
は、複数の超小型電子ユニット８１０（図１２）を含み、超小型電子ユニット８１０は、
図１２～図１７を参照して上述したプロセスに従って形成されている。
【０１７５】
　各ウェハ１６０８の各超小型電子ユニット８１０を、比較的短い電気的接続を介して図
の垂直方向において隣接する超小型電子ユニット８１０に接続することができ、それは、
従来の積層構造における超小型電子デバイス間のより長い電気的接続に比較して有利であ
る可能性がある。図２２に示すように、上部の超小型電子ユニット８１０の裏面導電性コ
ンタクト８６３は、導電性相互接続素子１６１４を介して下部の超小型電子ユニット８１
０の端子８２４に電気的に接続される。
【０１７６】
　各導電性相互接続素子１６１４を、例えば錫若しくははんだ等のボンドメタル、拡散接
合、熱圧着、異方性導電性接着剤、又は他の任意の適切な接合機構若しくは材料により、
上部の超小型電子ユニット８１０の裏面導電性コンタクト８６３及び下部の超小型電子ユ
ニット８１０の端子８２４に接続することができる。特定の実施形態では、導電性相互接
続素子１６１４を、上部のウェハ１６０８を下部のウェハ１６０８に接続するように構成
された再配線層に含めることができる。
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【０１７７】
　図２２では、ウェハ１６０８は、導電性相互接続素子１６１４によって互いに電気的に
接続されるように示されているが、実施形態例では、導電性相互接続素子１６１４を省略
することができる。こうした実施形態では、例えば、導電性コンタクト８６３及び／又は
端子８２４が、拡張ボンドパッドの形態であり、裏面導電性コンタクト及び端子が互いに
直面するように位置合せされる場合、裏面導電性コンタクト８６３を、導電性相互接続素
子１６１４を使用することなく端子８２４に直接電気的に接続することができる。
【０１７８】
　幾つかの実施形態では、特定の超小型電子ユニット８１０の全ての端子（例えば、キャ
リア構造体８３０の表面８３１に位置する各端子８２４若しくは導電性コンタクト８６２
、又は裏面８３２に位置する各導電性コンタクト８６３）を、隣接する超小型電子ユニッ
ト８１０の対応する端子に接続する必要はない。
【０１７９】
　図１０、図２０又は図２１を参照して上述したように、ウェハ１６０８ａ、１６０８ｂ
、１６０８ｃ及び１６０８ｄを、積層して合わせて電気的に接続することができる。ウェ
ハ１６０８が合わせて接続された後、積層アセンブリを、個々の超小型電子ユニット８１
０の間の境界に位置するダイシングレーン１６１２に沿って切断することにより、個々の
積層アセンブリ１６０１、１６０２及び１６０３を生成することができる。
【０１８０】
　図１０、図２０及び図２１を参照して上述したように、特定の積層アセンブリ１６０１
、１６０２又は１６０３における各超小型電子ユニット８１０は、その積層アセンブリに
おける他の任意のキャリア構造体の凹部に比較して異なる幅の凹部８４０を含むことがで
きる。さらに、各超小型電子ユニット８１０は、その積層アセンブリにおける他の任意の
超小型電子ユニットに含まれている超小型電子素子とは異なる幅の超小型電子素子８２０
を含むことができる。
【０１８１】
　ここで、図２３Ａ～図２５を参照して、超小型電子ユニット１７１０を製造する方法に
ついて説明する。方法は、図２～図７を参照して示し上述したものと同じ初期ステップを
共有するが、図１Ａを参照して上述したステップを行うことによって方法を終了するので
はなく、後述するステップが行われる。
【０１８２】
　ここで図２３Ａ及び図２４を参照すると、例えば、研削プロセス、研磨プロセス又はエ
ッチングプロセスを用いて、キャリア構造体３０の初期裏面３２’を、超小型電子素子２
０の初期底面２２’とともに平坦化することができる。キャリア構造体３０の厚さを、初
期厚さＴ１から厚さＴ４まで低減することができ、超小型電子素子２０の厚さを、初期底
面２２’から材料を除去することによって低減することができ、それにより、超小型電子
素子２０の上面２１により近い最終底面２２が生成される。例えば、厚さＴ１を、約６０
０μｍから約１ｍｍとすることができ、厚さＴ４を、約７０μｍから約２００μｍとする
ことができる。
【０１８３】
　図２３Ａに示す超小型電子ユニット１７１０を製造する段階の代替実施形態では、図２
３Ｂに示す超小型電子ユニット１７１０’を、研削プロセス、研磨プロセス又はエッチン
グプロセスが行われる前に生成することができる。図２３Ｂに示す実施形態では、各孔５
０’は、表面３１からキャリア構造体３０’を通って、初期裏面３２’の真下の底面３４
まで延在することができる。孔５０’は、くぼみ形状を有するように示されており、それ
らの幅は、表面３１より孔５０’内の底面３４の方が大きい。他の例では、孔５０’は、
表面及び底面において同じ幅を有することができるか、又は、それらの底面よりそれらの
表面の方が大きい幅を有することができる。
【０１８４】
　初期裏面３２’を研削、研磨又はエッチングすることによってキャリア構造体３０’を
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平坦化した後、孔５０’は、図２４に示すようにキャリア構造体を通して完全に延在する
ように、裏面３２において露出している。特定の例では、孔は、裏面からキャリア構造体
を通って、初期表面の真下の位置まで延在することができ、それにより、上面を平坦化す
るステップの後、孔はキャリア構造体の上面において露出している。部分的にキャリア構
造体を通って延在する孔を形成するステップと、平坦化ステップ中に孔を露出させるステ
ップとを、本明細書に開示するキャリア構造体実施形態のいずれにも適用することができ
る。
【０１８５】
　図２４及び図２５に示すように、底部に内面を有する図１Ａに示す凹部４０ではなく、
キャリア構造体３０’’を通って表面３１から裏面３２まで完全に延在している開口部４
３を有するキャリア構造体３０’’が生成される。特定の実施形態では、キャリア構造体
３０の初期裏面３２’を研削、研磨又はエッチングすることによって開口部４３を生成す
るのではなく、開口部４３を含むリング形状を有するキャリア構造体３０’’を形成する
ことができる。
【０１８６】
　そして、図２５を参照すると、キャリア構造体３０の裏面３２に誘電体層７３が施され
、孔５０内に導電性ビア６０が形成される。各導電性ビア６０は、誘電体層又は領域（図
示しないが、他の実施形態に関して上述した誘電体層及び／又は領域を堆積させるために
使用したものに類似する方法で堆積している）によって、それぞれの孔５０の内面５１か
ら絶縁される。
【０１８７】
　そして、トレース６４並びに導電性コンタクト６２及び６３が形成されて、端子２４を
導電性ビア６０に電気的に接続する。幾つかの実施形態では、導電性コンタクト６２及び
６３並びにトレース６４を、単一の無電解堆積ステップ中に導電性ビア６０とともに形成
することができる。他の実施形態では、導電性ビア６０並びに他の導電性素子６２、６３
及び６４を、別個の無電解堆積ステップによって形成することができる。
【０１８８】
　超小型電子ユニットを形成する本明細書に開示した方法を、単一キャリア構造体等の超
小型電子基板に適用することができるか、又は、同時に処理するために固定具に若しくは
キャリアに規定された間隔で保持することができる複数のキャリア構造体に、同時に適用
することができる。代替的に、本明細書に開示した方法を、ウェハレベル、パネルレベル
又はストリップレベルのスケールで、複数のキャリア構造体に関して同時に上述したよう
な処理を行うように、キャリア構造体、又はウェハ若しくはウェハの一部の形態で合わせ
て取り付けられる複数のキャリア構造体を含む素子に適用することができる。
【０１８９】
　上述した構造体は、並外れた３次元相互接続機能を提供する。これらの機能を任意のタ
イプのチップで使用することができる。単に例として、チップの以下の組合せを、上述し
たような構造体に含めることができる。すなわち、（ｉ）プロセッサ及びプロセッサと使
用されるメモリ、（ｉｉ）同じタイプの複数のメモリチップ、（ｉｉｉ）ＤＲＡＭ及びＳ
ＲＡＭ等の多様なタイプの複数のメモリチップ、（ｉｖ）画像センサ及びセンサからの画
像を処理するために使用される画像プロセッサ、（ｖ）特定用途向け集積回路（「ＡＳＩ
Ｃ」）及びメモリである。
【０１９０】
　上述した構造体を、多様な電子システムの構成で利用することができる。例えば、本発
明の更なる実施形態によるシステム１８００は、他の電子コンポーネント１８０８及び１
８１０とともに上述したような構造体１８０６を含む。説明した例では、コンポーネント
１８０８は半導体チップであり、コンポーネント１８１０が表示画面であるが、他の任意
のコンポーネントを使用することができる。当然ながら、例示を明確にするために図２６
には２つの追加のコンポーネントのみを示すが、本システムは、任意の数のこうしたコン
ポーネントを含むことができる。上述した構造体１８０６を、例えば、図１Ａ及び図１Ｂ
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に関連して上述したような超小型電子ユニット、又は図１０を参照して説明したような複
数の超小型電子ユニットを組み込んだ構造体とすることができる。更なる変形形態では、
両方を提供することができ、任意の数のこうした構造体を使用することができる。
【０１９１】
　構造体１８０６並びにコンポーネント１８０８及び１８１０は、破線で概略的に示す共
通ハウジング１８０１内に取り付けられ、必要に応じて互いに電気的に相互接続されて所
望の回路を形成する。図示する例示的なシステムでは、システムは、可撓性印刷回路基板
等の回路パネル１８０２を含み、回路パネルは、コンポーネントを互いに相互接続する多
数の導体１８０４を含み、それらのうちの１つのみを図２６に示す。しかしながら、これ
は単に例示的なものであり、電気接続をもたらす任意の適当な構造を使用することができ
る。
【０１９２】
　ハウジング１８０１は、例えば携帯電話又は携帯情報端末における使用可能なタイプの
携帯型ハウジングとして示されており、画面１８１０は、ハウジングの表面において露出
している。構造体１８０６が、撮像チップ等の感光素子を含む場合、光を構造体に誘導す
るために、レンズ１８１１又は他の光学デバイスも提供することができる。この場合もま
た、図２６に示す簡略化システムは単に例示的なものであり、上述した構造体を用いて、
デスクトップコンピュータ、ルータ等、一般に固定構造体とみなされるシステムを含む他
のシステムを作製することができる。
【０１９３】
　ビア及びビア導電体は、同時係属の本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願第１
２／８４２，６１２号、同第１２／８４２，６５１号、同第１２／８４２，６６９号、同
第１２／８４２，６９２号及び同第１２／８４２，７１７号に、かつ米国特許出願公開第
２００８／０２４６１３６号により詳細に開示されているもの等のプロセスによって形成
することができ、それらの開示内容は、引用することにより本明細書の一部をなすものと
する。
【０１９４】
　本発明は特定の実施形態を参照しながら本明細書において説明されてきたが、これらの
実施形態は本発明の原理及び応用形態を例示するにすぎないことは理解されたい。それゆ
え、添付の特許請求の範囲によって規定されるような本発明の趣旨及び範囲から逸脱する
ことなく、例示的な実施形態に数多くの変更を加えることができること、及び他の構成を
考案することができることは理解されたい。
【０１９５】
　本明細書において記述される種々の従属請求項及び他の特徴は、初期の請求項において
提示されるのとは異なる方法において組み合わせることができることは理解されよう。ま
た、個々の実施形態との関連で説明された特徴は、記述される実施形態のうちの他の実施
形態と共用できることも理解されよう。
【産業上の利用可能性】
【０１９６】
　本発明は、限定はしないが、超小型電子ユニット及び超小型電子ユニットを製造する方
法を含む、広範な産業上の利用可能性を有する。
　出願当初の特許請求の範囲の記載は、以下の通りであった。
　請求項１：
　超小型電子ユニットであって、
　キャリア構造体であって、表面と、該表面から離れている裏面と、該キャリア構造体の
前記表面における開口部及び該表面の下方に位置する内面を有する凹部とを有し、半導体
材料又はガラスのうちの少なくとも一方を含む、キャリア構造体と、
　前記内面に隣接する底面と、該底面から離れている上面と、該上面における複数のコン
タクトとを有する超小型電子素子と、
　前記超小型電子素子の前記コンタクトに電気的に接続された端子であって、前記キャリ
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ア構造体から電気的に絶縁されている、端子と、
　前記超小型電子素子の少なくとも前記上面に接触する誘電体領域であって、前記キャリ
ア構造体の前記表面と同一平面上に又はその上方に位置する平面を有し、前記端子は、外
部素子と相互接続するために該誘電体領域の表面において露出している、誘電体領域と、
を含んでなる、超小型電子ユニット。
　請求項２：
　前記端子は、前記キャリア構造体の前記表面において露出している、請求項１に記載の
超小型電子ユニット。
　請求項３：
　前記端子は、前記キャリア構造体の上方に延在している、請求項２に記載の超小型電子
ユニット。
　請求項４：
　前記超小型電子素子は、前記上面と前記底面との間に少なくとも１つの縁面を有し、前
記平面の横方向における前記端子のうちの少なくとも１つの位置は、前記超小型電子素子
の前記縁面と前記凹部の境界を画する前記キャリア構造体の面との間である、請求項１に
記載の超小型電子ユニット。
　請求項５：
　前記端子は導電性ボンドパッドを含む、請求項１に記載の超小型電子ユニット。
　請求項６：
　前記端子は拡張ボンドパッドを含み、該拡張ボンドパッドは前記超小型電子素子の前記
コンタクトと接触する、請求項１に記載の超小型電子ユニット。
　請求項７：
　前記キャリア構造体は外側金属仕上げ層を含み、それにより、前記キャリア構造体はヒ
ートスプレッダとして機能するように構成される、請求項１に記載の超小型電子ユニット
。
　請求項８：
　誘電体材料が、前記キャリア構造体の前記表面全体を覆う、請求項１に記載の超小型電
子ユニット。
　請求項９：
　前記キャリア構造体は半導体材料を含み、前記誘電体領域は電気化学的に堆積したポリ
マである、請求項１に記載の超小型電子ユニット。
　請求項１０：
　前記キャリア構造体はガラスを含み、スプレーコーティング又はスピンコーティングさ
れたコンプライアント誘電体材料が前記凹部の前記内面を覆う、請求項１に記載の超小型
電子ユニット。
　請求項１１：
　前記キャリア構造体の前記裏面から前記表面まで延在する複数の導電性ビアをさらに含
んでなる、請求項１に記載の超小型電子ユニット。
　請求項１２：
　各ビアは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反対側の端部における
第２の幅とを有し、前記第２の幅は前記第１の幅とは異なる、請求項１１に記載の超小型
電子ユニット。
　請求項１３：
　前記端子は拡張ボンドパッドを含み、各ボンドパッドは、それぞれのビアを前記超小型
電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続する、請求項１１に記載の超小型電子ユ
ニット。
　請求項１４：
　前記誘電体領域は、前記凹部の側壁と前記超小型電子素子との間に延在している、請求
項１に記載の超小型電子ユニット。
　請求項１５：
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　前記誘電体領域の主面から前記キャリア構造体を通って前記裏面まで延在する複数の導
電性ビアをさらに含んでなる、請求項１４に記載の超小型電子ユニット。
　請求項１６：
　各ビアは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反対側の端部における
第２の幅とを有し、前記第２の幅は前記第１の幅とは異なる、請求項１５に記載の超小型
電子ユニット。
　請求項１７：
　前記端子は拡張ボンドパッドを含み、各ボンドパッドは、それぞれのビアを前記超小型
電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続する、請求項１５に記載の超小型電子ユ
ニット。
　請求項１８：
　少なくとも第１の超小型電子ユニット及び第２の超小型電子ユニットを備える超小型電
子アセンブリであって、各超小型電子ユニットは請求項１に記載のものであり、前記第１
の超小型電子ユニットは前記第２の超小型電子ユニットと積層されており、その中の前記
それぞれの超小型電子素子の前記コンタクトは、前記第１の超小型電子ユニットの前記端
子及び前記第２の超小型電子ユニットの前記端子を介して電気的に接続されている、少な
くとも第１の超小型電子ユニット及び第２の超小型電子ユニットを備える超小型電子アセ
ンブリ。
　請求項１９：
　前記第１の超小型電子ユニットは、第１のキャリア構造体の前記裏面において露出して
いる第１の端子を備え、前記第２の超小型電子ユニットは、第２のキャリア構造体の前記
表面において露出している第２の端子を備え、前記第１の超小型電子素子は、前記第１の
端子及び前記第２の端子を介して前記第２の超小型電子素子に電気的に接続されている、
請求項１８に記載の超小型電子アセンブリ。
　請求項２０：
　前記第１のキャリア構造体は、その表面に沿った横方向において第１の幅を有する第１
の凹部を備え、前記第２のキャリア構造体は、その表面に沿った横方向において第２の幅
を画定する第２の凹部を備え、前記第２の幅は前記第１の幅と異なる、請求項１９に記載
の超小型電子アセンブリ。
　請求項２１：
　前記超小型電子素子は第１の超小型電子素子であり、前記超小型電子ユニットは、前記
凹部の前記内面に隣接する底面と、該底面から離れている上面と、該上面における複数の
コンタクトとを有する第２の超小型電子素子をさらに含んでなる、請求項１に記載の超小
型電子ユニット。
　請求項２２：
　前記凹部は第１の凹部であり、前記超小型電子素子は第１の超小型電子素子であり、前
記キャリア構造体は、該キャリア構造体の前記表面における開口部及び該表面の下方に位
置する内面を有する第２の凹部を有し、前記超小型ユニットは、前記第２の凹部の前記内
面に隣接する底面と、該底面から離れている上面と、該上面における複数のコンタクトと
を有する第２の超小型電子素子をさらに含んでなる、請求項１に記載の超小型電子ユニッ
ト。
　請求項２３：
　超小型電子ユニットであって、
　キャリア構造体であって、表面と、該表面から離れている裏面と、該キャリア構造体の
前記表面における開口部及び該表面の下方に位置する内面を有する凹部とを有し、半導体
材料又はガラスのうちの少なくとも一方を含む、キャリア構造体と、
　前記内面に隣接する上面と、該上面から離れている底面と、前記上面における複数のコ
ンタクトとを有する超小型電子素子と、
　前記超小型電子素子の前記コンタクトに電気的に接続された端子であって、前記キャリ
ア構造体から電気的に絶縁されている、端子と、
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　前記超小型電子素子の少なくとも前記底面と接触する誘電体領域であって、前記キャリ
ア構造体の前記表面と同一平面上に又はその上方に位置する平面を画定する誘電体領域と
、
を含んでなる、超小型電子ユニット。
　請求項２４：
　前記超小型電子素子は、前記上面と前記底面との間に少なくとも１つの縁面を有し、前
記平面の横方向における前記端子のうちの少なくとも１つの位置は、前記超小型電子素子
の前記縁面と前記凹部の境界を画する前記キャリア構造体の面との間にある、請求項２３
に記載の超小型電子ユニット。
　請求項２５：
　前記超小型電子素子の前記底面は、前記キャリア構造体の前記表面と同一平面上にある
、請求項２３に記載の超小型電子ユニット。
　請求項２６：
　前記端子は、前記キャリア構造体の前記表面において露出している、請求項２３に記載
の超小型電子ユニット。
　請求項２７：
　前記端子は、前記キャリア構造体の上方に延在している、請求項２６に記載の超小型電
子ユニット。
　請求項２８：
　前記端子は導電性ボンドパッドを含む、請求項２３に記載の超小型電子ユニット。
　請求項２９：
　前記端子は拡張ボンドパッドを含み、該拡張ボンドパッドは、前記凹部内において前記
超小型電子素子の前記コンタクトまで延在している導体と接触する、請求項２３に記載の
超小型電子ユニット。
　請求項３０：
　前記キャリア構造体は外側金属仕上げ層を含み、それにより、前記キャリア構造体はヒ
ートスプレッダとして機能するように構成される、請求項２３に記載の超小型電子ユニッ
ト。
　請求項３１：
　誘電体材料が、前記キャリア構造体の前記表面全体を覆う、請求項２３に記載の超小型
電子ユニット。
　請求項３２：
　前記キャリア構造体は半導体材料を含み、前記誘電体領域は電気化学的に堆積したポリ
マである、請求項２３に記載の超小型電子ユニット。
　請求項３３：
　前記キャリア構造体はガラスを含み、スプレーコーティング又はスピンコーティングさ
れたコンプライアント誘電体材料が前記凹部の前記内面を覆う、請求項２３に記載の超小
型電子ユニット。
　請求項３４：
　前記キャリア構造体の前記裏面から前記内面まで延在する複数の導電性ビアをさらに含
んでなる、請求項２３に記載の超小型電子ユニット。
　請求項３５：
　各ビアは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反対側の端部における
第２の幅とを有し、前記第２の幅は前記第１の幅とは異なる、請求項３４に記載の超小型
電子ユニット。
　請求項３６：
　前記端子は拡張ボンドパッドを含み、各ボンドパッドは、それぞれのビアを前記超小型
電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続する、請求項３４に記載の超小型電子ユ
ニット。
　請求項３７：
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　前記キャリア構造体の前記裏面から前記表面まで延在する複数の導電性ビアをさらに含
んでなる、請求項２３に記載の超小型電子ユニット。
　請求項３８：
　各ビアは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反対側の端部における
第２の幅とを有し、前記第２の幅は前記第１の幅とは異なる、請求項３７に記載の超小型
電子ユニット。
　請求項３９：
　前記端子は拡張ボンドパッドを含み、各ボンドパッドは、それぞれのビアを前記超小型
電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続する、請求項３７に記載の超小型電子ユ
ニット。
　請求項４０：
　前記誘電体領域は、前記凹部の側壁と前記超小型電子素子との間に延在している、請求
項２３に記載の超小型電子ユニット。
　請求項４１：
　前記誘電体領域の主面から前記キャリア構造体を通って前記裏面まで延在する複数の導
電性ビアをさらに含んでなる、請求項４０に記載の超小型電子ユニット。
　請求項４２：
　各ビアは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反対側の端部における
第２の幅とを有し、前記第２の幅は前記第１の幅とは異なる、請求項４１に記載の超小型
電子ユニット。
　請求項４３：
　前記端子は拡張ボンドパッドを含み、各ボンドパッドは、それぞれのビアを前記超小型
電子素子のそれぞれのコンタクトに電気的に接続する、請求項４１に記載の超小型電子ユ
ニット。
　請求項４４：
　少なくとも第１の超小型電子ユニット及び第２の超小型電子ユニットを備える超小型電
子アセンブリであって、各超小型電子ユニットは請求項２３に記載のものであり、前記第
１の超小型電子ユニットは前記第２の超小型電子ユニットと積層されており、その中の前
記それぞれの超小型電子素子の前記コンタクトは、前記第１の超小型電子ユニットの前記
端子及び前記第２の超小型電子ユニットの前記端子を介して電気的に接続されている、少
なくとも第１の超小型電子ユニット及び第２の超小型電子ユニットを備える超小型電子ア
センブリ。
　請求項４５：
　前記第１の超小型電子ユニットは、第１のキャリア構造体の前記裏面において露出して
いる第１の端子を備え、前記第２の超小型電子ユニットは、第２のキャリア構造体の前記
表面において露出している第２の端子を備え、前記第１の超小型電子素子は、前記第１の
端子及び前記第２の端子を介して前記第２の超小型電子素子に電気的に接続されている、
請求項４４に記載の超小型電子アセンブリ。
　請求項４６：
　前記第１のキャリア構造体は、その表面に沿った横方向において第１の幅を有する第１
の凹部を備え、前記第２のキャリア構造体は、その表面に沿った横方向において第２の幅
を画定する第２の凹部を備え、前記第２の幅は前記第１の幅と異なる、請求項４５に記載
の超小型電子アセンブリ。
　請求項４７：
　前記超小型電子素子は第１の超小型電子素子であり、前記超小型電子ユニットは、前記
凹部の前記内面に隣接する上面と、該上面から離れている底面と、該上面における複数の
コンタクトとを有する第２の超小型電子素子をさらに含んでなる、請求項２３に記載の超
小型電子ユニット。
　請求項４８：
　前記凹部は、前記キャリア構造体の前記表面における開口部及び該表面の下方に位置す
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る内面を有する第１の凹部であり、前記超小型ユニットは、第２の凹部の前記内面に隣接
する上面と、該上面から離れている底面と、前記上面における複数のコンタクトとを有す
る第２の超小型電子素子をさらに含んでなる、請求項２３に記載の超小型電子ユニット。
　請求項４９：
　超小型電子ユニットであって、
　キャリア構造体であって、表面と、該表面から離れている裏面と、前記表面から前記裏
面まで該キャリア構造体を通って延在する開口部とを有し、半導体材料又はガラスのうち
の少なくとも一方を含む、キャリア構造体と、
　前記開口部の横縁面に隣接する縁面と、前記底面から離れている上面と、該上面におけ
る複数のコンタクトとを有する超小型電子素子と、
　前記超小型電子素子の前記縁面と接触している誘電体領域と、
　前記表面及び前記誘電体領域によって画定される平面において、又は前記裏面及び前記
誘電体領域によって画定される平面において露出している端子であって、前記超小型電子
素子の前記コンタクトと電気的に接続されている、端子と、
　前記誘電体領域に沿って延在し、前記コンタクトを前記端子に電気的に接続するトレー
スと、
を含んでなる、超小型電子ユニット。
　請求項５０：
　前記端子の第１のサブセットは、前記誘電体領域の表面側平面において露出し、前記端
子の第２のサブセットは、外部素子と相互接続するために前記誘電体領域の裏面側平面に
おいて露出している、請求項４９に記載の超小型電子ユニット。
　請求項５１：
　前記表面から前記キャリア構造体を通って前記裏面まで延在する複数の導電性ビアをさ
らに含んでなる、請求項４９に記載の超小型電子ユニット。
　請求項５２：
　各ビアは、前記キャリア構造体の前記裏面における第１の幅と、反対側の端部における
第２の幅とを有し、前記第２の幅は前記第１の幅とは異なる、請求項５１に記載の超小型
電子ユニット。
　請求項５３：
　前記誘電体領域は、前記開口部の壁と前記超小型電子素子との間に延在している、請求
項４９に記載の超小型電子ユニット。
　請求項５４：
　前記表面側平面から前記誘電体領域を通って前記裏面側平面まで延在する複数の導電性
ビアをさらに含んでなる、請求項５３に記載の超小型電子ユニット。
　請求項５５：
　前記表面側平面から前記誘電体領域を通って前記超小型電子素子の前記コンタクトまで
延在する複数の導電性ビアをさらに含んでなる、請求項４９に記載の超小型電子ユニット
。
　請求項５６：
　前記裏面側平面から前記誘電体領域を通って前記超小型電子素子の前記コンタクトまで
延在する複数の導電性ビアをさらに含んでなる、請求項４９に記載の超小型電子ユニット
。
　請求項５７：
　超小型電子ユニットを製造する方法であって、
　上面及び該上面から離れている底面と、前記上面における複数のコンタクトとを有する
超小型電子素子を、表面及び該表面から離れている裏面を有するキャリア構造体であって
、半導体材料又はガラスのうちの少なくとも一方を含む、キャリア構造体の凹部内に配置
するとともに、前記コンタクトを前記キャリア構造体の端子に電気的に相互接続するステ
ップであって、前記超小型電子素子の前記上面又は前記裏面は前記凹部内の前記キャリア
構造体の内面に隣接して配置される、配置するとともに電気的に相互接続するステップと
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、
　前記凹部に誘電体領域を施すステップであって、該誘電体領域は前記超小型電子素子の
少なくとも前記上面と接触する、施すステップと、
　前記誘電体領域を平坦化して、前記キャリア構造体の前記表面と同一平面上に又はその
上方に位置する平面を画定する、平坦化するステップと、
を含む、超小型電子ユニットを製造する方法。
　請求項５８：
　フォトリソグラフィパターニングプロセスを用いて前記誘電体領域にトレースをめっき
するステップをさらに含む、請求項５７に記載の方法。
　請求項５９：
　前記凹部に誘電体領域を施す前記ステップは、前記凹部の前記内面全体の上に層を施す
ステップを含む、請求項５７に記載の方法。
　請求項６０：
　請求項５７に記載の方法を含む超小型電子ユニットの積層アセンブリを製造する方法で
あって、
　第２の超小型電子ユニットの上部に第１の超小型電子ユニットを積層するステップと、
　前記第１の超小型電子ユニットを前記第２の超小型電子ユニットに導電性ボンド材を介
して接合するステップと、
をさらに含む、請求項５７に記載の方法を含む超小型電子ユニットの積層アセンブリを製
造する方法。
　請求項６１：
　前記誘電体領域を平坦化する前記ステップは、前記超小型電子素子の前記底面及び前記
キャリア構造体の前記表面の一部を研削、研磨又はエッチングするステップを含む、請求
項５７に記載の方法。
　請求項６２：
　前記超小型電子素子の前記底面は、前記凹部内の前記キャリア構造体の前記内面に隣接
して配置され、前記方法は、前記超小型電子素子の前記底面が前記キャリア構造体の前記
裏面において露出するまで、前記超小型電子素子の前記底面及び前記キャリア構造体の前
記裏面の一部を研削するステップをさらに含む、請求項５７に記載の方法。
　請求項６３：
　前記表面から前記キャリア構造体通って前記裏面まで延在する複数の導電性ビアを形成
するステップをさらに含む、を請求項６２に記載の方法。
　請求項６４：
　前記複数の導電性ビアを形成する前記ステップは、前記表面から前記キャリア構造体を
通って前記裏面の真下にある位置まで延在する複数のソケットを形成するステップを含み
、前記キャリア構造体の前記裏面の一部を研削する前記ステップは、前記複数のソケット
が前記裏面において露出し、それにより前記複数の導電性ビアになるまで、前記裏面を研
削するステップを含む、請求項６３に記載の方法。
　請求項６５：
　前記誘電体領域の主面から前記キャリア構造体を通って前記裏面まで延在する複数の導
電性ビアを形成するステップをさらに含む、請求項５７に記載の方法。
　請求項６６：
　前記裏面から前記キャリア構造体を通って前記表面まで延在する複数の導電性ビアを形
成するステップをさらに含む、請求項５７に記載の方法。
　請求項６７：
　前記複数の導電性ビアを形成する前記ステップは、前記裏面から前記キャリア構造体を
通って前記表面の真下にある位置まで延在する複数のソケットを形成するステップを含み
、前記誘電体領域を平坦化する前記ステップは、前記複数のソケットが前記表面において
露出し、それにより前記複数の導電性ビアになるまで、前記キャリア構造体の前記表面を
研削、研磨又はエッチングするステップを含む、請求項６６に記載の方法。
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　請求項６８：
　前記凹部を形成する前記ステップと、前記複数の導電性ビアを形成する前記ステップと
、前記端子を形成する前記ステップと、前記誘電体領域を施す前記ステップと、前記誘電
体領域を平坦化する前記ステップとは、前記キャリア構造体がその縁において少なくとも
１つの他のキャリア構造体に取り付けられたままである間に行われる、請求項６６に記載
の方法。
　請求項６９：
　請求項６６に記載の方法を含む超小型電子ユニットの積層アセンブリを製造する方法で
あって、
　第２の超小型電子ユニットの上部に第１の超小型電子ユニットを積層するステップと、
　前記第１の超小型電子ユニットを前記第２の超小型電子ユニットに接合するステップと
、
をさらに含み、
　前記複数の導電性ビアを形成する前記ステップと、前記第１の超小型電子ユニットを前
記第２の超小型電子ユニットに接合する前記ステップとは、前記積層するステップの後に
前記第１の超小型電子ユニット及び前記第２の超小型電子ユニットの両方を通って延在す
る孔をあけるステップと、該孔を導電性材料でめっきするステップとを含む、請求項６６
に記載の方法を含む超小型電子ユニットの積層アセンブリを製造する方法。
　請求項７０：
　前記凹部の前記内面から前記キャリア構造体を通って前記裏面まで延在する複数の導電
性ビアを形成するステップさらに含む、請求項５７に記載の超小型電子ユニット。
　請求項７１：
　前記凹部を形成する前記ステップと、前記複数の導電性ビアを形成する前記ステップと
、前記端子を形成する前記ステップと、前記誘電体領域を施す前記ステップと、前記誘電
体領域を平坦化する前記ステップとは、前記キャリア構造体がその縁において少なくとも
１つの他のキャリア構造体に取り付けられたままである間に行われる、請求項７０に記載
の方法。
　請求項７２：
　請求項７０に記載の方法を含む超小型電子ユニットの積層アセンブリを製造する方法で
あって、
　第２の超小型電子ユニットの上部に第１の超小型電子ユニットを積層するステップと、
　前記第１の超小型電子ユニットを前記第２の超小型電子ユニットに導電性ボンド材を介
して接合するステップと、
をさらに含む、請求項７０に記載の方法を含む超小型電子ユニットの積層アセンブリを製
造する方法。
　請求項７３：
　前記超小型電子素子の前記コンタクトを前記凹部の前記内面に隣接して位置する導電性
パッドに接合するステップをさらに含み、複数の導電性ビアを形成する前記ステップは、
前記キャリア構造体の前記裏面から前記導電性パッドまで延在するビアを形成するステッ
プを含む、請求項７０に記載の方法。
　請求項７４：
　前記超小型電子素子を、前記凹部の前記内面をコーティングする誘電体層に接合するス
テップをさらに含み、複数の導電性ビアを形成する前記ステップは、前記キャリア構造体
の前記裏面から前記超小型電子素子の前記コンタクトまで延在する孔を形成するステップ
を含み、複数の導電性ビアを形成する前記ステップは、前記孔を電気めっきすることによ
って行われる、請求項７０に記載の方法。
　請求項７５：
　請求項１、２３又は４９のいずれか一項に記載の超小型電子ユニットと、前記構造体に
電気的に接続された１つ又は複数の他の電子コンポーネントとを含んでなるシステム。
　請求項７６：
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　ハウジングをさらに含んでなり、前記超小型電子ユニット及び前記他の電子コンポーネ
ントは前記ハウジングに実装される、請求項７５に記載のシステム。
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