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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁材料層からなる基板の第１の側に局所的に存在するシリコンアイランド部に半導体素
子が形成され、さらに前記基板の第１の側に前記半導体素子に接続された導体トラック及
び外部接続するためのボンディングパッドを有する導体トラックのパターンが形成され、
前記ボンディングパッドは前記シリコンアイランド部に隣接して前記基板上に直接形成さ
れ、前記基板および前記導体トラックのパターンの上に支持本体が接着層で結合された後
に、前記基板の前記ボンディングパッドの領域に前記支持本体とは反対の第２の側から外
部接続のための窓が形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
請求項１に記載の半導体装置において、前記基板は第1の側に埋め込み絶縁層が形成され
たシリコンスライスを第２の側から前記埋め込み絶縁層まで除去して形成したことを特徴
とする半導体装置。
【請求項３】
請求項２に記載の半導体装置において、前記埋め込み絶縁層が、シリコンと共に絶縁性材
料を構成するイオンのイオン注入によりシリコンスライス中に形成されていることを特徴
とする半導体装置。
【請求項４】
請求項３に記載の半導体装置において、前記埋め込み絶縁層が、窒素又は酸素のイオン注
入によりシリコンスライス中に形成されていることを特徴とする半導体装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、基板が接着層により結合されている支持本体を有する半導体装置であって、前
記基板には、前記支持本体と対向する第１の側に半導体素子が形成され、さらに基板の支
持本体とは反対の第２の側から外部接続するための接点電極（又は、ボンディングパッド
）を有する導体トラックのパターンが形成されている半導体装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置は単一の半導体素子又は多数の半導体素子を有し、前者の場合ディスクリート
な半導体装置となり、後者の場合集積化された半導体装置となる。半導体素子は、例えば
バイポーラトランジスタ又は電界効果トランジスタとすることができる。これらの能動素
子に加えて、半導体装置は、例えばコイル、キャパシタ及び光導波路のような受動素子を
有することもできる。
【０００３】
基板は、実際に半導体素子の製造中に２００℃を超える温度に数回加熱される。この場合
、例えば半導体領域の形成中約９００℃まで加熱され、半導体材料層のエピタキシャル成
長中には約１０００℃まで加熱され、絶縁性材料層の体積中約４００～７００℃まで加熱
される。半導体装置が形成された後、基板はさらに別の処理工程において、約２００℃以
上の温度に加熱される。従って、半導体素子を有する基板は、例えばエポキシ又はアクリ
ル接着剤のような合成樹脂の接着剤によりガラスから成る支持本体に接合することができ
る。ガラスは半導体材料の膨張係数とは異なる膨張係数を有することが許容されている。
【０００４】
米国特許第４９８０３０８号明細書には、冒頭部で述べた型式の半導体装置において、導
体トラックのパターンが支持本体と対向する第１の側及び支持本体とは反対側の第２の側
にそれぞれ部分的に形成されている半導体装置が開示されている。これら基板の両方の側
に形成されている導体トラックのパターンの部分は基板に形成した接続領域により相互接
続されている。半導体装置の外部接続は基板の第２の側で行われる。
【０００５】
基板の第１の側のパターンの部分は、基板が接着剤により支持本体に接合される前に形成
され、第２の側のパターン部分はこの接合後に形成されている。実際には、接合処理の前
に行われる処理工程は半導体素子の製造に好適な特別のクリーンルームで実行され、接合
処理自身及びその後の処理工程は好ましくは最終装置に好適なクリーン度の低いクリーン
ルームで行われる。この場合、導体トラックのパターンの２個の部分は別の室内で形成さ
れる。これら２個の比較的複雑なパターン部分の製造は微細な寸法の導体トラックを形成
するための金属化処理が必要となるので、両方のルーム内に極めて高価な体積装置及びリ
ソグラフィ装置を設置する必要がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、冒頭部で述べた半導体装置において、クリーンルームに設置されるべき
高価な体積装置及びリソグラフィ装置を有する２個の別々の室内で製造されるが、他方の
室内は最終の装着処理に好適な室内とされるように改善することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この目的を達成するため、本発明による半導体装置は、外部接続用の接点電極を有する導
体トラックのパターンが基板の第１の側に形成され、基板のボンディングパッドの領域に
第２の側から外部接続するための窓が形成されていることを特徴とする。
【０００８】
基板の半導体素子が形成されている側と同一の側に形成されている導体トラックのパター
ンは、体積装置及びリソグラフィ装置を有する極めて高いクリーン度の空間（クリーンル
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ーム）内で形成することができる。導体トラックのパターンには外部接続用のボンディン
グパッドが形成される。これらのボンディングパッドすなわち接点電極は、実際には例え
ば１００μｍの長さ及び幅を有し比較的大きなものである。基板が支持本体に接合された
後、外部接続用の窓が最終の装着工程に適当な空間内において第２の側から基板に形成す
ることができる。これらの窓は、例えば９０μｍの長さ及び幅を有する接点電極よりも僅
かに小さい。このため、これらの窓は比較的大きく、簡単な手段により安価な方法で、高
価な体積装置やリソグラフィ装置を用いることなく、形成することができる。これらの窓
は簡単なコンタクトマスクを用いて通常の方法でフォトレジスト層に規定することができ
、その後エッチング沿中で基板に窓をエッチング形成することができる。この半導体装置
は、このようにして形成した窓を介して外部へ接触させることができる。
【０００９】
基板は半導体材料の通常のフライスとすることができる。半導体素子及び接点電極を有す
る導体トラックのパターンはスライスの第１の側に形成することができる。外部接続用の
窓は第２の側からエッチング形成される。この場合、スライスが厚いことは欠点となる。
この厚さは、接点電極及び接点窓の長さ及び幅に比べて大きい。好ましくは、基板は、こ
れらの寸法よりも小さい厚さ、例えば１０μｍ以下とする。
【００１０】
基板が絶縁材料層で構成され半導体素子が基板に存在するシリコン層に形成される場合、
基板は極めて薄くすることができる。これにより、１μｍ以下の厚さの基板を実現するこ
とができ、上記寸法の窓を簡単に形成することができる。基板を形成する絶縁層は、その
全表面に亘ってシリコン層でおおうことができる。次に、接点電極を有する導体トラック
のパターンをシリコン層上に形成する。この場合、外部接続用の窓は絶縁層だけをエッチ
ングすることにより又は絶縁層及びシリコン層をエッチングすることにより形成すること
ができる。前者の場合設けられる外部接点素子と接点電極との間に薄いシリコン層が存在
し、後者の場合シリコン層は存在しない。前者の場合、シリコン層の接点電極の領域に高
濃度の不純物を添加することにより小さい接点抵抗を実現することができる。後者の場合
、接点抵抗は最小になる。しかしながらいずれの場合にも、設けられる接点層は、半導体
素子の設計に配慮されるべきシリコンに接続される。
【００１１】
好ましくは、シリコン層は半導体素子が存在するアイランド部に隣接するシリコン酸化物
に変換され、接点電極はこのアイランド部と隣接するシリコン酸化物上に形成する。或い
は、シリコン層はアイランド部の形態として基板上に局部的に存在し、接点電極はシリコ
ンアイランド部に隣接する基板上に形成する。前者の場合、接点窓は基板だけでなく、シ
リコン酸化物にも形成される。いずれの場合においても、接点電極は窓のエッチング形成
中に露出されるので、配置される接点素子は接点電極と直接接触する。従って、接触抵抗
は最小になる。接点抵抗は半導体から十分に分離されるので、接点抵抗は十分に独立して
設計することができる。
【００１２】
基板がシリコンスライスで形成され、このシリコンスライスの第１の側に埋込絶縁層まで
除去する場合、半導体装置を簡単な方法で作ることができる。この場合、半導体素子は、
クリーンルーム中において通常の方法で第１の側の埋込絶縁層の上側に存在するシリコン
層のシリコンスライスに形成することができる。この後、シリコン層が第１の側から局部
的に除去された後、導体トラックのパターンを形成することができる。次に、スライスを
、その第１の側において接合層により支持本体に結合することができ、この後シリコンを
第２の側から埋込絶縁層まで除去する。最後に、支持本体とは反対の第２の側から窓を形
成することができる。
【００１３】
以下図面を参照して本発明を詳細に説明する。
【００１４】
【実施例】
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図１は接着層２により基板３が結合されている支持本体１を有する半導体装置を線図的断
面図として示す。この基板３には、その支持本体と対向する第１の側４に半導体素子５が
形成され、さらに基板の支持本体と反対側の第２の側８からの外部接点用の接点電極又は
ボンディングパッド７を有する導体トラックのパターンが形成されている。
【００１５】
本例では、単一の半導体素子５、ここではバイポーラトランジスタを形成する。しかしな
がら、実際にはこの半導体装置は多数のこのような素子を有することができる。前者の場
合は個別の半導体装置に関係し、後者の場合は集積化された半導体装置に関連する。この
半導体素子は、図示のバイポーラトランジスタ５の代わりに電界効果トランジスタとする
ことができる。この半導体装置は、これら能動素子に加えて例えばコイル、キャパシタ、
及び光導波路のような能動素子を有することができる。
【００１６】
本発明では、外部接続用の接点電極７を有する導体トラック６のパターンを基板３の第１
の側４に形成し、この第１の側に接点電極７の領域で第２の側８から外部接続用の窓９を
形成する。
【００１７】
接着層２により基板３を支持本体に結合する工程に先立つ処理工程は半導体素子を製造す
るのに好適な特別なクリーンルームで行い、接着自身及びその後の処理工程は好ましくは
最終の装着のために設置されているよりクリーン度の低いクリーンルームの外部で行う。
半導体素子及び導体パターンを形成するためには複雑な処理が必要であり、このためには
極めて高価な堆積装置及びリソグラフィ装置が用いられる。本発明の半導体装置の製造に
おける最終の装着空間には、このような高価な装置は不要である。
【００１８】
半導体素子と同一の側に形成されている導体トラックのパターンは堆積装置及びリソグラ
フィ装置によりクリーンルーム内で形成することができる。導体トラック６のパターンに
は、この工程中に外部接続用の接点電極７を形成する。ボンディングパッドとも称される
これらの接点電極は、比較的大きく、実際には例えば１００μｍの長さ及び幅を有する。
次に、基板３を支持本体に結合した後、第２の側８からの外部接続用の窓９を最終的な実
装に好適な空間内で基板に形成する。これらの窓は接点電極７よりも僅かに小さく例えば
約９０μｍの長さ及び幅を有する。このため、これらの窓は比較的大きく、堆積装置やリ
ソグラフィ装置を用いることなく、簡単な手段により安価に形成することができる。窓８
は、通常の方法で簡単な接点マスクによりフォトレデスト層に規定することができ、その
後エッチング浴内で基板をエッチングすることにより形成することができる。この接点素
子１０を有する半導体装置は、このようにして形成した窓９を介して外部から接触するこ
とができる。
【００１９】
図１の実施例の基板３は絶縁材料層とし、半導体素子５はこの基板３上に存在するシリコ
ン層１１に形成する。以下の説明から明らかなように、この基板３は窓９の長さ及び幅よ
りも小さい厚さのものとして形成することができる。この厚さは１μｍ以下とすることが
できる。上記寸法の窓９は簡単な方法で形成できる。これは、基板が通常の半導体材料の
スライスか否かによる。このスライスの厚さは窓をエッチングする際の欠点となる。この
厚さは接点電極及び接点窓の長さ及び幅に比べて大きい。
【００２０】
図１の実施例において、基板３を形成する絶縁層はその全表面をシリコン層１１で覆う。
接点電極７を有する導体トラックのパターン６はシリコン層上に形成する。外部接続用の
窓９は基板層３だけをエッチングすることにより形成する。シリコン層１１は、設けられ
る外部の接点素子１０と接点電極７との間に存在する。接点素子と接点電極との間接触抵
抗を小さくするため、シリコン層１１の接点電極の領域には高濃度の不純物を添加する。
シリコン層１１はシリコン酸化物の絶縁性部分１２により島状部分１３及び１４に副分割
して、接点素子１０がシリコン層１１の半導体素子５が形成されている部分と接触するの
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を防止する。島状部分１３は半導体素子５を含み、島状部分１４は接点素子１０を接点電
極７に接続する。接続性部分１２はシリコン層１１を局部酸化することにより通常の方法
で形成することができる。
【００２１】
窓８は基板３だけでなくシリコン層１１にも形成することができる。この場合、接点素子
１０は接点電極７に直接接触する。図示されていないこの場合にも、窓がエッチング形成
されるシリコン層の部分１４は半導体素子が形成されている部分１３から絶縁する必要が
ある。この場合、分離部分１２はシリコン層１１を局部酸化することにより通常の方法で
形成することができる。
【００２２】
図２に示す実施例において、図１の実施例の対応する構成要素には同一の符号が付されて
おり、シリコン層は、半導体素子５が形成される島状部分１５に隣接する全表面にわたっ
て局部酸化により絶縁性シリコン酸化部分に変換する。接点電極７は島状部分１５に隣接
する絶縁層１２に形成する。窓９は基板３だけでなる絶縁層１２もエッチングすることに
より形成する。接点電極７は窓９のエッチングにより露出するので、設けられる接点素子
１０は接点電極７と直接接触する。従って、接点抵抗は小さくなる。
【００２３】
図３に示す実施例において、図１の実施例と対応する構成要素には同一の符号が付されて
おり、シリコン層は島状部分１５の形態として基板３に局部的に存在し、接点電極７はこ
の島状部分１５に隣接する基板３上に直接形成する。接点電極７は窓９にエッチング形成
により露出するので、設けられる接点素子１０は接点電極７と直接接触する。従って、接
点抵抗は最小になる。接点電極７は半導体素子から十分に分離される。
【００２４】
図４～７は図３の半導体装置の数個の製造工程を断面図及び平面図として線図的に示す。
このスライスの第１の側４に、厚さが約０．４μｍのシリコン酸化物の絶縁層３、ｃｃ当
たり約１０20原子の比較的高い不純物濃度で厚さが約０．１μｍのシリコン層１７、及び
ｃｃ当たり約１０16原子の比較的低い不純物濃度で厚さが約０．１μｍのシリコン層１８
を形成する。このスライスは通常のウェファボンディング技術により製造することができ
る。この技術により、シリコン酸化物上部層が形成されている第１のシリコンスライスを
、この上部層側に第２のシリコンスライスに結合し、その後酸化層上にシリコンの薄い層
だけが残存するまで第１のスライスの側からシリコンを除去する。好ましくは、埋め込み
絶縁層３をイオン注入によりシリコンスライスに形成し、これら窒素や酸素イオンはシリ
コンと共に絶縁性材料を構成する。例えば酸素イオン注入によりシリコン酸化層３を約０
．１μｍの深さに形成し、このシリコン酸化層３上の約０．１μｍの厚さの層１７にリン
を上記濃度に添加し、最後に不純物濃度層１８を層１７上にエピタキシャル成長させるこ
とにより、シリコン酸化物層３及び不純物が添加されたシリコン層１７及び１８を有する
スライス１６がシリコンスライスとして得られる。
【００２５】
図５及び６は平面図及び断面図であり、絶縁性のアイランド部１５をシリコン層に形成す
る。このため、本例では絶縁層３から層１７及び１８の一部を除去する。その後、バイポ
ーラトランジスタ５をシリコンアイランド部１５に通常の方法で形成し、約５×１０17の
ボロン原子が添加されているベース領域１９及び約１０20の砒素原子が添加されているエ
ミッタ領域２０を形成する。次に、シリコンアイランド部にシリコン酸化層２１を形成し
、窓２２及び２３を形成してベース領域１９及びエミッタ領域２０にコンタクトを形成す
る。
【００２６】
トランジスタ５を形成した後、接点電極７を有する導体トラック６のパターンを基板３上
にアルミニウムを堆積することにより形成する。図面を明瞭にするため、この半導体装置
は図面上スケール通りに表示されていない。例えば、導体トラック６は実際には約１～１
０μｍの幅を有し、接点電極は例えば約１００μｍの長さ及び幅を有している。
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【００２７】
これに、基板全体に別の絶縁層２４を形成し、その第１の側４を接着層２により支持本体
１に結合する。この接着材は、例えばエポキシ又はアクリル接着剤とし、支持本体１は例
えばガラスプレートとする。次にシリコンスライス６を形成層３まで除去する。このため
、スライス６の第２の側８に、絶縁層３が数μｍに近づくまでケミカル－メカニカル　ポ
リシング処理を施し、その後絶縁層３をＫＯＨのエッチング沿にさらす。このエッチング
処理は、絶縁性酸化シリコン層３に到達する瞬時に停止する。
【００２８】
トランジスタ５の製造中に、スライス６は２００℃を超える温度に数回加熱される。すな
わち、層１８のエピタキシャル成長中に約１０００℃まで加熱し、半導体領域１９及び２
０の形成中に約９００℃に加熱され、絶縁性材料２１及び２４の層体積中に約１００～７
００℃まで加熱する。トランジスタが形成された後、エポキシ又はアクリル接着層の剛性
樹脂接着層２によりスライス１６をガラス支持体本体１に結合する。ガラスは、半導体材
料の膨張係数とは異なる膨張係数を有することができる。
【００２９】
最後に、約９０μｍの長さ及び幅を有する窓９を基板３に通常の方法で接点マスク及びＨ
Ｆを含むエッチング沿を用いて形成する。最終的に、接点素子１０は第２の側から設ける
ことができる。本例の接点素子は、通常のワイヤボンディング技術により形成する。或い
は、接点素子は電気化学的に成長した金属部材（バンプ）により形成することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明による半導体装置の第１実施例を線図的断面図として示す。
【図２】本発明による半導体装置の第２実施例を線図的断面図として示す。
【図３】本発明による半導体装置の第３実施例を線図的断面図として示す。
【図４】図３に示す半導体装置の製造工程を示す線図的断面図である。
【図５】図３に示す半導体装置の製造工程を示す線図的平面図である。
【図６】図３に示す半導体装置の製造工程を示す線図的断面図である。
【図７】図３に示す半導体装置の製造工程を示す線図的断面図である。
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