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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板（１０２）の表面に配列された複数の入出力パッド（２００）と、
　貫通する複数の開口部（２３０）を有する外側誘電層（１０８）にして、後記するコン
プライアント誘電層（１０６）より機械的に堅い外側誘電層（１８）と、
　前記外側誘電層（１０８）と前記半導体基板（１０２）の表面との間に配置され、貫通
する複数の開口部（２１０）を有し、弾性を有したポリマー材料からなるコンプライアン
ト誘電層（１０６）と、
　複数の導電性コンプライアント・バンプ（１０４）とを有した半導体デバイス（１００
）であって、
　各々の導電性コンプライアント・バンプ（１０４）がそれぞれ異なる入出力パッド（２
００）の上に形成されて、それに対応し、各々の導電性コンプライアント・バンプ（１０
４）が、前記コンプライアント誘電層（１０６）及び前記外側誘電層（１０８）における
それぞれ異なる開口部（２１０、２３０）を通り、
　各々の導電性コンプライアント・バンプ（１０４）が、
　はんだ濡れ性を有する導電性はんだ可能導体要素（２４０）と、
　導電性はんだ可能導体要素（２４０）と対応する１つの入出力パッド（２００）との間
に配置され、導電性はんだ可能導体要素（２４０）を対応する１つの入出力パッド（２０
０）に結合する、導電性金属含有ポリマー材料から形成された弾性変形可能な導電性コン
プライアント体（２２０）とを有していて、
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　該導電性コンプライアント体（２２０）が前記入出力パッド（２００）の表面から前記
コンプライアント誘電層（１０６）の表面まで延在していて、前記導電性はんだ可能導体
要素（２４０）が前記コンプライアント誘電層（１０６）の表面から前記外側誘電層（１
０８）を通って延在している、半導体デバイス。
【請求項２】
　前記半導体デバイス（１００）がチップ・スケール・パッケージである、請求項１に記
載の半導体デバイス。
【請求項３】
　各々の導電性コンプライアント・バンプ（１０４）の導電性はんだ可能導体要素（２４
０）が、鉛、錫、カドミウム、インジウム、ビスマス、ガリウム、銅、銀、白金、パラジ
ウム、ニッケル及び金より成る群から選択される少なくとも１つの金属を含む、請求項１
に記載の半導体デバイス。
【請求項４】
　各々の導電性コンプライアント・バンプ（１０４）の導電性はんだ可能導体要素（２４
０）が、鉛、錫、カドミウム、インジウム、ビスマス及びガリウムより成る群から選択さ
れる少なくとも２つの金属を含む合金を含む、請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項５】
　各々の導電性コンプライアント・バンプ（１０４）の導電性コンプライアント体（２２
０）が、導電性はんだ可能導体要素（２４０）と対応する入出力パッド（２００）の間に
導電路を形成する、請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項６】
　前記ポリマー材料は、エポキシ、シリコーン、ポリアミド、アクリレートポリマー又は
アクリレートコポリマーを含む、請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項７】
　各々の導電性コンプライアント・バンプ（１０４）の導電性コンプライアント体（２２
０）が、銀、金及びパラジウムより成る群から選択される少なくとも１つの充填材物質を
さらに含み、少なくとも１つの充填材物質は、導電性コンプライアント体（２２０）の導
電性を高めるのに使用される、請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項８】
　各々の前記入出力パッド（２００）は、半導体デバイス（１００）へ、又は半導体デバ
イス（１００）から電力又は電気信号を伝達するのに使用され、導電性コンプライアント
・バンプ（１０４）は半導体デバイス（１００）の電気端末を形成する、請求項１に記載
の半導体デバイス。
【請求項９】
　所定の１つの導電性コンプライアント・バンプ（１０４）の導電性コンプライアント体
（２２０）が、対応する１つの入出力パッド（２００）、及び所定の１つの導電性コンプ
ライアント・バンプ（１０４）の導電性はんだ可能導体要素（２４０）と直に接触する、
請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項１０】
　前記コンプライアント誘電層（１０６）及び前記外側誘電層（１０８）における前記開
口部（２１０、２３０）が、前記半導体基板（１０２）の表面の前記入出力パッド（２０
０）の部分に対応する、請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項１１】
　前記コンプライアント誘電層（１０６）が、前記外側誘電層（１０８）、及び前記半導
体基板（１０２）の表面に対する応力緩和を提供する、請求項１に記載の半導体デバイス
。
【請求項１２】
　前記ポリマー材料は、エポキシ、シリコーン、ポリアミド、アクリレートポリマー又は
アクリレートコポリマーを含む、請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項１３】
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　前記外側誘電層（１０８）はポリマー材料からなる、請求項１に記載の半導体デバイス
。
【請求項１４】
　前記ポリマー材料は、エポキシ、シリコーン、ポリアミド、アクリレートポリマー又は
アクリレートコポリマーを含む、請求項１３に記載の半導体デバイス。
【請求項１５】
　前記外側誘電層（１０８）は無機誘電体から成っている、請求項１に記載の半導体デバ
イス。
【請求項１６】
　前記無機誘電体が、二酸化珪素及び窒化珪素より成る群から選択される、請求項１５に
記載の半導体デバイス。
【請求項１７】
　前記外側誘電層（１０８）が、前記コンプライアント誘電層（１０６）のヤング率より
大きいヤング率を有する、請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項１８】
　前記外側誘電層（１０８）が、前記コンプライアント誘電層（１０６）のヤング率の少
なくとも二倍のヤング率を有する、請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項１９】
　請求項１に記載の半導体デバイス（１００）を形成する方法であって、
　表面に複数の入出力パッド（２００）が配列された半導体基板（１０２）の表面にポリ
マー材料からなる弾性を有したコンプライアント誘電層（１０６）にして、貫通する複数
の開口部（２１０）を有し、該開口部（２１０）の各々が、それぞれ異なる前記入出力パ
ッド（２００）を露出させるコンプライアント誘電層（１０６）を形成する工程と、
　導電性金属含有ポリマー材料から形成された弾性変形可能な導電性コンプライアント体
（２２０）を、各々の導電性コンプライアント体（２２０）が、対応する前記開口部（２
１０）によって露出された前記入出力パッド（２００）の各々に電気的に結合されるよう
に、前記コンプライアント誘電層（１０６）の前記開口部（２１０）の各々内に形成する
工程と、
　前記コンプライアント誘電層（１０６）に、該コンプライアント誘電層（１０６）より
機械的に堅い外側誘電層（１０８）にして、貫通する複数の開口部（２３０）を有し、該
開口部（２３０）の各々が、それぞれ異なる前記導電性コンプライアント体（２２０）を
露出させる外側誘電層（１０８）形成する工程と、及び
　はんだ濡れ性を有する導電性はんだ可能導体要素（２４０）を、各々の導電性はんだ可
能導体要素（２４０）が、対応する開口部によって露出された前記導電性コンプライアン
ト体（２２０）に電気的に結合されるように、前記外側誘電層（１０８）の前記開口部（
２３０）の各々に形成する工程とを含む、半導体デバイス形成方法。
【請求項２０】
　前記導電性コンプライアント体（２２０）を前記コンプライアント誘電層（１０６）の
前記開口部（２１０）の各々に形成する工程が、
　前記導電性コンプライアント体（２２０）を、各々の前記コンプライアント体（２２０
）の下面が、対応する前記開口部（２１０）によって露出された前記入出力パッド（２０
０）の上面に直に接触することにより、対応する前記開口部（２１０）によって露出され
た前記入出力パッド（２００）に電気的に結合されるように、前記コンプライアント誘電
層（１０６）の前記開口部（２１０）の各々に形成する工程を含む、請求項１９に記載の
方法。
【請求項２１】
　前記導電性はんだ可能導体要素（２４０）が、鉛、錫、カドミウム、インジウム、ビス
マス、ガリウム、銅、銀、白金、パラジウム、ニッケル及び金より成る群から選択される
少なくとも１つの金属を含むことを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
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　請求項１に記載の半導体デバイス（１００）を形成する方法であって、
　半導体基板（１０２）の表面に配列された複数の入出力パッド（２００）の各々に導電
性金属皮膜要素（３００）にして、該導電性金属被膜要素（３００）の外周が、対応する
前記入出力パッド（２００）の外周を越えて伸び、該導電性金属被膜要素（３００）が、
接着層、バリヤ層、又は接着層及びバリヤ層として機能する導電性金属皮膜要素（３００
）を形成する工程と、
　前記半導体基板（１０２）の表面にポリマー材料からなる弾性を有したコンプライアン
ト誘電層（１０６）にして、該コンプライアント誘電層（１０６）が、貫通する複数の開
口部（２１０）を有し、該開口部（２１０）の各々が、それぞれ異なる前記導電性金属被
膜要素（３００）を露出させるコンプライアント誘電層（１０６）を形成する工程と、
　導電性金属含有ポリマー材料から形成された弾性変形可能な導電性コンプライアント体
（２２０）を、該導電性コンプライアント体（２２０）の各々が、対応する前記開口部に
よって露出された前記導電性金属被膜要素（３００）に電気的に結合されるように、前記
コンプライアント誘電層（１０６）の前記開口部（２１０）に形成する工程と、
　前記コンプライアント誘電層（１０６）に、前記コンプライアント誘電層（１０６）よ
り機械的に堅い外側誘電層（１０８）にして、貫通する複数の開口部（２３０）を有し、
該開口部（２３０）の各々が、それぞれ異なる前記導電性コンプライアント体（２２０）
を露出させる外側誘電層（１０８）を形成する工程と、及び
　濡れ性を有する導電性はんだ可能導体要素（２４０）を、該導電性はんだ可能導体要素
（２４０）が、対応する前記開口部（２３０）によって露出された前記導電性コンプライ
アント体（２２０）に電気的に結合されるように、前記外側誘電層（１０８）の前記開口
部（２３０）の各々に形成する工程とを含む、半導体デバイス形成方法。
【請求項２３】
　前記導電性金属被膜要素（３００）が、クロム、銅、金、銀、チタン及びタングステン
より成る群から選択される少なくとも１つの金属の層を含むことを含む、請求項２２に記
載の方法。
【請求項２４】
　前記導電性はんだ可能導体要素（２４０）が、鉛、錫、カドミウム、インジウム、ビス
マス、ガリウム、銅、銀、白金、パラジウム、ニッケル及び金より成る群から選択される
少なくとも１つの金属を含むことを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　請求項１に記載の半導体デバイス（１００）を形成する方法であって、
　半導体基板（１０２）の表面に、ポリマー材料からなる弾性を有したコンプライアント
誘電層（１０６）にして、貫通する複数の開口部（２１０）を有し、該開口部（２１０）
の各々が、前記半導体基板（１０２）の表面に配列された複数の入出力パッド（２００）
のそれぞれを露出させるコンプライアント誘電層（１０６）を形成する工程と、
　導電性金属含有ポリマー材料から形成された弾性変形可能な導電性コンプライアント体
（２２０）を、該導電性コンプライアント体（２２０）の各々が、対応する開口部（２１
０）によって露出された前記複数の入出力パッド（２００）のそれぞれに電気的に結合さ
れるように、前記コンプライアント誘電層（１０６）の前記開口部（２１０）の各々に形
成する工程と、
　前記導電性コンプライアント体（２２０）の各々の上に導電性金属被膜要素（４００）
にして、該導電性金属被膜要素（４００）が、前記コンプライアント体（２２０）を実質
的に覆い、接着層、バリヤ層、又は接着層及びバリヤ層として機能する導電性金属皮膜要
素（４００）を形成する工程と、
　前記コンプライアント誘電層（１０６）上に前記コンプライアント誘電層（１０６）よ
り機械的に堅い外側誘電層（１０８）にして、貫通する複数の開口部（２３０）を有し、
該開口部（２３０）の各々が、それぞれ異なる前記導電性金属被膜要素（４００）を露出
させる外側誘電層（１０８）を形成する工程と、及び
　はんだ濡れ性を有する導電性はんだ可能導体要素（２４０）を、該導電性はんだ可能導
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体要素（２４０）が、対応する開口部（２３０）によって露出された前記導電性金属皮膜
要素（４００）に電気的に結合されるように、前記外側誘電層（１０８）の前記開口部（
２３０）の各々に形成する工程を含む、半導体デバイス形成方法。
【請求項２６】
　前記導電性金属被膜要素（４００）が、クロム、銅、金、銀、チタン及びタングステン
より成る群から選択される少なくとも１つの金属の層を含むことを含む、請求項２５に記
載の方法。
【請求項２７】
　前記導電性はんだ可能導体要素（２４０）が、鉛、錫、カドミウム、インジウム、ビス
マス、ガリウム、銅、銀、白金、パラジウム、ニッケル及び金より成る群から選択される
少なくとも１つの金属を含むことを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　請求項１に記載の半導体デバイス（１００）を形成する方法であって、
　半導体基板（１０２）の表面に配列された複数の入出力パッド（２００）の各々上に第
１の導電性金属皮膜要素（３００）にして、該第１の導電性金属被膜要素（３００）の外
周が、対応する前記入出力パッド（２００）の外周を越えて伸び、接着層、バリヤ層、又
は接着層及びバリヤ層として機能する第１の導電性金属被膜要素（３００）を形成する工
程と、
　前記半導体基板（１０２）の表面にポリマー材料からなる弾性を有したコンプライアン
ト誘電層（１０６）にして、貫通する複数の開口部（２１０）を有し、該開口部（２１０
）の各々が、それぞれ異なる前記第１の導電性金属被膜要素（３００）を露出させるコン
プライアント誘電層（１０６）を形成する工程と、
　導電性金属含有ポリマー材料から形成された弾性変形可能な導電性コンプライアント体
（２２０）を、該導電性コンプライアント体（２２０）の各々が、対応する前記開口部（
２１０）によって露出された前記第１の導電性金属被膜要素（３００）に電気的に結合さ
れるように、前記コンプライアント誘電層（１０６）の前記開口部（２１０）の各々内に
形成する工程と、
　前記導電性コンプライアント体（２２０）の各々の上に第２の導電性金属被膜要素（４
００）にして、前記導電性コンプライアント体（２２０）を実質的に覆い、接着層、バリ
ヤ層、又は接着層及びバリヤ層として機能する第２の導電性金属被膜要素（４００）を形
成する工程と、
　前記コンプライアント誘電層（１０６）上に前記コンプライアント誘電層（１０６）よ
り機械的に堅い外側誘電層（１０８）にして、貫通する複数の開口部（２３０）を有し、
該開口部（２３０）の各々が、それぞれ異なる前記第２の導電性金属被膜要素（４００）
を露出させる外側誘電層（１０８）を形成する工程と、及び
　はんだ濡れ性を有する導電性はんだ可能導体要素（２４０）を、該導電性はんだ可能導
体要素（２４０）が、対応する開口部（２３０）によって露出された前記第２の導電性金
属被膜要素（４００）に電気的に結合されるように、前記外側誘電層（１０８）の開口部
（２３０）の各々内に形成する工程を含む、半導体デバイス形成方法。
【請求項２９】
　前記第１の導電性金属被膜要素（３００）が、クロム、銅、金、銀、チタン及びタング
ステンより成る群から選択される少なくとも１つの金属の層を含むことを含む、請求項２
８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第２の導電性金属被膜要素（４００）が、クロム、銅、金、銀、チタン及びタング
ステンより成る群から選択される少なくとも１つの金属の層を含むことを含む、請求項２
８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記導電性はんだ可能導体要素（２４０）が、鉛、錫、カドミウム、インジウム、ビス
マス、ガリウム、銅、銀、白金、パラジウム、ニッケル及び金より成る群から選択される
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少なくとも１つの金属を含むことを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　基板（６０２）と、該基板（６０２）の表面に配列された複数のボンディング・パッド
（６０４）とを備えたコンポーネント（６００）であって、前記ボンディング・パッド（
６０４）が第１のパターンに従って配列されるコンポーネント（６００）と、
　請求項１から１８のいずれか１項に記載の半導体デバイス（１００）とを備え、
　前記半導体デバイス（１００）の前記複数の入出力パッド（２００）が前記第１のパタ
ーンの鏡像である第２のパターンに従って前記半導体デバイスの基板（１０２）の表面に
配列されており、
　前記コンポーネント（６００）の前記ボンディング・パッド（６０４）が、前記半導体
デバイス（１００）の前記入出力パッド（２００）に近接し、電気的に結合されている装
置。
【請求項３３】
　前記半導体デバイス（１００）がチップ・スケール・パッケージである、請求項３２に
記載の装置。
【請求項３４】
　前記コンポーネント（６００）の前記基板（６０２）がプラスチック物質から成る、請
求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
　前記コンポーネント（６００）の前記基板（６０２）がセラミック物質から成る、請求
項３２に記載の装置。
【請求項３６】
　基板（６０２）と、該基板（６０２）の表面に第１のパターンに従って配列された複数
のボンディング・パッド（６０４）とを備えたコンポーネント（６００）を設ける工程と
、
　複数の入出力パッド（２００）が前記第１のパターンの鏡像である第２のパターンに従
って半導体デバイスの半導体基板（１０２）の表面に配列されている、請求項１から１８
のいずれか１項に記載の半導体デバイス（１００）を設ける工程と、
　前記コンポーネント（６００）の前記ボンディング・パッド（６０４）にはんだ被膜層
（６１０）を形成する工程と、
　前記コンポーネント（６００）の前記ボンディング・パッド（６０４）上に形成された
前記はんだ被膜層（６１０）に前記半導体デバイス（１００）の前記コンプライアント・
バンプ（１０４）を接触させる工程と、及び
　前記はんだ被膜層（６１０）が溶融するまで、前記コンポーネント（６００）の前記基
板（６０２）又は前記半導体デバイス（１００）の前記半導体基板（１０２）を加熱する
工程とを含む、装置形成方法。
【請求項３７】
　前記半導体デバイス（１００）を設ける工程が、前記半導体基板（１０２）と、該半導
体基板（１０２）の表面に前記第１のパターンの鏡像である第２のパターンに従って配列
された複数の入出力パッド（２００）とを備えた半導体デバイス（１００）を設ける工程
から成る、請求項３６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概ね端末を有する電気装置に関し、より詳細には、電気接続を形成するため
のエリア・アレイ端末を有する電気装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路の製造時、シリコーン基板上に形成され、究極的に外部デバイスに接続される
信号線は、入出力（Ｉ／Ｏ）パッドと呼ばれる平坦な金属接点領域で終端する。製造後、
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集積回路（すなわちチップ）は、一般的に、保護半導体デバイス・パッケージ内に固定さ
れる。次いで、集積回路の各入出力パッドは、デバイス・パッケージの１つ又は複数の電
気端末に接続される。
【０００３】
　デバイス・パッケージの電気端末は、一般的に、パッケージの周囲、又はパッケージの
下面にわたって二次元アレイに配列される。集積回路の入出力パッドをデバイス・パッケ
ージの端末に接続するのに、一般的に金属導体が使用される。金属導体は、例えば、微細
金属ボンド・ワイヤ、デバイス・パッケージの基板の上及び／又は内部に形成されるトレ
ース（すなわち信号線）、テープ自動ボンディング又はＴＡＢテープの如き軟質キャリヤ
・フィルム又は積層板の上及び／又は内部に形成されるトレース、あるいはリード・フレ
ームでありうる。周辺端末デバイス・パッケージは、例えば、相互接続装置（例えば、プ
リント回路基板又はＰＣＢ）の穴に挿入するための「ピン」と呼ばれる端末、又は相互接
続装置の露出面上の平坦な金属接点領域に装着するための「リード」と呼ばれる端末を有
することができる。エリア・アレイ端末デバイス・パッケージは、一般的に、相互接続装
置の露出面上の平坦な金属パッドに装着するためのはんだ「ボール」又は「バンプ」を有
する。
【０００４】
　エリア・アレイ端末パッケージは、デバイス・パッケージの下面にわたって二次元アレ
イに配列される端末を有する。その結果、数百の端末を有するエリア・アレイ端末パッケ
ージの物理的寸法は、その周辺端末の物理的寸法よりはるかに小さい。そのようなより小
さいパッケージは、ラップトップ及びパームトップ・コンピュータ、又は携帯電話のよう
なハンドヘルド通信デバイスの如きポータブル・デバイス用途に極めて望ましいものであ
る。加えて、集積回路入出力パッドからデバイス・パッケージ端末までの信号線の長さが
より短いため、グリッド・アレイ・デバイス・パッケージの高周波電気性能は、一般的に
、対応する端末デバイス・パッケージの高周波電気性能より良好である。
【０００５】
　制御コラプス・チップ接続（Ｃ４）は、基板（例えば、ガラス繊維エポキシプリント回
路基板材又はセラミック基板）に集積回路を直接装着する公知の方法である。そのＣ４装
着法は、一般に、「フリップ・チップ」装着法と呼ばれている。Ｃ４装着の準備に際して
、一般的に、集積回路の入出力パッドを集積回路の下面上に二次元アレイに配列し、対応
するボンディング・パッドの集合体を基板の表面に形成する。集積回路の入出力パッドの
各々にはんだ「バンプ」を形成する。例えば、はんだ合金の構成金属のいくつかの層を集
積回路の入出力パッド上に積層することができる。金属層の積層に続いて、集積回路を加
熱して金属層を溶融させることができる。溶融金属は混ざり合ってはんだ合金を形成する
ことができ、はんだ合金の表面張力により、溶融金属が、集積回路の入出力パッドに半球
状のはんだ「バンプ」を形成することができる。一般的に、基板の各々のボンディング・
パッドにはんだペーストを付着させる。
【０００６】
　基板に対する集積回路のＣ４装着時に、集積回路の入出力パッド上のはんだバンプを、
基板の対応するボンディング・パッド上のはんだペーストに接触させて配置する。次いで
、基板及び集積回路を融解又は「再流動」するのに十分な時間加熱する。はんだが冷却さ
れると、集積回路の入出力パッドは、基板のボンディング・パッドに電気的かつ機械的に
結合される。
【０００７】
　一般的なタイプのエリア・アレイ端末デバイス・パッケージは、「フリップ・チップ」
ボール・グリッド・アレイ（ＢＧＡ）デバイス・パッケージである。典型的な「フリップ
・チップ」ＢＧＡデバイス・パッケージは、上述のＣ４又は「フリップ・チップ」装着法
を用いてより大きいパッケージ基板上に取りつけられた集積回路を含む。基板は、ボンデ
ィング・パッドの２つの集合体、すなわち集積回路に近接して上面に配列された第１集合
体、及びＢＧＡデバイス・パッケージの下面にわたって二次元アレイに配列された第２集
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合体を含む。基板の上及び／又は内部に形成された１つ又は複数の導電トレース層（すな
わち信号線）は、ボンディング・パッドの第１及び第２集合体のそれぞれの部材を接続す
る。ボンディング・パッドの第２集合体の部材はデバイス・パッケージ端末として機能す
る。ボンディング・パッドの第２集合体の各部材にはんだボールが装着される。はんだボ
ールにより、ＢＧＡデバイス・パッケージを接続装置（例えばＰＣＢ）に表面装着するこ
とが可能になる。
【０００８】
　問題は、集積回路とパッケージ基板の熱膨張係数（ＣＴＥ）が典型的に異なることであ
る。このＣＴＥの差によって、上述のはんだ再流動処理時に、はんだバンプ内に機械的応
力が発生する。さらに、パッケージ基板への集積回路の装着に続いて、集積回路は、動作
時に電力を損失させながら加熱され、非動作時に冷却される。ここでも、集積回路とパッ
ケージ基板のＣＴＥの差によって、生じる熱サイクル時に、はんだバンプ内に機械的応力
が発生する。検査せずに放置すると、これらの機械的応力により、許容できないほど少数
の熱サイクルの後ではんだバンプ接続部が摩耗、破損することになる。
【０００９】
　上述のＣＴＥの差の問題に対する一般的な解決策は、「フリップ・チップ」装着処理の
最終部分で、集積回路と基板の間の領域に下部充填材の層を形成することである。下部充
填材は、Ｃ４接続部を包含し、チップを基板に対して機械的に「固定」して、熱サイクル
時におけるはんだバンプ接続部の機械的応力を低減することにより、はんだバンプ接続部
の信頼性を著しく高める。しかし、下部充填材を使用してはんだバンプの応力を低減する
ことは、当該下部充填集積回路デバイス・パッケージのネットワークが極めて困難になる
という点において、他の問題を生じさせることが特に言及される。加えて、下部充填処理
は時間がかかり、半導体デバイス製造業であれば避けたい処理である。
【００１０】
　「チップ・スケール・パッケージ」又はＣＳＰという用語は、対応する集積回路寸法の
１．２倍以下の寸法を有するＢＧＡデバイス・パッケージを記述するのに用いられる。Ｃ
ＳＰは、サイズが小さいために、特にポータブル・デバイス用途に魅力的である。ＣＳＰ
の基板は、例えば、軟質フィルム又は積層板（例えばポリアミド・フィルム／積層板）、
硬質材料（例えばガラス繊維エポキシプリント回路基板材料又はセラミック）。あるいは
リード・フレームでありうる。
【００１１】
　より大きいＢＧＡデバイス・パッケージと異なり、はんだボールではなくはんだバンプ
を（例えば、はんだバンプを集積回路の入出力パッドの上に形成するのと同様にして）Ｃ
ＳＰ基板のボンディング・パッドの第２集合体の各部材上に形成する。ＣＳＰのはんだバ
ンプにより、ＣＳＰを相互接続装置（例えばＰＣＢ）に表面装着することが可能になる。
ＣＳＰ基板と相互接続装置のＣＴＥの差が比較的小さい場合は、ＣＳＰと相互接続装置の
間に形成されるはんだバンプ接続部の信頼性が十分に高くなるため、ＣＳＰ基板と相互接
続装置の間の領域に下部充填材を充填する必要がなくなる。このような状況では、相互接
続装置から不良ＣＳＰを除去し、その不良ＣＳＰを他のＣＳＰに取り換える（すなわちＣ
ＳＰを修繕する）ことが比較的容易になる。
【００１２】
　しかし、場合によっては、単に、入出力パッドのまわりの集積回路の下面に薄い保護被
膜を形成し、入出力パッドの上にはんだバンプを形成することによってＣＳＰを形成する
。この場合、ＣＳＰを相互接続装置（例えばＰＣＢ）に表面装着すると、集積回路基盤と
相互接続装置の間にＣＳＰ基板が存在しなくなる。このような状況では、集積回路と相互
接続装置のＣＴＥの差によって温度サイクル時に生じるはんだバンプ内の機械的応力によ
り、許容できないほど少数の熱サイクルの後にはんだバンプ接続部が摩耗、破損すること
になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１３】
　本発明は、コンプライアント電気端末付き集積回路デバイスであって、コンプライアン
ト電気端末は、集積回路と相互接続装置にＣＴＥの差があっても、下部充填材の使用を必
要とすることなく、集積回路デバイスと、集積回路デバイスが装着される相互接続装置（
例えばＰＣＢ）との間に極めて信頼性の高い電気接続部を達成する集積回路デバイスに向
けられる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　半導体基板の表面に配列された複数の入出力（Ｉ／Ｏ）パッドと、コンプライアント誘
電層と、外側誘電層と、複数の導電性コンプライアント相互接続バンプ（すなわちコンプ
ライアント・バンプ）とを含む半導体について説明する。半導体デバイスは、例えばチッ
プ・スケール・パッケージ（ＣＳＰ）でありうる。コンプライアント・バンプは、半導体
デバイスの電気端末を形成することができる。
【００１５】
　コンプライアント誘電層は、外側誘電層と半導体基板の表面との間に配置される。外側
誘電層及びコンプライアント誘電層は、ともにそれらを貫通する複数の開口部（すなわち
穴）を有する。各々のコンプライアント・バンプは、それぞれ異なる入出力パッド上に形
成され、それに対応し、コンプライアント誘電層及び外側誘電層及び外側誘電層における
それぞれ異なる開口部を通る。
【００１６】
　各々のコンプライアント・バンプは、導電性コンプライアント体と、導電性はんだ可能
導体要素とを含む。コンプライアント体は、はんだ可能導体要素と、対応する入出力パッ
ドとの間に配置される。コンプライアント体は、はんだ可能導体要素と、対応する入出力
パッドとの間に、機械的に柔軟な導電路を形成する。
【００１７】
　各々のはんだ可能導体要素は、はんだ濡れ性を有する。すなわち、はんだ可能導体要素
の露出面に接触する溶融はんだが、それらの表面に接着することで、はんだを使用して、
はんだ可能導体要素を、半導体デバイスが接続される要素（すなわち接続要素）の対応す
るボンディング・パッドに電気的かつ機械的に結合することが可能になる。
【００１８】
　コンプライアント体は、コンプライアント・バンプが閾値未満の力により弾性変形する
ことを可能にする。その結果、コンプライアント・バンプは、はんだバンプ接続部に特有
の摩耗や損傷を生じることなく、当該力に耐えることができる。このため、コンプライア
ント・バンプを使用した、半導体デバイスと接続要素の間の接続部の信頼性は、はんだバ
ンプの信頼性よりも高くなることが期待される。
【００１９】
　コンプライアント誘電層は、外側誘電層、及び半導体基板の表面に対する応力緩和を提
供することができる。コンプライアント誘電層に対向する外側誘電層の表面に力が加えら
れると、その力は、実質的にコンプライアント誘電層に伝達される。その力に応答して、
コンプライアント誘電層が変形し、外側誘電層が半導体基板の表面に対して移動すること
が可能になる。
【００２０】
　外側誘電層は、コンプライアント誘電層、及び半導体基板の表面に対する機械的保護を
提供することができる。コンプライアント誘電層に対向する外側誘電層の表面に力が加え
られると、外側誘電層は、コンプライアント誘電層より小さく変形し、コンプライアント
誘電層の比較的広い領域に力を分配する働きをする。
【００２１】
　半導体デバイスを形成するための方法の一実施例は、半導体基板の表面にコンプライア
ント誘電層を形成することを含む。コンプライアント誘電層の複数の開口部の各々は、そ
れぞれ異なる入出力パッドを露出させる。各々のコンプライアント体が、対応する開口部
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によって入出力パッドに電気的に結合されるように、コンプライアント体の１つがコンプ
ライアント誘電層の各々の開口部に形成される。外側誘電層は、コンプライアント誘電層
に形成される。外側誘電層の各々の開口部は、それぞれ異なるコンプライアント体を露出
させる。各々のはんだ可能導体要素が、対応する開口部によって露出されたコンプライア
ント体に電気的に結合されるように、はんだ可能導体要素の１つが、外側誘電層の各々の
開口部に形成される。半導体デバイスを形成する方法のいくつかの他の実施例を説明する
。
【００２２】
　半導体デバイス（例えば、上述の半導体デバイス）に接合されたコンポーネント（例え
ばプリント回路基板、パッケージ基板など）を含む装置について説明する。該コンポーネ
ントは、基板と、基板上に配列された複数のボンディング・パッドとを含み、ボンディン
グ・パッドは第１のパターンに従って配列される。半導体デバイスは、半導体基板と、半
導体基板の表面に配列された複数の入出力（Ｉ／Ｏ）パッドとを含み、入出力パッドは第
２のパターンに従って配列され、第２のパターンは第１のパターン（の例えば鏡像）と実
質的に同じである。
【００２３】
　半導体デバイスは、また、コンプライアント誘電層と、外側誘電層と、上述の導電性コ
ンプライアントとを含む。コンプライアント誘電層は、外側誘電層と半導体基板の表面と
の間に配置される。コンプライアント誘電層及び外側誘電層は、それらを貫通する複数の
開口部（すなわち穴）をそれぞれ有する。各々のコンプライアント・バンプは、コンプラ
イアント誘電層及び外側誘電層におけるそれぞれ異なる開口部を通る。該装置において、
コンポーネントのボンディング・パッドは、半導体デバイスの入出力パッドに近接し、か
つ電気的に結合される。
【００２４】
　上述の装置を形成する方法の一実施例は、コンポーネント及び半導体デバイスを設ける
ことを含む。コンポーネントのボンディング・パッドにはんだバンプを形成する。半導体
デバイスの入出力パッドを、コンポーネントのボンディング・パッド上に形成されたはん
だバンプと接触させる。はんだバンプが溶融するまで、コンポーネントの基板及び／又は
半導体デバイスの半導体基板を加熱する。はんだが冷却されると、半導体デバイスの入出
力パッドをコンポーネントのボンディング・パッドに機械的かつ電気的に結合する。
【実施例】
【００２５】
　同一の参照番号が同様の要素を示す添付の図面を参照しながら以下の説明を読むことに
よって、本発明を理解することができる。
【００２６】
　本発明には様々な改造及び代替形態が考えられるが、その具体的な実施例を図面の例に
よって示し、ここに詳細に説明する。しかし、ここでの具体的な実施例の説明は本発明を
開示された特定の形態に限定することを意図するのではなく、対照的に、添付の請求項に
規定される本発明の趣旨及び範囲に含まれるあらゆる改造、同等物及び代替物を包括する
ことを意図するものである。
【００２７】
　本発明の例示的な実施例を以下に説明する。理解しやすいように、実際の実施態様のす
べての特徴が本明細書に記載されているわけではない。勿論、当該実際の実施例の開発に
おいて、態様に応じて異なるであろう、システムに関わる制約や事業に関わる制約への適
合など、多くの実施態様特有の判断を行って開発者の具体的な目標を達成しなければなら
ないことが理解されるであろう。さらに、そのような開発努力は複雑で時間がかかるが、
この開示の恩典を受ける当業者にとっては日常業務であることが理解されるであろう。
【００２８】
　図１は、半導体基板１０２と、コンプライアント誘電層１０６と、外側誘電層１０８と
、コンプライアント誘電層１０６及び外側誘電層１０８における開口部を通る複数の導電
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性コンプライアント・バンプ１０４とを含む半導体デバイス１００の一実施例の部分斜視
図である。以下に説明するように、各々のコンプライアント・バンプ１０４は、半導体デ
バイス１００のそれぞれ異なる入出力パッド（不図示）に形成される。入出力パッドは基
板１０２の上面１０２Ａに配列され、半導体デバイス１００の電力及び／又は信号線を終
端させる。入出力パッドは、半導体デバイス１００の外部の回路を接続することを目的と
しており、コンプライアント・バンプ１０４は、半導体デバイス１００の電気端末を形成
する。
【００２９】
　図１に示されるように、コンプライアント誘電層１０６は、基板１０２の上面１０２Ａ
に配置される。外側誘電層１０８は、コンプライアント誘電層１０６が、外側誘電層１０
８と基板１０２の上面１０２Ａとの間に位置するように、コンプライアント誘電層１０６
に配置される。併せて、コンプライアント誘電層１０６及び外側誘電層１０８は、軟質不
活性化層、すなわち水分や汚染から基板１０２の上面１０２Ａを保護するシール層を形成
する。
【００３０】
　図１の実施例において、コンプライアント・バンプ１０４は、コンプライアント誘電層
１０６における開口部を通り、かつコンプライアント・バンプ１０４の上面１０４Ａが外
側誘電層１０８の上面１０８Ａから突出するように、外側誘電層１０８における開口部を
通る。基板１０２の上面１０２Ａが立面図基準面として機能する場合は、コンプライアン
ト・バンプ１０４の上面１０４Ａは、上面１０８Ａの上に突出する。
【００３１】
　製造時、半導体基板１０２は、はるかに大きい半導体ウェハの一部であってもよい。コ
ンプライアント・バンプ１０４は、製造時であって、かつ半導体基板１０２がより大きい
半導体ウェハから分離される前に、半導体基板１０２に形成されていてもよい。
【００３２】
　半導体基板１０２は、複数の能動電気デバイス及び／又は受動電気デバイスをその上又
は中に有することができる。複数の電気デバイスを相互接続して、１つ又は複数の電気回
路を形成することができる。このような状況では、半導体基板１０２を集積回路ダイと見
なすことができ、図１の半導体デバイス１００をチップ・スケール・パッケージ（ＣＳＰ
）と見なすことができる。
【００３３】
　入出力パッド、対応するコンプライアント・バンプ１０４、コンプライアント誘電層１
０６及び外側誘電層１０８が、半導体基板１０２の複数の面に存在しうることを注記する
。
【００３４】
　以下に説明するように、各々のコンプライアント・バンプ１０４は導電性コンプライア
ント体と、導電性はんだ可能導体要素とを含む。各々のコンプライアント・バンプ１０４
のコンプライアント体は半導体デバイス１００の入出力パッドに形成され、はんだ可能導
体要素はコンプライアント体に形成される。したがって、各々のコンプライアント・バン
プ１０４のコンプライアント体は半導体デバイス１００の入出力パッドと対応するはんだ
可能導体要素との間に配置され、入出力パッドを、対応するはんだ可能導体要素に電気的
に結合する。
【００３５】
　コンプライアント・バンプ１０４のはんだ可能導体要素は、半導体デバイス１００が接
続される（すなわち装着又は取りつけられる）要素（例えばプリント回路基板、デバイス
・パッケージ基板、集積回路ダイなど）の対応するボンディング・パッドに接触すること
を目的とする。以降、半導体デバイス１００が接続される要素を「接続要素」と呼ぶ。一
般に、はんだ可能導体要素は「はんだ濡れ性」を有する。すなわち、はんだ可能導体要素
の露出面に接触する溶融はんだがそれらの表面に接着する。しかして、はんだを使用して
、はんだ可能導体要素を接続要素の対応するボンディング・パッドに電気的かつ機械的に



(12) JP 4771658 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

結合することが可能になる。はんだ再流動動作を利用して、はんだを介してほぼ同時に、
コンプライアント・バンプ１０４のはんだ可能導体要素を接続要素の対応するボンディン
グ・パッドに結合することができる。
【００３６】
　主としてコンプライアント体の存在により、コンプライアント・バンプ１０４は、はん
だ可能導体要素と基板１０２の間に加えられる力を受けると、弾性変形することが可能で
ある。いくつかのはんだ可能導体要素と接続要素の対応するボンディング・パッドとの間
に存在する間隙を小さくするか、又はなくすために、はんだ可能導体要素を接続要素の対
応するボンディング・パッドに結合する最中に、半導体デバイス１００と、半導体デバイ
ス１００が接続される要素との間に当該力を意図的に生成することができる。当該間隙は
、一般的に、はんだ可能導体要素の高さの差、基板１０２及び／又は接続要素の表面の非
平面性などに起因する。
【００３７】
　当該力は、半導体デバイス１００の熱膨張係数（ＣＴＥ）が接続要素のＣＴＥと一致し
ない場合にも生成されるものと想定される。例えば、はんだ可能導体要素を接続要素の対
応するボンディング・パッドに結合するのに用いられるはんだ再流動動作時に、半導体デ
バイス１００と接続要素のＣＴＥの差によって当該力が生成されるものと想定される。は
んだ可能導体要素を接続要素の対応するボンディング・パッドに結合した後でも、半導体
デバイス１００と接続要素のＣＴＥの差によって熱サイクル時に当該力が生成されるもの
と想定される。
【００３８】
　当該力によって弾性変形するコンプライアント・バンプ１０４の能力は、コンプライア
ント・バンプ１０４が、はんだ被膜層接続部に特有の摩耗や破損を生じることなく当該力
に耐えることを可能にする。コンプライアント体は、はんだ可能導体要素と半導体デバイ
ス１００の対応するＩ／Ｏパッドとの間に機械的に柔軟な導電路を形成する。その結果、
コンプライアント・バンプ１０４を使用して半導体デバイス１００と接続要素の間に形成
された接続部の信頼性は、はんだ被膜層接続部より高いと想定される。
【００３９】
　次に、図２Ａから図２Ｅを用いて、図１の半導体デバイス１００を製造する方法の一実
施例を説明する。図２Ａは、複数の入出力パッド２００が基板１０２の上面１０２Ａに形
成された、図１の基板１０２の部分の断面図である。例えば、基板１０２の上面１０２Ａ
に形成された金属（例えばアルミニウム又は銅）の層をパターン化することによって、入
出力パッド２００を形成することができる。各々の入出力パッド２００は、２つの主要面
、すなわち基板１０２の上面１０２Ａに接触する下面２００Ｂ、及び下面２００Ｂに対向
する上面２００Ａを有する。
【００４０】
　図２Ｂは、コンプライアント誘電層１０６（図１参照）が半導体基板１０２の上面１０
２Ａに形成された、図２Ａの基板１０２の部分の断面図である。コンプライアント誘電層
１０６は、実質的に、上面１０６Ａ、及び対向する下面１０６Ｂを有するコンプライアン
ト誘電体のシートである。図２Ｂの実施例において、コンプライアント誘電層１０６の下
面１０６Ｂは、半導体基板１０２の上面１０２Ａに直接、かつ実質的に連続的に接触して
いる。
【００４１】
　コンプライアント誘電層１０６を形成するのに使用されるコンプライアント誘電体はポ
リマー材料であってもよい。当該ポリマー材料としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂及
びＢ段階性物質が挙げられる。一般的なタイプの好適なポリマー材料としては、エポキシ
、シリコーン、ポリアミド、ならびにアクリレートポリマー及びコポリマーが挙げられる
。当該ポリマー材料は、該物質が室温で所望の形状及び形態を得るように、塗布後に硬化
させることが必要な場合もある。
【００４２】
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　コンプライアント誘電層１０６は、スクリーンプリント、ステンシルプリント、インク
ジェットプリント、形成済みフィルムのシート転写、及びコーティング（例えばスピン・
コーティング）を含むいくつかの既知の方法のいずれか１つによって形成することができ
る。コンプライアント誘電層１０６は、単一のコンプライアント誘電体の層であってもよ
いし、異なるコンプライアント誘電体の複数の層であってもよい。
【００４３】
　図２Ｂにおいて、入出力パッド２００の上面２００Ａを露出させるための複数の穴２１
０が、入出力パッド２００上のコンプライアント誘電層１０６に形成されている。各々の
穴２１０は、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａと下面１０６Ｂ（すなわち、
コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａと、対応する入出力パッド２００の上面２
００Ａとの間）に延在している。既知のフォトリソグラフィックを用いて、固形シートの
コンプライアント誘電体に穴２１０を形成することができる。
【００４４】
　図２Ｂの実施例において、対応する入出力パッド２００の側面２００Ｃによって定めら
れる、対応する入出力パッド２００の外周内に穴２１０の側壁２１０Ａがおさめられる。
さらに、穴２１０の側壁２１０Ａは、穴２１０に対応するコンプライアント誘電層１０６
の上面１０６Ａ及び下面１０６Ｂにおける開口部の寸法がほぼ同じになるように、ほぼ垂
直になる。他の実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａはほぼ垂直になっていなくても
よく、さらに、対応する入出力パッド２００の外周内におさめられなくてもよい。
【００４５】
　コンプライアント誘電層１０６の電気特性に関して、コンプライアント誘電層１０６の
体積抵抗率は、約１．０×１０１０Ω・ｃｍ以上とすべきである。一実施例において、コ
ンプライアント誘電層１０６の体積抵抗率を約１．０×１０１５Ω・ｃｍ以上とすること
ができる。
【００４６】
　コンプライアント誘電層１０６の機械特性に関して、物質のヤング率は、物質内の一方
向内部応力と、それに生じる初期歪みとの比である。物質に加わる力の大きさが閾値レベ
ルより小さいときは、加えられた力に起因する物質内の歪みは、加えられた力に実質的に
比例し、物質は、実質的に「フック性」又は理想弾性を示すと言われる。一実施例におい
て、コンプライアント誘電層１０６のヤング率は、約８，０００ＭＰａ以下とすることが
でき、さらに約１，０００ＭＰａ以下とすることができる。
【００４７】
　図２Ｃは、導電性コンプライアント体２２０が穴２１０に形成された、図２Ｂの基板１
０２の部分の断面図である。各々のコンプライアント体２２０は、上面２２０Ａ、及び対
向する下面２２０Ｂを有する。図２Ｃの実施例において、コンプライアント体２２０は、
対応する穴２１０をほぼ充たし、コンプライアント体２２０の下面２２０Ｂは、対応する
入出力パッド２００の上面２００Ａに直に接触し、コンプライアント体２２０の上面２２
０Ａは、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａとほぼ同じ高さ（すなわち面一）
になる。他の実施例において、コンプライアント体２２０の上面２２０Ａは、コンプライ
アント誘電層１０６の上面１０６Ａの上又は下に位置していてもよいことを注記する。
【００４８】
　各々のコンプライアント体２２０は、対応する１つの穴２１０内に形成され、対応する
１つの穴２１０におさめられる。上述のように、穴２１０の側壁２１０Ａは、対応する入
出力パッド２００の外周内におさめられる（図２Ｂを参照）。よって、各々のコンプライ
アント体２２０は、コンプライアント体２２０が、導電性金属被膜要素３００を囲む基板
１０２の上面１０２Ａのいかなる部分とも接触しないように、対応する１つの入出力パッ
ド２００の外周内におさめられる。他の実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａは、対
応する入出力パッド２００の外周内におさまらなくてもよく、コンプライアント体２２０
は、導電性金属被膜要素３００を囲む基板１０２の上面１０２Ａの部分と接触してもよい
。
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【００４９】
　コンプライアント体２２０は、１つ又は複数の導電性ポリマー材料から形成されうる。
当該材料としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂及びＢ段階性物質が挙げられる。一般的
なタイプの好適なポリマー材料としては、エポキシ、シリコーン、ポリアミド、ならびに
アクリレートポリマー及びコポリマーが挙げられる。当該ポリマー材料は、該材料が室温
で所望の形状及び形態を得るように、塗布後に硬化させることが必要な場合もある。
【００５０】
　銀、金、パラジウム、及びそれらの合金のような１つ又は複数の金属充填材を含めるこ
とによって、コンプライアント体２２０の好適な導電性を達成することができる。本質的
に導電性のポリマー組成物も知られており、それらを使用してコンプライアント体２２０
を形成することができる。市販の充填材製品としては、様々なサイズ及び形状の充填材粒
子が挙げられる。当該市販の充填材を好適に使用できる。
【００５１】
　スクリーンプリント、ステンシルプリント、インクジェットプリント、形成された物体
のシート転写、及びコーティング（例えばスピン・コーティング）を含むいくつかの既知
の方法のいずれか１つを用いた後に、電子写真法、又は多層技術による電子写真法を用い
て、コンプライアント体２２０を形成することができる。コンプライアント体２２０の導
電性に関して、コンプライアント体２２０の達成体積抵抗率は約０．００１Ω・ｃｍ以下
とすべきである。一実施例において、コンプライアント体２２０の達成体積抵抗率を約０
．０００１Ω・ｃｍ以下とすることができる。体積抵抗率に対する加減に関しては、体積
抵抗率が０．００００５Ω・ｃｍの導電性粒子充填組成物が達成可能である。固形銀（純
度９９．７８％）の体積抵抗率は、達成可能な体積抵抗率の実用的な下限と見なすことが
できる０．０００００１６Ω・ｃｍである。
【００５２】
　コンプライアント体２２０の機械特性に関して、コンプライアント体２２０のヤング率
を約８，０００ＭＰａ以下とすることができ、さらに約１，０００ＭＰａ以下とすること
ができる。コンプライアント体２２０は、また、好適な度合の伸長率及び圧縮率を有する
。伸長率は、引張による検体の長さの増加として定義され、通常は元の長さに対する比率
で表される。圧縮率は、圧縮による検体の厚さの増加として定義され、通常は元の厚さに
対する比率で表される。
【００５３】
　図２Ｄは、外側誘電層１０８（図１を参照）が、コンプライアント誘電層１０６の上面
１０６Ａに形成された、図２Ｃの基板１０２の部分の断面図である。外側誘電層１０８は
、実質的に、図１に示し、上述した上面１０８Ａ、及び対向する下面１０８Ｂを有する誘
電体のシートである。図２Ｄの実施例において、外側誘電層１０８の下面１０８Ｂは、コ
ンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａと直接かつ連続的に接触している。外側誘電
層１０８は、単一の誘電体の層であってもよいし、異なる誘電体の複数の層であってもよ
い。
【００５４】
　外側誘電層１０８を形成するのに使用される誘電体はポリマー材料であってもよい。当
該ポリマー材料としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂及びＢ段階性物質が挙げられる。
一般的なタイプの好適なポリマー材料としては、エポキシ、シリコーン、ポリアミド、な
らびにアクリレートポリマー及びコポリマーが挙げられる。当該ポリマー材料は、該材料
が室温で所望の形状及び形態を得るように、塗布後に硬化させることが必要な場合もある
。
【００５５】
　外側誘電層１０８がポリマー材料である場合には、外側誘電層１０８は、スクリーンプ
リント、ステンシルプリント、インクジェットプリント、形成済みフィルムのシート転写
、及びコーティング（例えばスピン・コーティング）を含むいくつかの既知の方法のいず
れか１つによって形成することができる。
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【００５６】
　外側誘電層１０８は、二酸化珪素（ＳｉＯ２）又は窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）の如き無機
誘電体であってもよい。当該無機誘電体を（例えば化学蒸着又はＣＶＤにより）コンプラ
イアント誘電層１０６に蒸着することができる。
【００５７】
　外側誘電層１０８の機械特性に関して、外側誘電層１０８は、外側誘電層１０８の上面
１０８Ａに力が加えられたときに、外側誘電層１０８が、コンプライアント誘電層１０６
より小さく変形し、コンプライアント誘電層１０６の比較的広い領域に力を分配する働き
をするように、好ましくはコンプライアント誘電層１０６より機械的に「堅い」ものとす
る。外側誘電層１０８のヤング率は、例えば、コンプライアント誘電層１０６のヤング率
の約二倍以上であってもよい。
【００５８】
　図２Ｄにおいて、コンプライアント体２２０の上面２２０Ａを露出させるための複数の
穴２３０が、コンプライアント体２２０上の外側誘電層１０８に形成されている。各々の
穴２３０は、外側誘電層１０８の上面１０８Ａと下面１０８Ｂとの間に延在している。穴
２３０は、既知のフォトリソグラフ法を用いて誘電体の固形シートに形成されうる。
【００５９】
　図２Ｄの実施例において、対応する入出力パッド２００の側面２００Ｃによって定めら
れる、対応する入出力パッド２００の外周内に穴２３０の側壁２３０Ａがおさめられる（
図２Ｂを参照）。さらに、穴２３０の側壁２３０Ａは、穴２３０に対応する外側誘電層１
０８の上面１０８Ａ及び下面１０８Ｂの寸法がほぼ同じになるように、垂直になる。他の
実施例において、穴２３０の側壁２３０Ａはほぼ垂直になっていなくてもよく、さらに、
対応する入出力パッド２００の外周におさめられなくてもよい。
【００６０】
　図２Ｅは、導電性はんだ可能導体要素２４０が穴２３０に形成された、図２Ｄの基板１
０２の部分の断面図である。各々のはんだ可能導体要素２４０は、上面２４０Ａ、及び対
向する下面２４０Ｂを有する。図２Ｅの実施例において、はんだ可能導体要素２４０は、
対応する穴２３０をほぼ充たし、はんだ可能導体要素２４０の下面２４０Ｂは、対応する
コンプライアント体２２０の上面２２０Ａに直に接触し、はんだ可能導体要素２４０の上
面２４０Ａは、外側誘電層１０８の上面１０８Ａの上を延在する。他の実施例において、
はんだ可能導体要素２４０の上面２４０Ａは、外側誘電層１０８の上面１０８Ａと同じ高
さ、又は下にあってもよいことを注記する。
【００６１】
　各々のはんだ可能導体要素２４０は、対応する１つの穴２３０内に形成され、対応する
１つの穴２３０内に含められる。図２Ｄから図２Ｅの実施例において、穴２３０の側壁２
３０Ａは、対応する入出力パッド２００の表面２００Ｃによって定められる、対応する入
出力パッド２００の外周内に含められる（図２Ｂを参照）。よって、各々のはんだ可能導
体要素２４０は、対応する１つの入出力パッド２００の外周内におさめられる。
【００６２】
　上述したように、はんだ可能導体要素２４０は「はんだ濡れ性」を有する。すなわち、
はんだ可能導体要素２４０の露出面に接触する溶融はんだがそれらの表面に接着するため
、はんだを使用して、半導体デバイス１００（図１）が接続される要素の対応するボンデ
ィング・パッド（不図示）にはんだ可能導体要素２４０を電気的かつ機械的に結合するこ
とが可能になる。
【００６３】
　はんだ可能導体要素２４０は、例えば、以下の金属、すなわち鉛、錫、カドミウム、イ
ンジウム、ビスマス及びガリウムの２つ以上の金属を含む合金でありうる。例えば、はん
だ可能導体要素２４０は、約９５重量％の鉛と約５重量％の錫とを含む合金（例えば、５
／９５重量％錫／鉛はんだ）から形成されうる。はんだ可能導体要素２４０が合金である
場合には、はんだ可能導体要素２４０を形成する好適な方法としては、ステンシルプリン
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ト、インクジェットプリント及び転写処理が挙げられる。あるいは、銅、銀、白金、パラ
ジウム、ニッケル又は金の如き単一金属を実質的に含む物質からはんだ可能導体要素２４
０を形成することができる。さらに、実質的に、以下の金属、すなわち銅、銀、白金、パ
ラジウム、ニッケル及び金の合金からはんだ可能導体要素２４０を形成することができる
。はんだ可能導体要素２４０が単一の金属又は合金である場合には、はんだ可能導体要素
２４０を形成するのに使用する物質を（電極又は無電極による）電気メッキにより付着さ
せることができる。
【００６４】
　十分量の物質を穴２３０に徐々に蓄積して、所望の高さのはんだ可能導電性要素２４０
を達成することができる。例えば、はんだ可能導体要素２４０を電気メッキによって形成
する場合は、十分量の物質を穴２３０に蓄積して、所望の高さのはんだ可能導体要素２４
０を達成するのに十分な時間をかけて電気メッキ処理を行うことができる。
【００６５】
　例えば、はんだ可能導電性要素２４０を形成するのに用いられる電気メッキ処理におい
て、コンプライアント体２２０は電極端末として機能することができる。印加電流が、コ
ンプライアント体２２０、及び金属イオンを含む電解液を流れると、電解液からの金属イ
オンが、コンプライアント体２２０の上面２２０Ａに付着する。外側誘電層１０８は非導
電性であるため、電解液に対して露出した誘電層１０８の表面に金属イオンが付着するこ
とはない。達成されるはんだ可能導電性要素２４０の高さは、電気メッキ処理が行われる
時間に依存する。はんだ可能導電性要素２４０の高さが外側誘電体１０８の厚さを超えた
後も電気メッキ処理を継続することによって、得られたはんだ可能導電性要素２４０の上
面２４０Ａを外側誘電層１０８の上面１０８Ａの上まで伸ばすことができる。
【００６６】
　あるいは、スパッタ蒸着処理を用いてはんだ可能導電性要素２４０を形成することもで
きる。貫通する開口部（すなわち穴）を有するマスキング層を外側誘電層１０８の上面１
０８Ａに形成することができる。各々の穴は、外側誘電層１０８におけるそれぞれ異なる
穴２３０に対応し、それぞれ異なるコンプライアント体２２０の上面２２０Ａを露出させ
る。次いで、外側誘電層１０８に対向するマスキング層の面から金属をスパッタする。ス
パッタされた金属は、マスキング層における穴、そして外側誘電層１０８における対応す
る穴２３０を通過し、コンプライアント体２２０の上面２２０Ａに付着する。マスキング
層は、スパッタされた金属が、外側誘電層１０８の上面１０８Ａに付着するのを防ぐ。達
成されるはんだ可能導電性要素２４０の高さは、スパッタリング処理が行われる時間に依
存する。はんだ可能導電性要素２４０の高さが外側誘電体１０８の厚さを超えた後もスパ
ッタリング処理を継続することによって、得られたはんだ可能導電性要素２４０の上面２
４０Ａを外側誘電層１０８の上面の上まで伸ばすことができる。スパッタリング処理が終
了した後で、マスキング層を除去することができる。
【００６７】
　はんだ可能導電性要素２４０を形成するのに用いられるインクジェットプリント処理に
、金属及び非金属成分を含むペースト（例えばはんだペースト）を使用することができる
。各々が外側誘電層１０８におけるそれぞれ異なる穴２３０に対応し、そのなかに誘導さ
れる複数のニードルにペーストを通すことができる。各々のニードルに通したペーストの
少量（すなわち「ドット」）をコンプライアント体２２０の上面２２０Ａに付着させるこ
とができる。ペーストの１つ又は複数のドットをコンプライアント体２２０の上面２２０
Ａに付着させた後に、半導体デバイス１００を加熱して、ペーストのドットの非金属成分
を除去し、ペーストのドットを再流動させて連続的な金属層を形成することができる。ペ
ーストの１つ又は複数のドットを付着させ、半導体デバイス１００を加熱する上述の手順
を、所望の高さのはんだ可能導体要素２４０が達成されるまで続けることができる。はん
だ可能導体要素２４０の所望の高さが外側誘電層１０８の厚さを超えると、溶融金属成分
の表面張力によって、外側誘電層１０８の上面１０８Ａの上に延在するはんだ可能導体要
素２４０の部分が、外側誘電層１０８における穴２３０の側壁２３０Ａによって定められ
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る範囲内に実質的に維持される。
【００６８】
　はんだ可能導電性要素２４０を形成するのに用いられるステンシルプリント処理におい
て、はんだ可能導電性要素２４０を同時にステンシルプリントすることができる。単一の
ステンシルプリント処理において、所望の高さのはんだ可能導電性要素２４０を達成する
ことができる。あるいは、はんだ可能導電性要素２４０を積層により形成する、複数のス
テンシルプリント処理を順次行うことができる。積層を用いる場合には、はんだ可能導電
性要素２４０の所望の高さは、個別のステンシルプリント層の高さの合計になる。
【００６９】
　図２Ｅに示される構造体は、図１のコンプライアント・バンプ１０４の一実施例である
。物体が、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０の上面２４０Ａと基板１０２との間
に力を加えると、加えられた力は、対応するコンプライアント体２２０に実質的に伝達さ
れる。加えられた力に応答して、コンプライアント体２２０が変形し、対応する入出力パ
ッド２００に対して応力緩和を提供する。加えられた力の大きさが特定のレベル（すなわ
ち閾値レベル）を下回るときは、コンプライアント体２２０は、加えられた力により実質
的に弾性的に変形する。加えられた力に対向するコンプライアント体２２０内で力が生成
され、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０と、１つ又は複数のはんだ可能導体要素
２４０の上面２４０Ａに力を加える物体との間の物理的接触を維持する。加えられた力が
除去されると、コンプライアント体２２０は、実質的に元のサイズ及び形状に回復する。
したがって、コンプライアント体２２０は好適な度合の弾性を有する。
【００７０】
　コンプライアント誘電層１０６も好適な度合の弾性を有し、外側誘電層１０８、及び基
板１０２の上面１０２Ａに対する応力緩和を提供する。外側誘電層１０８の上面１０８Ａ
に力が加えられると、加えられた力はコンプライアント誘電層１０６に実質的に伝達され
る。加えられた力に応答して、コンプライアント誘電層１０６は変形して、外側誘電層１
０８が基板１０２の上面１０２Ａに対して移動することを可能にし、外側誘電層１０８内
に生成される応力の量を減少させる。加えられた力の大きさが一定レベル（すなわち閾値
レベル）を下回るときは、コンプライアント誘電層１０６は、加えられた力により変形し
、外側誘電層１０８は、加えられた力により、破壊することなく屈曲する。加えられた力
が除去されると、外側誘電層１０８は本来の位置に戻り、コンプライアント誘電層１０６
は、実質的に本来のサイズ及び形状に回復する。
【００７１】
　外側誘電層１０８は、基板１０２の上面１０２Ａ、及びコンプライアント誘電層１０６
に対する機械的保護を提供する。外側誘電層１０８は、半導体デバイス１００を囲む雰囲
気からコンプライアント誘電層１０６へ、そして基板１０２の上面１０２Ａへの汚染物質
の移動に対するバリヤとして作用する。さらに、外側誘電層１０８は、耐溶剤性を有し、
半導体デバイス１００が溶剤に暴露される処理を通じて、コンプライアント誘電層１０６
、及び基板１０２の上面１０２Ａに対する保護を提供することができる。さらに、外側誘
電層１０８は、コンプライアント誘電層１０６から雰囲気への汚染物質の移動に対するバ
リヤとして作用することができる。好ましくは、半導体デバイス１００の末端において、
外側誘電層１０８がコンプライアント誘電層１０６を覆う。
【００７２】
　外側誘電層１０８の上面１０８Ａに力が加えられると、外側誘電層１０８は、コンプラ
イアント誘電層１０６より小さく変形し、コンプライアント誘電層１０６のより広い領域
に力を分配する働きをする。コンプライアント・バンプ１０４に加えられ、外側誘電層１
０８に伝達された力の成分も同様に、外側誘電層１０８によって比較的広い領域に分配さ
れ、コンプライアント・バンプ１０４の信頼性を向上させる。外側誘電層１０８は、コン
プライアント誘電層１０６に対して、耐破壊性、耐切断性、耐引裂性及び耐摩耗性を提供
する。
【００７３】
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　図２Ｂから図２Ｅの実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａ、及び穴２３０の側壁２
３０Ａは、入出力パッド２００の側面２００Ｃによって定められる、対応する入出力パッ
ド２００の外周内におさめられる（図２Ｂを参照）。他の実施例において、側壁２１０Ａ
及び２３０Ａが、対応する入出力パッド２００の外周内におさめられていなくてもよい。
当該実施例において、コンプライアント体２２０の下面２２０Ｂは対応する入出力パッド
２００の上面２００Ａ、対応する入出力パッド２００の側面２００Ｃ、及び対応する入出
力パッド２００を囲む表面２００の上面１０２Ａの部分に直に接触していてもよい。この
構成は、コンプライアント体２２０及びはんだ可能導体要素２４０の断面積が大きくなり
、その結果、コンプライアント体２２０及びはんだ可能導体要素２４０の導電度を高める
ことができるという点で有益であるといえる。コンプライアント体２２０の断面積が大き
くなると、コンプライアント体２２０内の領域の寸法も大きくなって熱機械的に誘発され
た応力を弾性的に消散させることができる。
【００７４】
　次に、図３Ａから図３Ｆを用いて、図１の半導体デバイス１００を製造する方法の第２
の実施例を説明する。図３Ａは、上述の複数の入出力パッド２００が基板１０２の上面１
０２Ａに形成された、図１の基板１０２の部分の断面図である。
【００７５】
　図３Ｂは、導電性金属被膜要素３００が、入出力パッド２００の上面２００Ａ及び側面
２００Ｃ、ならびに各々の入出力パッド２００を囲む基板１０２の上面１０２Ａの部分に
形成された、図３Ａの基板１０２の部分の断面図である。各々の導電性金属被膜要素３０
０は、上面３００Ａ、及び対向する下面３００Ｂを有する。図３Ｂの実施例において、各
々の導電性金属被膜要素３００の下面３００Ｂは、対応する１つの入出力パッド２００の
上面２００Ａ及び側面２００Ｃに直に接触するとともに、対応する１つの入出力パッド２
００を囲む基板１０２の上面１０２Ａの部分にも直に接触する。よって、各々の金属被膜
要素３００の外周は、対応する入出力パッド２００の側面２００Ｃによって定められる、
対応する入出力パッド２００の外周を越えて延在する。
【００７６】
　導電性金属被膜要素３００は接着層として機能することができ、後に導電性金属被膜要
素３００に形成された物質が、入出力パッド２００に対するより、導電性金属被膜要素３
００に対してより良好に接着する。あるいは、又はさらに、導電性金属被膜要素３００は
、入出力パッド２００の酸化を抑えるバリヤとして機能しうる。さらに、導電性金属被膜
要素３００は、続く電気メッキ処理のための電極としても機能しうる。
【００７７】
　例えば、入出力パッド２００、及び入出力パッド２００を囲む基板１０２の上面１０２
Ａに１つ又は複数の導電性金属の層を（例えば電気メッキ又は蒸着により）形成し、１つ
又は複数の層を（例えばフォトリソグラフ法により）パターン化することによって導電性
金属被膜要素３００を形成することができる。例えば、クロム、銅及び金の層（クロム／
銅／金層）をこの順番で入出力パッド２００に形成することによって、導電性金属被膜要
素３００を形成することができる。あるいは、導電性金属被膜要素３００は、クロム／銀
／金層又はチタン／タングステン／金層を含むことができる。例えば、アルミニウムから
入出力パッド２００を形成することができ、例えば、厚さが約０．１５μのクロム層（す
なわち約０．１５μｍのクロム層）を入出力パッド２００に形成し、続いて厚さが約０．
１５μｍの５０／５０クロム銅層を形成し、続いて約１μｍの銅層を形成し、続いて約０
．１５μｍの金層を形成することによって、導電性金属被膜要素３００を形成することが
できる。
【００７８】
　図３Ｃは、上述のコンプライアント誘電層１０６が、導電性金属被膜要素３００、及び
導電性金属被膜要素３００を囲む半導体基板１０２の上面１０２Ａの部分に形成された、
図３Ｂの基板１０２の部分の断面図である。図３Ｃの実施例において、コンプライアント
誘電層１０６の下面１０６Ｂは、導電性金属被膜要素３００の上面３００Ａ、及び導電性
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金属被膜要素３００を囲む半導体基板１０２の上面１０２Ａの部分に直に接触する。
【００７９】
　図３Ｃにおいて、上述の穴２１０がコンプライアント誘電層１０６に形成されている。
図３Ｃにおいて、導電性金属被膜要素３００の上面３００Ａの部分を露出させるために、
上述の穴２１０が導電性金属被膜要素３００に形成されている。各々の穴２１０は、コン
プライアント誘電層１０６の上面１０６Ａと下面１０６Ｂとの間（すなわち、コンプライ
アント誘電層１０６の上面１０６Ａと対応する導電性金属被膜要素３００の上面３００Ａ
との間）に延在する。
【００８０】
　図３Ｃの実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａは、対応する導電性金属被膜要素３
００の外周内におさめられる（図３Ｂを参照）。さらに、穴２１０の側壁２１０Ａは、穴
２１０に対応するコンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａ及び下面１０６Ｂにおけ
る開口部の寸法がほぼ同じになるように、ほぼ垂直になる。他の実施例では、穴２１０の
側壁２１０Ａがほぼ垂直にならなくてもよく、さらに、対応する導電性金属被膜要素３０
０の外周内におさめられなくてもよい。
【００８１】
　図３Ｄは、上述の導電性コンプライアント体２２０が穴２１０に形成された、図３Ｃの
基板１０２の部分の断面図である。図３Ｄの実施例において、コンプライアント体２２０
は、対応する穴２１０をほぼ充たし、コンプライアント体２２０の下面２２０Ｂは、対応
する導電性金属被膜要素３００の上面３００Ａに直に接触し、コンプライアント体２２０
の上面２２０Ａは、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａと実質的に面一である
。
【００８２】
　各々のコンプライアント体２２０は、対応する１つの穴２１０内に形成され、対応する
１つの穴２１０内におさめられる（図３Ｃ及び図３Ｄを参照）。上述したように、穴２１
０の側壁２１０Ａは、対応する導電性金属被膜要素３００の外周内におさめられる（図３
Ｂを参照）。よって、各々のコンプライアント体２２０は、コンプライアント体２２０が
、導電性金属被膜要素３００を囲む基板１０２の上面１０２Ａのいかなる部分にも接触し
ないように、対応する導電性金属被膜要素３００の外周内におさめられる。他の実施例に
おいて、穴２１０の側壁２１０Ａは、対応する導電性金属被膜要素３００の外周内におさ
められていなくてもよく、さらに、コンプライアント体２２０は、導電性金属被膜要素３
００を囲む基板１０２の上面１０２Ａの部分に接触してもよい。
【００８３】
　図３Ｅは、上述の外側誘電層１０８が、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａ
に形成された、図３Ｄの基板１０２の部分の断面図である。図３Ｅの実施例において、外
側誘電層１０８の下面１０８Ｂは、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａに直に
、かつほぼ連続的に接触する。
【００８４】
　図３Ｅにおいて、コンプライアント体２２０の上面２２０Ａを露出させるために、上述
の穴２３０がコンプライアント誘電層２２０上の外側誘電層１０８に形成されている。各
々の穴２３０は、外側誘電体１０８の上面１０８Ａと下面１０８との間に延在する。図３
Ｅの実施例において、穴２３０の側壁２３０Ａは、対応する導電性金属被膜要素３００の
外周内におさめられる（図３Ｂを参照）。さらに、穴２３０の側壁２３０Ａは、穴２３０
に対応する外側誘電層１０８の上面１０８Ａ及び下面１０８Ｂにおける開口部の寸法がほ
ぼ同じになるように、ほぼ垂直になる。他の実施例において、穴２３０の側壁２３０Ａは
ほぼ垂直になっていなくてもよく、さらに、対応する導電性金属被膜要素３００の外周内
におさめられていなくてもよい。
【００８５】
　図３Ｆは、上述の導電性はんだ可能要素２４０が穴２３０に形成された、図３Ｅの基板
１０２の部分の断面図である。図３Ｆの実施例において、はんだ可能導体要素２４０は、
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対応する穴２３０を充たし、はんだ可能導体要素２４０の下面２４０Ｂは、対応するコン
プライアント体２２０の上面２２０Ａに直に接触し、はんだ可能導体要素２４０の上面２
４０Ａは、外側誘電層１０８の上面１０８Ａの上に伸びる。他の実施例において、はんだ
可能導体要素２４０の上面２４０Ａは、外側誘電層１０８の上面１０８Ａと同じ高さであ
っても、それより低くてもよいことを注記する。
【００８６】
　各々のはんだ可能導体要素２４０は、対応する１つの穴２３０内に形成され、対応する
１つの穴２３０内におさめられる。図３Ｅから図３Ｆの実施例において、穴２３０の側壁
２３０Ａは、対応する導電性金属被膜要素３００の外周内におさめられる（図３Ｂを参照
）。よって、各々のはんだ可能導体要素２４０は、対応する１つの導電性金属被膜要素３
００の外周内におさめられる。
【００８７】
　図３Ｆに示される構造体は、図１のコンプライアント・バンプ１０４の第２の実施例で
ある。上述したように、物体が、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０の上面２４０
Ａと基板１０２との間に力を加えると、加えられた力は、対応するコンプライアント体２
２０に実質的に伝達される（図３Ｃ及び図３Ｄを参照）。加えられた力に応答して、コン
プライアント体２２０が変形し、対応する入出力パッド２００に対して応力緩和を提供す
る。加えられた力の大きさが特定のレベル（すなわち閾値レベル）を下回るときは、コン
プライアント体２２０は、加えられた力により実質的に弾性的に変形する。加えられた力
に対向するコンプライアント体２２０内で力が生成され、１つ又は複数のはんだ可能導体
要素２４０と、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０の上面２４０Ａに力を加える物
体との間の物理的接触を維持する。加えられた力が除去されると、コンプライアント体２
２０は、ほぼ元のサイズ及び形状に回復する。
【００８８】
　次に、図４Ａから図４Ｆを用いて、図１の半導体デバイス１００を製造する方法の第３
の実施例を説明する。図４Ａは、上述の複数の入出力パッド２００が、基板１０２の上面
１０２Ａに形成された、図１の基板１０２の部分の断面図である。
【００８９】
　図４Ｂは、上述のコンプライアント誘電層１０６が、半導体基板１０２の上面１０２Ａ
に形成された、図４Ａの基板１０２の部分の断面図である。図４Ｂの実施例において、コ
ンプライアント誘電層１０６の下面１０６Ｂは、半導体基板１０２の上面１０２Ａに直接
、かつほぼ連続的に接触する。入出力パッド２００の上面２００Ａを露出させるために、
上述の穴２１０が入出力パッド２００上のコンプライアント誘電層１０６に形成されてい
る。
【００９０】
　図４Ｂの実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａは、対応する入出力パッド２００の
側面２００Ｃによって定められる、対応する入出力パッド２００の外周内におさめられる
。さらに、穴２１０の側壁２１０Ａは、穴２１０に対応するコンプライアント誘電層１０
６の上面１０６Ａ及び下面１０６Ｂにおける開口部の寸法がほぼ同じになるように、ほぼ
垂直になる。他の実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａはほぼ垂直になっていなくて
もよく、さらに、対応する入出力パッド２００の外周内におさめられなくてもよい。
【００９１】
　図４Ｃは、上述のコンプライアント体２２０が穴２１０に形成された、図４Ｂの基板１
０２の部分の断面図である。図２Ｃの実施例において、コンプライアント体２２０は、対
応する穴２１０をほぼ充たし、コンプライアント体２２０の下面２２０Ｂは、対応する入
出力パッド２００の上面２００Ａに直に接触し、コンプライアント体２２０の上面２２０
Ａは、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａとほぼ面一である。
【００９２】
　各々のコンプライアント体２２０は、対応する１つの穴２１０内に形成され、対応する
１つの穴２１０内におさめられる。図４Ｃの実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａは
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、対応する入出力パッド２００の側面２００Ｃによって定められる、対応する入出力パッ
ド２００の外周内におさめられる（図４Ｂを参照）。よって、各々のコンプライアント体
２２０は、コンプライアント体２２０が、導電性金属被膜要素３００を囲む基板１０２の
上面１０２Ａのいかなる部分にも接触しないように、対応する１つの入出力パッド２００
の外周内におさめられる。他の実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａは、対応する入
出力パッド２００の外周内におさめられていなくてもよく、コンプライアント体２２０は
、導電性金属被膜要素３００を囲む基板１０２の上面１０２Ａの部分に接触してもよい。
【００９３】
　図４Ｄは、導電性金属被膜要素４００が、コンプライアント体２２０の上面２２０Ａに
形成された、図４Ｃの基板１０２の部分の断面図である。各々の導電性金属被膜要素４０
０は、上面４００Ａ、及び対向する下面４００Ｂを有する。図４Ｄの実施例において、各
々の導電性金属被膜要素４００の下面４００Ｂは、対応する１つのコンプライアント体２
２０の上面２２０Ａに直に接触する。さらに、各々の導電性金属被膜要素４００の外周は
、対応する入出力パッド２００の側面２００Ｃによって定められる、対応する入出力パッ
ド２００の外周を越えない。
【００９４】
　導電性金属被膜要素４００は、接着層として機能することができ、後に導電性金属被膜
要素４００に形成された物質が、対応するコンプライアント体２２０に対するより、導電
性金属被膜要素４００に対してより良好に接着する。あるいは、又はさらに、導電性金属
被膜要素４００は、次に形成される層とコンプライアント体２２０との化学反応を防ぐバ
リヤとして機能しうる。さらに、導電性金属被膜要素４００は、続く電気メッキ処理のた
めの電極としても機能しうる。導電性金属被膜要素４００は、上述の導電性金属被膜要素
３００と同じ物質から形成することができ、導電性金属被膜要素３００を形成するのに用
いられた同一の方法を用いて形成することができる。
【００９５】
　導電性金属被膜要素４００を形成するのに使用される十分量の物質をコンプライアント
体２２０の上面２２０Ａに付着させて、所望の厚さの導電性金属被膜要素４００を達成す
ることができる。例えば、（電極又は無電極による）電気メッキにより導電性金属被膜要
素４００を形成する場合は、十分量の物質をコンプライアント体２２０の上面２２０Ａに
蓄積して、所望の厚さの導電性金属被膜要素４００を達成するのに十分な時間をかけて電
気メッキ処理を行うことができる。
【００９６】
　例えば、導電性金属被膜要素４００を形成するのに用いられる電気メッキ処理において
、コンプライアント体２２０は、電極端末として機能することができる。印加電流が、コ
ンプライアント体２２０、及び金属イオンを含む電解液を流れると、電解液からの金属イ
オンがコンプライアント体２２０の上面２２０Ａに付着する。コンプライアント誘電層１
０６は非導電性であるため、金属イオンは、電解液に暴露されたコンプライアント誘電層
１０６の表面に付着することになる。達成される導電性金属被膜要素４００の厚さは、電
気メッキ処理が行われる時間に依存する。
【００９７】
　あるいは、スパッタ蒸着処理を用いて導電性金属被膜要素４００を形成することができ
る。貫通する開口部（すなわち穴）を有するマスキング層をコンプライアント誘電層１０
６の上面１０６Ａに形成することができる。各々の穴は、それぞれ異なるコンプライアン
ト体２２０の上面２２０Ａを露出させる。次いで、コンプライアント誘電層１０６に対向
するマスキング層の面から金属をスパッタする。スパッタされた金属は、マスキング層に
おける穴を通過し、コンプライアント体２２０の上面２２０Ａに付着する。マスキング層
は、スパッタされた金属が、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａに付着するの
を防ぐ。達成される導電性金属被膜要素４００の厚さは、スパッタリング処理が行われる
時間に依存する。スパッタリング処理が終了した後に、マスキング層を除去することがで
きる。
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【００９８】
　導電性金属被膜要素４００を形成するのに用いられるステンシルプリント処理において
、導電性金属被膜要素４００を同時にステンシルプリントすることができる。単一のステ
ンシルプリント処理で所望の高さの導電性金属被膜要素４００を達成することができる。
あるいは、複数のステンシルプリント処理を順次行い、導電性金属被膜要素４００を積層
によって形成できる。積層を用いる場合には、導電性金属被膜要素４００の所望の厚さは
、個々のステンシルプリント層の高さの合計になる。
【００９９】
　図４Ｅは、上述の外側誘電層１０８が、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａ
に形成された、図４Ｄの表面１０２の部分の断面図である。図４Ｅの実施例において、外
側誘電層１０８の下面１０８Ｂは、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａに直に
、かつほぼ連続的に接触する。
【０１００】
　図４Ｅにおいて、導電性金属被膜要素４００の上面４００Ａを露出させるために、上述
の穴２３０が導電性金属被膜要素４００上の外側誘電層１０８に形成されている。図４Ｅ
の実施例において、穴２３０の側壁２３０Ａは、対応する導電性金属被膜要素４００の外
周内におさめられる（図４Ｄを参照）。さらに、穴２３０の側壁２３０Ａは、穴２３０に
対応する外側誘電層１０８の上面１０８Ａ及び下面１０８Ｂにおける開口部の寸法がほぼ
同じになるように、ほぼ垂直になる。他の実施例において、穴２３０の側壁２３０Ａがほ
ぼ垂直にならなくてもよいことを注記する。
【０１０１】
　図４Ｆは、上述の導電性はんだ可能導体要素２４０が穴２３０に形成された、図４Ｅの
基板１０２の部分の断面図である。図４Ｆの実施例において、はんだ可能導体要素２４０
は、対応する穴２３０をほぼ充たし、はんだ可能導体要素２４０の下面２４０Ｂは、対応
する導電性金属被膜要素４００の上面４００Ａに直に接触し、はんだ可能導体要素２４０
の上面２４０Ａは、外側誘電層１０８の上面１０８Ａの上に伸びる。他の実施例において
、はんだ可能導体要素２４０の上面２４０Ａは、外側誘電層１０８の上面１０８Ａと同じ
高さであっても、それより低くてもよいことを注記する。
【０１０２】
　各々のはんだ可能導体要素２４０は、対応する１つの穴２３０内に形成され、対応する
１つの穴２３０内におさめられる。図４Ｅから図４Ｆの実施例において、穴２３０の側壁
２３０Ａは、対応する導電性金属被膜要素４００の外周内におさめられる（図４Ｄを参照
）。よって、各々のはんだ可能導体要素２４０は、対応する１つの導電積金属被膜要素４
００の外周内におさめられる。
【０１０３】
　図４Ｆに示される構造体は、図１のコンプライアント・バンプ１０４の第３の実施例で
ある。上述したように、物体が、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０の上面２４０
Ａと基板１０２との間に力を加えると、加えられた力は、対応するコンプライアント体２
２０に実質的に伝達される（図４Ｃを参照）。加えられた力に応答して、コンプライアン
ト体２２０が変形し、対応する入出力パッド２００に対して応力緩和を提供する。加えら
れた力の大きさが特定のレベル（すなわち閾値レベル）を下回るときは、コンプライアン
ト体２２０は、加えられた力により実質的に弾性的に変形する。加えられた力に対向する
コンプライアント体２２０内で力が生成され、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０
と、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０の上面２４０Ａに力を加える物体との間の
物理的接触を維持する。加えられた力が除去されると、コンプライアント体２２０は、ほ
ぼ元のサイズ及び形状に回復する。
【０１０４】
　次に、図５Ａから図５Ｇを用いて、図１の半導体デバイス１００を製造する方法の第４
の実施例を説明する。図５Ａは、上述の複数の入出力パッド２００が基板１０２の上面１
０２Ａに形成された、図１の基板１０２の部分の断面図である。
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【０１０５】
　図５Ｂは、上述の導電性金属被膜要素３００が、入出力パッド２００の上面２００Ａ及
び側面２００Ｃ、ならびに各々の入出力パッド２００を囲む基板１０２の上面１０２Ａの
部分に形成された、図５Ａの基板１０２の部分の断面図である。図５Ｂの実施例において
、各々の導電性金属被膜要素３００の下面３００Ｂは、対応する１つの入出力パッド２０
０の上面２００Ａ及び側面２００Ｃに直に接触するとともに、対応する１つの入出力パッ
ド２００を囲む基板１０２の上面１０２Ａの部分に直に接触する。
【０１０６】
　図５Ｂにおいて、各々の導電性金属被膜要素３００の外周は、対応する入出力パッド２
００の側面２００Ｃによって定められる、対応する入出力パッド２００の外周を越えて延
在する。導電性金属被膜要素３００は接着層として機能することができ、後に導電性金属
被膜要素３００に形成された物質が、入出力パッド２００に対するより、導電性金属被膜
要素３００に対してより良好に接着する。あるいは、又はさらに、導電性金属被膜要素３
００は、入出力パッド２００の酸化を抑えるバリヤとして機能しうる。
【０１０７】
　図５Ｃは、上述のコンプライアント誘電層１０６が、導電性金属被膜要素３００、及び
導電性金属被膜要素３００を囲む半導体基板１０２の上面１０２Ａの部分に形成された、
図５Ｂの基板１０２の部分の断面図である。図５Ｃの実施例において、コンプライアント
誘電層１０６の下面１０６Ｂは、導電性金属被膜要素３００の上面３００Ａ、及び導電性
金属被膜要素３００を囲む半導体基板１０２の上面１０２Ａの部分に直に接触する。
【０１０８】
　図５Ｃにおいて、上述の穴２１０がコンプライアント誘電層１０６に形成されている。
図５Ｃにおいて、導電性金属被膜要素３００の上面３００Ａの部分を露出させるために、
穴２１０が導電性金属被膜要素３００に形成される。各々の穴２１０は、コンプライアン
ト誘電層１０６の上面１０６Ａと下面１０６Ｂの間（すなわち、コンプライアント誘電層
１０６の上面１０６Ａと、対応する導電性金属被膜要素３００の上面３００Ａとの間）に
延在する。
【０１０９】
　図５Ｃの実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａは、対応する導電性金属被膜要素３
００の外周内におさめられる（図５Ｂを参照）。さらに、穴２１０の側壁２１０Ａは、穴
２１０に対応するコンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａ及び下面１０６Ｂにおけ
る開口部の寸法がほぼ同じになるように、ほぼ垂直になる。他の実施例において、穴２１
０の側壁２１０Ａはほぼ垂直になっていなくてもよいことを注記する。
【０１１０】
　図５Ｄは、上述の導電性コンプライアント体２２０が穴２１０に形成された、図５Ｃの
基板１０２の部分の断面図である。図５Ｄの実施例において、コンプライアント体２２０
は、対応する穴２１０をほぼ充たし、コンプライアント体２２０の下面２２０Ｂは、対応
する導電性金属被膜要素３００の上面３００Ａに直に接触し、コンプライアント体２２０
の上面２２０Ａは、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａとほぼ面一になる。
【０１１１】
　各々のコンプライアント体２２０は、対応する１つの穴２１０内に形成され、対応する
１つの穴２１０内に含められる（図５Ｃを参照）。上述したように、図５Ｃの実施例にお
いて、穴２１０の側壁２１０Ａは、対応する導電性金属被膜要素３００の外周内におさめ
られる（図５Ｂを参照）。よって、図５Ｄの実施例において、各々のコンプライアント体
２２０は、コンプライアント体２２０が、導電性金属被膜要素３００を囲む基板１０２の
上面１０２Ａのいかなる部分にも接触しないように、対応する導電性金属被膜要素３００
の外周内におさめられる。他の実施例において、穴２１０の側壁２１０Ａは、対応する導
電性金属被膜要素３００の外周内に含められなくてもよく、さらに、コンプライアント体
２２０は、導電性金属被膜要素３００を囲む基板１０２の上面１０２Ａの部分に接触して
いてもよい。
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【０１１２】
　図５Ｅは、上述の導電性金属被膜要素４００が、コンプライアント体２２０の上面２２
０Ａに形成された、図５Ｄの基板１０２の部分の断面図である。図５Ｅの実施例において
、各々の導電性金属被膜要素４００の下面は、対応する１つのコンプライアント体２２０
の上面２２０Ａに直に接触し、各々の導電性金属被膜要素４００の外周は、対応する入出
力パッド２００の側面２００Ｃによって定められる、対応する入出力パッド２００の外周
を越えない（図５Ａを参照）。
【０１１３】
　導電性金属被膜要素４００は、接着層として機能することができ、後に導電性金属被膜
要素４００に形成された物質が、対応するコンプライアント体２２０に対するより、導電
性金属被膜要素４００に対してより良好に接着する。あるいは、又はさらに、導電性金属
被膜要素４００は、次に形成される層とコンプライアント体２２０との化学反応を防ぐバ
リヤとして機能しうる。導電性金属被膜要素４００は、上述の導電性金属被膜要素３００
と同じ物質から形成することができ、導電性金属被膜要素３００を形成するのに用いられ
た同一の方法を用いて形成することができる。
【０１１４】
　図５Ｆは、上述の外側誘電層１０８が、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａ
に形成された、図５Ｅの基板１０２の部分の断面図である。図５Ｆの実施例において、外
側誘電層１０８の下面１０８Ｂは、コンプライアント誘電層１０６の上面１０６Ａに直に
、かつほぼ連続的に接触する。
【０１１５】
　図５Ｆにおいて、導電性金属被膜要素４００の上面４００Ａを露出させるために、上述
の穴２３０が導電性金属被膜要素４００上の外側誘電層１０８に形成されている。図５Ｆ
の実施例において、穴２３０の側壁２３０Ａは、対応する導電性金属被膜要素４００の外
周内におさめられる（図５Ｅを参照）。さらに、穴２３０の側壁２３０Ａは、穴２３０に
対応する外側誘電層１０８の上面１０８Ａ及び下面１０８Ｂにおける開口部の寸法がほぼ
同じになるように、ほぼ垂直になる。他の実施例において、穴２３０の側壁２３０Ａはほ
ぼ垂直になっていなくてもよいことを注記する。
【０１１６】
　図５Ｇは、上述の導電性はんだ可能要素２４０が穴２３０に形成された、図５Ｆの基板
１０２の部分の断面図である。図５Ｇの実施例において、はんだ可能導体要素２４０は、
対応する穴２３０を充たし、はんだ可能導体要素２４０の下面２４０Ｂは、対応する導電
性金属被膜要素４００の上面４００Ａに直に接触し、はんだ可能導体要素２４０の上面２
４０Ａは、外側誘電層１０８の上面１０８Ａの上に伸びる。他の実施例において、はんだ
可能導体要素２４０の上面２４０Ａは、外側誘電層１０８の上面１０８Ａと同じ高さであ
っても、それより低くてもよいことを注記する。
【０１１７】
　各々のはんだ可能導体要素２４０は、対応する１つの穴２３０内に形成され、対応する
１つの穴２３０内におさめられる。図５Ｆの実施例において、穴２３０の側壁２３０Ａは
、対応する導電性金属被膜要素４００の外周内におさめられる（図５Ｅを参照）。よって
、図５Ｇの実施例において、各々のはんだ可能導体要素２４０は、対応する１つの導電性
金属被膜要素４００の外周内におさめられる。
【０１１８】
　図５Ｇに示される構造体は、図１のコンプライアント・バンプ１０４の第４の実施例で
ある。上述したように、物体が、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０の上面２４０
Ａと基板１０２との間に力を加えると、加えられた力は、対応するコンプライアント体２
２０に実質的に伝達される（図５Ｄを参照）。加えられた力に応答して、コンプライアン
ト体２２０が変形し、対応する入出力パッド２００に対して応力緩和を提供する。加えら
れた力の大きさが特定のレベル（すなわち閾値レベル）を下回るときは、コンプライアン
ト体２２０は、加えられた力により実質的に弾性的に変形する。加えられた力に対向する
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コンプライアント体２２０内で力が生成され、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０
と、１つ又は複数のはんだ可能導体要素２４０の上面２４０Ａに力を加える物体との間の
物理的接触を維持する。加えられた力が除去されると、コンプライアント体２２０は、ほ
ぼ元のサイズ及び形状に回復する。
【０１１９】
　図６Ａから図６Ｄを用いて、図１の半導体デバイス１００を第１の装置に結合して第２
の装置を形成する方法の一実施例を説明する。図６Ａは、装置６００が、基板６０２と、
基板６０２の表面６０２Ａに配列された複数のボンディング・パッド６０４とを含む、装
置６００の部分の断面図である。例えば、基板６０２の表面６０２Ａに形成された金属（
例えばアルミニウム又は銅）の層をパターン化することによってボンディング・パッド６
０４を形成することができる。各々のボンディング・パッド６０４は２つの主要面、すな
わち上面６０４Ａ、及び基板６０２の上面６０２Ａに接触する対向下面６０４Ｂを有する
。
【０１２０】
　再び図１を参照すると、基板６０２の表面６０２Ａにおけるボンディング・パッドの配
列は、半導体デバイス１００の基板１０２の上面１０２Ａにおける入出力パッド２００の
配列に対応する（すなわちその鏡像である）。
【０１２１】
　図６Ａの装置６００は、例えば、プリント回路基板又はグリッド・アレイ・パッケージ
基板の如き相互接続装置でありうる。このような状況では、例えば、プラスチック材料（
例えばガラス繊維エポキシ積層板、ポリエーテルスルホン又はポリアミド）、又はセラミ
ック材料（例えば酸化アルミニウム、アルミナ、Ａｌ２Ｏ３、又は窒化アルミニウム、Ａ
ｌＮ）から基板６０２を実質的に形成することができる。装置６００は、マルチチップ・
モジュールの一部、又はガラス液晶ディスプレイであってもよい。
【０１２２】
　図６Ｂは、はんだ被膜層６１０が、装置６００のボンディング・パッド６０４の上面６
０４Ａに形成された、図６Ａの装置６００の部分の断面図である。各々のはんだ被膜層６
１０は、上面６１０Ａ、及び対応する１つのボンディング・パッド６０４の上面６０４Ａ
に接触する対向下面６１０Ｂを有する。例えば、はんだペーストをボンディング・パッド
６０４の上面６０４Ａにステンシルプリントすることによって、はんだ被膜層６１０をボ
ンディング・パッド６０４の上面６０４Ａに形成することができる。あるいは、はんだ合
金の構成金属のいくつかの異なる層をボンディング・パッド６０４の上面６０４Ａに積層
することによって、はんだ被膜層６１０をボンディング・パッド６０４の上面６０４Ａに
形成することができる。金属層の積層の後に、基板６０２及びボンディング・パッド６０
４を加熱して、金属層を溶融することができる。溶融金属を混合してはんだ合金を形成し
、はんだ合金の表面張力により、溶融はんだ合金にはんだ被膜層６１０を形成させること
ができる。
【０１２３】
　図６Ｃは、半導体デバイス１００の部分を逆転させ、装置６００の部分に配置した、図
１の半導体デバイス１００と図６Ｂの装置６００との部分の一実施例の部分の断面図であ
る。半導体デバイス１００と装置６００との部分を図６Ｃに示すように互いに相対的に配
置することにより、装置６００の対応するボンディング・パッド６０４を覆うはんだ被膜
層６１０の真上に半導体デバイス１００のコンプライアント・バンプ１０４のはんだ可能
導体要素２４０を配置する。一般的に、半導体デバイス１００のコンプライアント・バン
プ１０４のはんだ可能導体要素２４０の上面２４０Ａが、装置６００の対応するボンディ
ング・パッド６０４を覆うはんだ被膜層６１０の上面６１０Ａに近接して配置されるよう
に、半導体デバイス１００と装置６００を互いに相対的に配置する。
【０１２４】
　図６Ｃに示されるように、半導体デバイス１００と装置６００は、上述のように互いに
相対的に配置されると、半導体デバイス１００のコンプライアント・バンプ１０４のはん
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だ可能導体要素２４０の上面２４０Ａが、装置６００の対応するボンディング・パッド６
０４を覆うはんだ被膜層６１０の上面６１０Ａに接触するように統合される。半導体デバ
イス１００の基板１０２及び／又は装置６００の基板６０２に十分な熱エネルギーを加え
て、はんだ被膜層６１０のはんだを溶融（再流動）させる。はんだ被膜層６１０のはんだ
が冷却されると、はんだは、半導体デバイス１００のコンプライアント・バンプ１０４の
はんだ可能導体要素２４０を装置６００の対応するボンディング・パッド６０４に機械的
かつ電気的に結合する。
【０１２５】
　図６Ｄは、半導体デバイス１００と装置６００との部分を接合して装置６２０を形成し
た、図６Ｃの結合処理に続く図６Ｂの半導体デバイス１００と装置６００との部分の断面
図である。装置６２０では、半導体デバイス１００の入出力パッド２００が、コンプライ
アント・バンプ１０４及びはんだ被膜層６１０接続部を介して、装置６００の対応するボ
ンディング・パッド６０４に電気的に結合され、コンプライアント・バンプ１０４は、コ
ンプライアント体２２０とはんだ可能導体要素２４０とを含む。
【０１２６】
　コンプライアント体２２０が半導体デバイス１００のコンプライアント・バンプ１０４
に存在することにより、半導体デバイス１００の基板１０２と装置６００の基板６０２の
熱膨張係数（ＣＴＥ）の差によってはんだ被膜層６１０接続部に生じる機械的応力が低減
される。上述したように、当該機械的応力は、はんだ再流動処理（例えば、図６Ｃに示し
、上述したはんだ再流動処理）を通じて、また半導体デバイス１００を装置６００の基板
６０２に取りつけた後の半導体デバイス１００のオン・オフ操作に起因する熱サイクルを
通じて生じる。はんだ被膜層６１０接続部における応力が低減された結果として、はんだ
被膜層６１０接続部が、標準的なはんだ被膜層接続部ほど急速に摩耗・破損しなくなる。
このような状況では、はんだ被膜層６１０接続部の信頼性が、標準的なはんだ被膜層接続
部に比べて高められるものと期待される。
【０１２７】
　本発明は、本明細書に記載の教示の恩恵を受ける当業者に理解される個別かつ同等の様
式で改造、実行することができるため、ここに開示した具体的な実施例は例示にすぎない
。また、請求項に記載されている以外は、本明細書に示されている構成又は設計の詳細に
限定することを意図するものではない。したがって、ここに開示した具体的な実施例を変
更又は改造することができ、当該変形形態も本発明の範囲及び趣旨に含まれるものと見な
されることは明らかである。よって、本明細書で要求する保護対象は、添付の請求項に示
されている。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】半導体基板と、コンプライアント誘電層と、外側誘電層と、コンプライアント誘
電層及び外側誘電層における開口部（すなわち穴）を通る複数の導電性コンプライアント
相互接続バンプ（すなわちコンプライアント・バンプ）とを含む半導体デバイスの一実施
例の部分の斜視図である。
【図２Ａ】複数の入出力（Ｉ／Ｏ）パッドが基板の上面に形成された、図１の基板の部分
の断面図である。
【図２Ｂ】図１のコンプライアント誘電層が基板の上面に形成され、コンプライアント誘
電層が、貫通する複数の穴を有し、各々の穴が、それぞれ異なる入出力パッドの上面を露
出させる、図２Ａの基板の部分の断面図である。
【図２Ｃ】導電性コンプライアント体がコンプライアント誘電層の穴に形成された、図２
Ｂの基板の部分の断面図である。
【図２Ｄ】図１の誘電層がコンプライアント誘電層の上面に形成され、外側誘電層が、貫
通する複数の穴を有し、各々の穴が、それぞれ異なるコンプライアント体の上面を露出さ
せる、図２Ｃの基板１０２の部分の断面図である。
【図２Ｅ】導電性はんだ可能導体要素が外側誘電層の穴に形成された、図２Ｄの基板の部
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分の断面図である。
【図３Ａ】図２Ａの複数の入出力パッドが基板の上面に形成された、図１の基板の部分の
断面図である。
【図３Ｂ】導電性金属被膜要素が、入出力パッドの上面及び側面に形成された、図３Ａの
基板の部分の断面図である。
【図３Ｃ】図１のコンプライアント誘電層が、導電性金属皮膜要素、及び導電性金属皮膜
要素を囲む半導体基板の上面の部分に形成され、コンプライアント誘電層が、貫通する複
数の穴を有し、各々の穴が、それぞれ異なる導電性金属皮膜要素の上面を露出させる、図
３Ｂの基板の部分の断面図である。
【図３Ｄ】図２Ｃの導電性コンプライアント体がコンプライアント誘電層の穴に形成され
た、図３Ｃの基板の部分の断面図である。
【図３Ｅ】図１の外側誘電層がコンプライアント誘電層の上面に形成され、外側誘電層が
、貫通する複数の穴を有し、各々の穴が、それぞれ異なるコンプライアント体の上面を露
出させる、図３Ｄの基板の部分の断面図である。
【図３Ｆ】図２Ｅの導電性はんだ可能導体要素が外側誘電層の穴に形成された、図３Ｅの
基板の部分の断面図である。
【図４Ａ】図２Ａの複数の入出力パッドが基板の上面に形成された、図１の基板の部分の
断面図である。
【図４Ｂ】図２Ｂのコンプライアント誘電層が基板の上面に形成され、コンプライアント
誘電層が、貫通する複数の穴を有し、各々の穴が、それぞれ異なる入出力パッドの上面を
露出させる、図４Ａの基板の部分の断面図である。
【図４Ｃ】図２Ｃのコンプライアント体がコンプライアント誘電層の穴に形成された、図
４Ｂの基板の部分の断面図である。
【図４Ｄ】導電性金属被膜要素がコンプライアント体の上面に形成された、図４Ｃの基板
の部分の断面図である。
【図４Ｅ】図１の外側誘電層がコンプライアント誘電層の上面に形成され、外側誘電層が
、貫通する複数の穴を有し、各々の穴が、それぞれ異なる導電性金属皮膜要素の上面を露
出させる、図４Ｄの基板の部分の断面図である。
【図４Ｆ】図２Ｅのはんだ可能導体要素が外側誘電層の穴に形成された、図４Ｅの基板の
部分の断面図である。
【図５Ａ】図２Ａの複数の入出力パッドが基板の上面に形成された、図１の基板の部分の
断面図である。
【図５Ｂ】図３Ｂの導電性金属被膜要素が入出力パッドの上面及び側面に形成された、図
５Ａの基板の部分の断面図である。
【図５Ｃ】図２Ｂのコンプライアント誘電層が基板の上面に形成され、コンプライアント
誘電層が、貫通する複数の穴を有し、各々の穴が、図３Ｂのそれぞれ異なる導電性金属被
膜要素の上面を露出させる、図５Ｂの基板の部分の断面図である。
【図５Ｄ】図２Ｃのコンプライアント体がコンプライアント誘電層の穴に形成された、図
５Ｃの基板の部分の断面図である。
【図５Ｅ】図４Ｄの導電性金属被膜要素がコンプライアント体の上面に形成された、図５
Ｄの基板の部分の断面図である。
【図５Ｆ】図１の外側誘電層がコンプライアント誘電層の上面に形成され、外側誘電層が
、貫通する複数の穴を有し、各々の穴が、図４Ｄのそれぞれ異なる導電性金属被膜要素の
上面を露出させる、図５Ｅの基板の部分の断面図である。
【図５Ｇ】図２Ｅのはんだ可能導体要素が外側誘電層の穴に形成された、図５Ｆの基板の
部分の断面図である。
【図６Ａ】基板と、基板の表面に配列された複数のボンディング・パッドとを含む第１の
装置の部分の断面図である。
【図６Ｂ】はんだ被膜層がボンディング・パッドの上面に形成された、図６Ａの第１の装
置の部分の断面図である。
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【図６Ｃ】半導体デバイスの部分が反転され、第１の装置の部分に配置され、半導体デバ
イスを第１の装置に結合する結合動作が行われる、図１の半導体デバイス、及び図６Ｂの
第１の装置の一実施例の部分の断面図である。
【図６Ｄ】半導体デバイス及び第１の装置の部分を接合して第２の装置を形成した、図６
Ｃの結合動作に続く半導体デバイス、及び図６Ｂの第１の装置の部分の断面図である。
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