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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する第１の面及び第２の面と、該両面間に延びている第１の開口部及び第２の開口
部とを有する誘電体要素であって、その上に複数の導電性要素を更に有する誘電体要素と
、
　裏面と、前記誘電体要素と向かい合っている表面と、該表面において露出した複数のコ
ンタクトとを有する第１のマイクロ電子素子と、
　裏面と、前記第１のマイクロ電子素子の裏面と向かい合っている表面と、該表面におい
て露出し、かつ前記第１のマイクロ電子素子の縁を越えたところで突出している複数のコ
ンタクトとを有する第２のマイクロ電子素子と、
　前記第１のマイクロ電子素子に接続され、前記第１の開口部を通じて前記誘電体要素上
の前記導電性要素のうちの幾つかへと延びている信号リード線と、
　前記第２のマイクロ電子素子に接続され、前記第２の開口部を通じて前記誘電体要素上
の前記導電性要素のうちの幾つかへと延びている信号リード線と、
　前記誘電体要素に取り付けられ、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間に少なく
とも部分的に配置され、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間隔全体に広がってお
り、前記第１のマイクロ電子素子及び前記第２のマイクロ電子素子の各々にある１つ以上
のコンタクトと電気的に接続される導電性プレーンであって、該導電性プレーンの一部が
、前記第１の開口部及び前記第２の開口部の外縁を越えた位置にまで延びている、導電性
プレーンと



(2) JP 5827342 B2 2015.12.2

10

20

30

40

50

　を備えたマイクロ電子アセンブリ。
【請求項２】
　前記導電性プレーンが電源プレーンである、請求項１に記載のマイクロ電子アセンブリ
。
【請求項３】
　前記導電性プレーンがグラウンドプレーンである、請求項１に記載のマイクロ電子アセ
ンブリ。
【請求項４】
　前記導電性プレーンが、互いに間隔を置いて位置する少なくとも２つのプレーン部分を
有している、請求項１に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項５】
　前記少なくとも２つのプレーン部分が、
　前記第１のマイクロ電子素子と前記第２のマイクロ電子素子との少なくとも一方にある
少なくとも幾つかの電源コンタクトに電気的に接続される電源プレーン部分と、
　前記第１のマイクロ電子素子又は前記第２のマイクロ電子素子にある１つ以上のコンタ
クトに電気的に接続されるグラウンドプレーン部分と
　を有している、請求項４に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項６】
　前記導電性プレーンが、前記第１のマイクロ電子素子の１つ以上のコンタクトに電気的
に接続されている、請求項１に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項７】
　前記導電性プレーンが、前記第２のマイクロ電子素子の１つ以上のコンタクトに電気的
に接続されている、請求項１に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項８】
　前記導電性プレーンと、前記第１のマイクロ電子素子にあるコンタクトとの間に接続さ
れた二重ワイヤボンドと、
　前記導電性プレーンと、前記第２のマイクロ電子素子にあるコンタクトとの間に接続さ
れた二重ワイヤボンドと
　を更に備えている請求項１に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項９】
　前記誘電体要素の前記第２の面において、かつ前記第１の開口部と前記第２の開口部と
の間において露出した少なくとも１つの受動構成要素を更に備えている請求項１に記載の
マイクロ電子アセンブリ。
【請求項１０】
　少なくとも１つの前記受動構成要素が、前記第１のマイクロ電子素子に電気的に接続さ
れている、請求項９に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項１１】
　少なくとも１つの前記受動構成要素が、前記第１のマイクロ電子素子及び前記第２のマ
イクロ電子素子に電気的に接続されている、請求項１０に記載のマイクロ電子アセンブリ
。
【請求項１２】
　少なくとも１つの前記受動構成要素が、前記導電性プレーンに取り付けられ、かつ電気
的に接続された電極を有している、請求項９に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項１３】
　少なくとも１つの前記受動構成要素が、前記導電性プレーンから離れた第２の電極を有
するコンデンサである、請求項１２に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項１４】
　少なくとも１つの前記受動構成要素が少なくとも１つのコンデンサを含み、該コンデン
サは、電源又はグラウンドに接続するための導電性端子に接続される電極を有する、請求
項９に記載のマイクロ電子アセンブリ。
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【請求項１５】
　前記導電性プレーンが第１の導電性プレーンであり、
　電源及びグラウンドにそれぞれ接続するための、前記誘電体要素の前記第２の面の上に
ある第２の導電性プレーンと、
　前記第１の導電性プレーン及び前記第２の導電性プレーンにそれぞれ電気的に接続され
る第１の電極及び第２の電極を有する少なくとも１つの前記受動構成要素と
　を更に備えている請求項９に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項１６】
　少なくとも１つの前記受動構成要素がコンデンサである、請求項１５に記載のマイクロ
電子アセンブリ。
【請求項１７】
　前記信号リード線がワイヤボンドである、請求項１に記載のマイクロ電子アセンブリ。
【請求項１８】
　前記信号リード線がリード線ボンドである、請求項９に記載のマイクロ電子アセンブリ
。
【請求項１９】
　請求項１又は９に記載のアセンブリと、該アセンブリに電気的に接続される１つ以上の
他の電子構成要素とを備えたシステム。
【請求項２０】
　ハウジングを更に備え、前記アセンブリ及び前記他の電子構成要素が前記ハウジングに
取り付けられている、請求項１９に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層型マイクロ電子アセンブリ及びこのようなアセンブリを製造する方法と
、このようなアセンブリにおいて有用なコンポーネントとに関する。
【０００２】
　　［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１１年９月３０日発行の韓国特許第１０－１０６１５３１号に基づく優
先権を主張するものであり、その開示内容は、引用することにより本明細書の一部を成す
ものとする。
【背景技術】
【０００３】
　半導体チップは、一般に、個々のパッケージングされたユニットとして提供される。標
準的なチップは平坦な矩形本体を有し、その広い表面にはチップの内部回路に接続される
コンタクトがある。通常、個々の各チップは、パッケージ内に設けられ、次にそのパッケ
ージは、プリント回路基板等の回路パネルに取り付けられ、チップのコンタクトが回路パ
ネルの導体に接続される。従来の設計の多くにおいては、チップパッケージは、チップ自
体の面積より大幅に広い回路パネルの面積を占有する。本開示において、表面を有するフ
ラットチップに関して、「チップの面積」は、表面の面積を指すものと理解するべきであ
る。「フリップチップ」設計では、チップの表面はパッケージ基板の面と対向し、すなわ
ち、チップキャリア及びチップ上のコンタクトは、はんだボール又は他の接続素子により
チップキャリアのコンタクトに直接結合される。そして、チップキャリアを、チップの表
面の上に重なる端子を介して回路パネルに結合することができる。「フリップチップ」設
計は、比較的小型の構成を可能とし、各チップは、例えば、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に譲渡された米国特許第５，１４８，２６５
号と、同第５，１４８，２６６号と、同第５，６７９，９７７号の実施形態に開示されて
いるように、チップの表面の面積に等しいか又はそれよりわずかに広い回路パネルの面積
を占有する。
【０００４】
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　ある特定の革新的な設置方法によれば、従来のフリップチップ結合に近いか又はそれに
等しい小型化がもたらされる。チップ自体の面積に等しいか又はそれよりわずかに広い回
路パネルの面積に単一チップを収容することができるパッケージを、一般に「チップサイ
ズパッケージ」と呼ぶ。
【０００５】
　マイクロ電子アセンブリにより占有される回路パネルの平面領域を最小限にすることに
加えて、回路パネルの平面に対して垂直な高さ又は寸法全体が小さいチップパッケージを
製造することも望ましい。このような薄いマイクロ電子パッケージにより、隣接する構造
体に近接してパッケージが設けられている回路パネルの配置が可能になり、これにより、
回路パネルを組み込んだ製品の全体的なサイズがもたらされる。単一パッケージ又はモジ
ュールで複数のチップを提供するさまざまな提案がなされている。従来の「マルチチップ
モジュール」では、チップは単一パッケージ基板上に横に並べて取り付けられ、次にその
パッケージ基板が回路パネルに取り付けられる。この手法によれば、チップが占有する回
路パネルの全体的な面積の限られた縮小しかもたらされない。全体的な面積は、モジュー
ルの個々のチップの総表面積より依然として大きい。
【０００６】
　複数のチップを「積層体」構成で、すなわち複数のチップが重なり合って配置される構
成でパッケージングすることも提案されている。積層型の構成では、幾つかのチップを、
チップの総面積より小さい面積の回路パネルに取り付けることができる。ある特定の積層
型チップ構成は、例えば、引用することにより本明細書の一部をなすものとする上記米国
特許第５，６７９，９７７号及び同第５，１４８，２６５号と、同第５，３４７，１５９
号の或る特定の実施形態に開示されている。同様に、引用することにより本明細書の一部
をなすものとする米国特許第４，９４１，０３３号は、チップが積み重なって、チップに
関連した、いわゆる「配線フィルム」上の導体によって相互に接続される構成を開示して
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本技術分野におけるこれらの試みにも関らず、コンタクトが実質的にチップの中心領域
に位置するチップ用のマルチチップパッケージの場合には、更なる改良が望まれている。
幾つかのメモリチップ等の或る特定の半導体チップは、一般に、１列又は２列のコンタク
トがチップの中心軸に実質的に沿って位置するように作られる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示内容はマイクロ電子アセンブリに関する。一実施形態では、マイクロ電子アセン
ブリは、少なくとも１つの開口部と、その上にある導電性要素であって、誘電体要素の第
２の面において露出した端子を有する導電性要素とを有する誘電体要素と、裏面と、前記
誘電体要素と向かい合っている表面と、該表面において露出した複数のコンタクトとを有
する第１のマイクロ電子素子と、裏面と、前記第１のマイクロ電子素子の裏面と向かい合
っている表面と、該表面において露出し、かつ前記第１のマイクロ電子素子の縁（edge）
を越えたところで突出している複数のコンタクトとを有する第２のマイクロ電子素子と、
誘電体要素に取り付けられ、かつ第１の開口部と第２の開口部との間に少なくとも部分的
に配置され、第１のマイクロ電子素子と第２のマイクロ電子素子との少なくとも一方にあ
る１つ以上のコンタクトと電気的に接続されている導電性プレーン（conductive plane、
平面的導体）とを備えている。導電性プレーン全体を第１の開口部と第２の開口部との間
に配置することができる。導電性プレーンは電源プレーン又はグラウンドプレーンとする
ことができる。導電性電位プレーンの一部は、第１の開口部及び第２の開口部の外縁を越
えた場所にまで延びていてもよい。この導電性プレーンは、互いに間隔を置いた少なくと
も２つのプレーン部分を含むことができる。２つのプレーン部分は、第１のマイクロ電子
素子と第２のマイクロ電子素子との少なくとも一方にある少なくとも幾つかの電源コンタ
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クトに電気的に接続された電源プレーン部分と、第１のマイクロ電子素子又は第２のマイ
クロ電子素子のうちの１つ以上のコンタクトに電気的に接続されたグラウンドプレーン部
分とを含むことができる。導電性プレーンは、第１のマイクロ電子素子の１つ以上のコン
タクトに電気的に接続することができる。導電性プレーンは、第２のマイクロ電子素子の
１つ以上のコンタクトに電気的に接続することができる。
【０００９】
　別の実施の形態では、マイクロ電子アセンブリが、対向する第１の面及び第２の面と、
該両面間に延びている第１の開口部及び第２の開口部とを有する誘電体要素であって、そ
の上に複数の導電性要素を更に有する誘電体要素と、裏面と、前記誘電体要素と向かい合
っている表面と、該表面において露出した複数のコンタクトとを有する第１のマイクロ電
子素子と、裏面と、前記第１のマイクロ電子素子の裏面と向かい合っている表面と、該表
面において露出し、かつ前記第１のマイクロ電子素子の縁を越えたところで突出している
複数のコンタクトとを有する第２のマイクロ電子素子と、前記マイクロ電子素子のうちの
１つ以上に接続され、前記第１の開口部又は前記第２の開口部のうちの１つ以上を通じて
前記誘電体要素上の前記導電性要素のうちの幾つかへと延びている信号リード線と、前記
第１の開口部を通じて延びており、前記第１のマイクロ電子素子のコンタクトに接続され
る１つ以上のジャンパリード線であって、１つ以上の該ジャンパリード線が前記第２の開
口部の上に架かり、かつ前記誘電体要素上の導電性要素に接続されている、１つ以上のジ
ャンパリード線とを備えている。
【００１０】
　更に別の実施の形態では、前記マイクロ電子アセンブリは、対向する第１の面及び第２
の面と、該両面間に延びている第１の開口部及び第２の開口部とを有する誘電体要素であ
って、その上に複数の導電性要素を更に有する誘電体要素と、裏面と、前記誘電体要素と
向かい合っている表面と、該表面において露出した複数のコンタクトとを有する第１のマ
イクロ電子素子と、裏面と、前記第１のマイクロ電子素子の裏面と向かい合っている表面
と、該表面において露出し、前記第１のマイクロ電子素子の縁を越えたところで突出して
いる複数のコンタクトとを有する第２のマイクロ電子素子と、前記マイクロ電子素子のう
ちの１つ以上に接続され、前記第１の開口部又は前記第２の開口部のうちの１つ以上を通
じて前記誘電体要素上の前記導電性要素のうちの幾つかへと延びている信号リード線と、
前記第１の開口部又は前記第２の開口部のうちの少なくとも一方の上に架かり、前記誘電
体要素上の導電素子に接続される１つ以上のジャンパリード線とを備えている。前記マイ
クロ電子アセンブリは、前記第１の開口部内に配置され、前記信号リード線及び前記１つ
以上のジャンパリード線を覆う封止材（encapsulant）を更に備えていてもよい。前記ジ
ャンパリード線は、前記第１の開口部の一方の側にある導電性要素から、前記第１の開口
部を越え、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間にある前記第２の面の部分を越え
、前記第２の開口部を通じて、前記マイクロ電子素子のうちの１つへと延びている延長さ
れたジャンパリード線を更に備えていてもよい。前記第１の開口部及び前記第２の開口部
は細長い形状であり、互いに実質的に平行に延びているものとすることができる。前記誘
電体要素上の前記導電性要素は、前記誘電体要素の前記第２の面において露出させること
のできる端子を有している。
【００１１】
　更なる実施の形態では、前記マイクロ電子アセンブリは、対向する第１の面及び第２の
面と、該両面間に延びている１つ以上の開口部とを有する誘電体要素であって、その上に
導電性要素を更に有する誘電体要素と、裏面と、前記誘電体要素の前記第１の面と向かい
合っている表面と、第１の縁と、前記表面において露出した複数のコンタクトとを有する
第１のマイクロ電子素子と、裏面と、前記第１のマイクロ電子素子の裏面と向かい合って
いる表面とを有する第２のマイクロ電子素子であって、該第２のマイクロ電子素子の該表
面の突出した部分が前記第１のマイクロ電子素子の前記第１の縁を越えたところで延び、
該突出した部分が前記誘電体要素の前記第１の面から間隔を置いて位置し、前記表面の前
記突出した部分において露出している複数のコンタクトを有する第２のマイクロ電子素子
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と、前記マイクロ電子素子のコンタクトから少なくとも１つの前記開口部を通じて前記導
電性要素のうちの少なくとも幾つかへと延びているリード線と、前記第２のマイクロ電子
素子の表面の前記突出した部分と、前記誘電体要素の前記第１の面との間に配置された第
１の受動構成要素とを備えている。前記マイクロ電子アセンブリは、前記誘電体アセンブ
リの前記第２の面において、かつ前記２つの開口部間において露出した第２の受動構成要
素を更に備えていてもよい。前記マイクロ電子アセンブリは、第１の受動構成要素から前
記マイクロ電子アセンブリのうちの１つのコンタクトまで延びているリード線を更に備え
ていてもよい。前記誘電体要素は前記第２の面上に露出した複数の端子を含むことができ
、各端子は回路基板に電気的に接続される。はんだボールが各端子を前記回路基板に接続
することができる。銅ピラーが各端子を前記回路基板に接続することができる。各端子は
前記第１のマイクロ電子素子に接続することができる。各端子は前記第１のマイクロ電子
素子及び前記第２のマイクロ電子素子に接続することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態による積層型マイクロ電子アセンブリの立断面図である。
【図２】図１の積層型アセンブリの底面図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態におけるマイクロ電子アセンブリの一変形形態における結
合素子間の接続を示す部分断面図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態におけるマイクロ電子アセンブリの一変形形態における結
合素子間の接続を示す部分断面図である。
【図２Ｃ】本発明の一実施形態におけるマイクロ電子アセンブリの一変形形態における結
合素子間の接続を示す部分断面図である。
【図２Ｄ】本発明の一実施形態におけるマイクロ電子アセンブリの一変形形態における結
合素子間の接続を示す部分断面図である。
【図３】本発明の別の実施形態による積層型マイクロ電子アセンブリの立断面図である。
【図４】本発明の別の実施形態による積層型マイクロ電子アセンブリの立断面図である。
【図５】図４の積層型アセンブリの底面図である。
【図６】積層型マイクロ電子アセンブリの別の実施形態の概略的な断面図である。
【図７】積層型マイクロ電子アセンブリの更に別の実施形態の概略的な断面図である。
【図８】図７の積層型マイクロ電子アセンブリの底面図である。
【図９】本発明の別の実施形態による積層型マイクロ電子アセンブリの底面図である。
【図１０】積層型マイクロ電子アセンブリの別の実施形態の概略的な断面図である。
【図１１】図１０の積層型マイクロ電子アセンブリの底面図である。
【図１２】本発明の別の実施形態による積層型マイクロ電子アセンブリの底面図である。
【図１３】本発明の一実施形態によるシステムの概略図である。
【図１４】回路基板に電気的に結合される積層型マイクロ電子アセンブリの一実施形態の
概略的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態による積層型マイクロ電子アセンブリ１０は、
第１のマイクロ電子素子１２と第２のマイクロ電子素子１４とを備えている。幾つかの実
施形態では、第１のマイクロ電子素子１２及び第２のマイクロ電子素子１４を、半導体チ
ップ、ウェハ等とすることができる。
【００１４】
　第１のマイクロ電子素子１２は、表面１６と、表面から離れて位置する裏面１８と、表
面と裏面との間に延びている第１の縁（edge）２７及び第２の縁（edge）２９とを有して
いる。第１のマイクロ電子素子１２の表面１６は、第１の端部領域１５及び第２の端部領
域１７と、第１の端部領域１５と第２の端部領域１７との間に位置する中心領域１３とを
備えている。第１の端部領域１５は、中心領域１３と第１の縁２７との間に広がっており
、第２の端部領域１７は、中心領域１３と第２の縁２９との間に広がっている。第１のマ
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イクロ電子素子１２の表面１６において、電気的コンタクト２０が露出している。本開示
においては、導電性要素が構造体の表面「において露出している」という表現は、その導
電性要素が、該表面に垂直な方向において、該構造体の外側から表面に向かって移動する
仮想的な点と接触できることを意味する。したがって、構造体の表面において露出してい
る端子又は他の導電性要素は、このような表面から突出することができるか、このような
表面と同一平面とすることができるか、又はこのような表面に対して凹状であり、構造体
の孔若しくは窪みを通して露出することができる。第１のマイクロ電子素子１２のコンタ
クト２０は、中心領域１３内の表面１６において露出している。例えば、コンタクト２０
を、第１の面１６の中心に隣接した１つ又は２つの平行な列として配置することができる
。
【００１５】
　第２のマイクロ電子素子１４は、表面２２と、表面から離れて位置する裏面２４と、表
面と裏面との間に延びている第１の縁（edge）３５及び第２の縁（edge）３７とを有して
いる。第２のマイクロ電子素子１４の表面２２は、第１の端部領域２１及び第２の端部領
域２３と、第１の端部領域２１と第２の端部領域２３との間に位置する中心領域１９とを
備えている。第１の端部領域２１は、中心領域１９と第１の縁３５との間に広がっており
、第２の端部領域２３は、中心領域１９と第２の縁３７との間に広がっている。第２のマ
イクロ電子素子１４の表面２２において電気的コンタクト２６が露出している。第２のマ
イクロ電子素子１４のコンタクト２６は、中心領域１９内の表面２２において露出してい
る。例えば、コンタクト２６を、第１の面２２の中心に隣接した１つ又は２つの平行な列
として配置することができる。
【００１６】
　図１に示しているように、第１のマイクロ電子素子１２及び第２のマイクロ電子素子１
４は、互いに関連して積み重ねられている。幾つかの実施形態では、第２のマイクロ電子
素子１４の表面２２と、第１のマイクロ電子素子１２の裏面１８とが、互いに向かい合っ
ている。第２のマイクロ電子素子１４の第２の端部領域２３の少なくとも一部が、第１の
マイクロ電子素子１２の第２の端部領域１７の少なくとも一部と重なっている。第２のマ
イクロ電子素子１４の中心領域１９の少なくとも一部が、第１のマイクロ電子素子１２の
第２の縁２９を越えたところ（beyond）で突出している。したがって、第２のマイクロ電
子素子１４のコンタクト２６は、第１のマイクロ電子素子１２の第２の縁２９を越えた位
置に、つまり第２の縁２９の外側に置かれている。
【００１７】
　マイクロ電子アセンブリ１０は、対向している（oppositely-facing）第１の面３２及
び第２の面３４を有する誘電体要素３０を更に備えている。図１には、１つの誘電体要素
３０しか示していないが、マイクロ電子アセンブリ１０は、２つ以上の誘電体要素を備え
ていてもよい。誘電体要素３０の第１の面３２において、１つ以上の導電性要素又は端子
３６が露出している。少なくとも幾つかの端子３６を、第１のマイクロ電子素子１２及び
／又は第２のマイクロ電子素子１４に対して移動可能とすることができる。
【００１８】
　誘電体要素３０は、１つ以上の開口部を更に備えることができる。図１に示す実施形態
では、誘電体要素３０は、第１のマイクロ電子素子１２の中心領域１３と実質的に位置合
せされた第１の開口部３３と、第２のマイクロ電子素子１４の中心領域１９と実質的に位
置合せされた第２の開口部３９とを備えており、それにより、コンタクト２０及び２６に
対するアクセスが可能である。
【００１９】
　図１に示すように、誘電体要素３０は、第１のマイクロ電子素子１２の第１の縁２７及
び第２のマイクロ電子素子１４の第１の縁３５を越えて広がっているものとすることがで
きる。誘電体要素３０の第２の面３４を、第１のマイクロ電子素子１２の表面１６と並べ
て置くことができる。誘電体要素３０は、任意の適切な誘電体材料から部分的に又は全体
的に作ることができる。例えば、誘電体要素３０は、ポリイミド、ＢＴ樹脂、又はテープ
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自動結合（tape automated bonding）（「ＴＡＢ」）テープを作るために一般に使用され
る他の誘電体材料の層等の可撓性材料の層を含むことができる。あるいは、誘電体要素３
０は、Ｆｒ－４基板又はＦｒ－５基板等、繊維補強エポキシの厚い層等の比較的剛性の板
状材料を含むことができる。用いる材料に関らず、誘電体要素３０は、誘電体材料の単層
又は複数の層を含むことができる。
【００２０】
　誘電体要素３０はまた、第１の面３２において露出している導電性要素４０と導電性ト
レース４２とを備えることができる。導電性トレース４２は、導電性要素４０を端子３６
に電気的に接続する。
【００２１】
　接着剤層等のスペーサ層３１を、第２のマイクロ電子素子１４の第１の端部領域２１と
誘電体要素３０の一部との間に配置することができる。スペーサ層３１が接着剤を含む場
合には、接着剤は、第２のマイクロ電子素子１４を誘電体要素３０に取り付けるすること
ができる。第２のマイクロ電子素子１４の第２の端部領域２３と第１のマイクロ電子素子
１２の第２の端部領域１７との間に、別のスペーサ層６０を配置することができる。この
スペーサ層６０は、第１のマイクロ電子素子１２及び第２のマイクロ電子素子１４を合わ
せて結合する接着剤を含むことができる。この場合、スペーサ層６０を、ダイアタッチ（
die-attach）接着剤から部分的に又は全体的に作ることができ、シリコーンエラストマ等
の低弾性率材料から構成することができる。しかし、２つのマイクロ電子素子１２及び１
４が同じ材料から形成された従来の半導体チップである場合には、マイクロ電子素子が、
温度変化に応じて一斉に膨張し収縮する傾向があるため、スペーサ層６０を、高弾性率接
着剤又ははんだの薄層から全体的に又は部分的に作ることができる。用いる材料に関らず
、スペーサ層３１及び６０のそれぞれは、単層又は複数の層を含むことができる。
【００２２】
　図１及び図２に示しているように、電気的接続部又はリード線７０が、第１のマイクロ
電子素子１２のコンタクト２０を幾つかの導電性要素４０に電気的に接続する。電気的接
続７０は、複数のワイヤボンド（wire bond）７２、７４を含むことができる。ワイヤボ
ンド７２、７４は、第１の開口部３３を通じて延びており、互いに対して実質的に平行と
なるように方向づけされている。ワイヤボンド７２及び７４のそれぞれは、コンタクト２
０を、誘電体要素の対応する導電性要素４０に電気的に接続する。本実施形態による多重
ワイヤボンド構造は、接続されたコンタクト間を電流が流れるための追加の経路を提供す
ることにより、ワイヤボンド接続のインダクタンスを実質的に低下させることができる。
【００２３】
　別の電気的接続部又はリード線５０が、第２のマイクロ電子素子１４のコンタクト２６
を幾つかの導電性要素４０に電気的に接続する。電気的接続部５０は複数のワイヤボンド
５２、５４を含むことができる。ワイヤボンド５２、５４は、第２の開口部３９を通じて
延びており、互いに対して実質的に平行となるように方向づけされている。ワイヤボンド
５２及び５４のそれぞれが、コンタクト２６を誘電体要素３０の対応する素子４０に電気
的に接続する。本実施形態による多重ボンドワイヤ構造は、接続されたコンタクト間を電
流が流れるための追加の経路を提供することにより、ワイヤボンド接続のインダクタンス
を実質的に低下させることができる。
【００２４】
　図２Ａに示すように、電気的接続部７０において、第１のボンドワイヤ５２はチップコ
ンタクト２０と冶金学的に接合される端部５２Ａと、導電性要素４０と冶金学的に接合さ
れる別の端部（図示せず）とを有することができる。例えば、ボンドワイヤは、超音波エ
ネルギー、熱又はその両方を用いてコンタクトに溶接し、コンタクトとの冶金学的接合又
は結合を形成することのできる金等の金属を含むことができる。対照的に、第２のボンド
ワイヤ５４は、第１のボンドワイヤ５２の端部５２Ａに冶金学的に結合される一方の端部
５４Ａと、第１のボンドワイヤ５２の端部に冶金学的に結合される他方の端部（図示せず
）とを有することができる。
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【００２５】
　第２のボンドワイヤ５４は、第１のボンドワイヤ５２が冶金学的に結合される導電性要
素１４０に接触する必要はない。代わりに、特定の実施形態では、第２のボンドワイヤ５
４の端部５４Ａは、第２のボンドワイヤが第２のボンドワイヤの少なくとも１つの端部に
おいてコンタクトと接触しないようにして、第１のボンドワイヤ５２の端部５２Ａに冶金
学的に結合することができ、いずれの端部においてもコンタクトと接触させないこともで
きる。
【００２６】
　各ボンドワイヤ５２、５４の端部５２Ａ、５４Ａはワイヤボンディングプロセスにおい
て形成されるボールを含むことができる。ワイヤボンディングツールは通常、ツールのス
プールから先端まで、金ワイヤの先端を進めることによって動作する。処理の一例におい
て、ツールが第１のコンタクト、例えば、チップコンタクト２０において第１のワイヤボ
ンドを形成するための所定の位置にあるとき、そのツールは、ワイヤの先端が溶融してボ
ールを形成するまで、ワイヤに超音波エネルギー、熱又はその両方を加えることができる
。その後、加熱されたボールはコンタクトの表面と冶金学的に結合する。その後、ワイヤ
ボンディングツールの先端が第１のコンタクトから離れるように動くとき、ボールはコン
タクトに結合されたままとなり、その間、そのコンタクトと第２のコンタクトとの間のボ
ンドワイヤの長さが繰り出される。その後、ワイヤボンディングツールは、ワイヤの第２
の端部を第２のコンタクトに取り付けることができ、その端部において第２のコンタクト
との冶金学的な接合を形成する。
【００２７】
　その後、上記のプロセスを、幾分異なるように繰り返して、第２のボンドワイヤを形成
することができる。この場合、ワイヤボンディングツールを所定の位置に動かすことがで
き、その後、ワイヤボンディングツールを用いてワイヤの先端を加熱してボールを形成す
ることができ、そして、ボールは、第２のボンドワイヤの端部５４Ａを第１のボンドワイ
ヤの端部５２Ａに冶金学的に接合する。その後、ワイヤボンディングツールは、ボンドワ
イヤの他端を第１のボンドワイヤの第２の端部に取り付けることができ、その端部におい
て少なくとも第１のボンドワイヤとの冶金学的接合部を形成する。
【００２８】
　導電性要素５２、５４のうちの幾つかは信号、すなわち経時的に変化し、通常は情報を
伝達する電圧又は電流を搬送することができる。例えば、限定はしないが、経時的に変化
し、状態、変化、測定値、クロック若しくはタイミング入力、又は制御若しくはフィード
バック入力を表す電圧又は電流が、信号の幾つかの例である。導電性要素５２、５４のう
ちの他の導電性要素は、グラウンド又は電源電圧への接続を与えることができる。グラウ
ンド又は電源電圧への接続は通常、回路の動作対象の周波数にわたって経時的に少なくと
も極めて安定している電圧を与える。それぞれのコンタクトペア間の二重ワイヤボンド接
続又は多重ワイヤボンド接続は、それらの接続がグラウンド又は電源電圧への接続である
ときに特に有益な場合がある。一例では、二重ワイヤ接続７２、７４及び５２、５４は、
それぞれのマイクロ電子素子１２、１４を誘電体要素３０上のグラウンド端子に接続する
ことができる。同様に、二重ワイヤ接続７２Ａ、７４Ａ及び５２Ａ、５４Ａは、それぞれ
のマイクロ電子素子を誘電体要素上の電源端子に接続することができる（図示していない
回路パネルを通して電源に更に相互接続される）。グラウンド端子又は電源端子へのこれ
らの接続においてワイヤボンドの数を増やすと、グラウンド及び電源回路内のインダクタ
ンスを低減することができ、それにより、システム内のノイズを低減するのを助けること
ができる。
【００２９】
　この実施形態による、多重ボンドワイヤ構造及び方法の別の考えられる利点は、ボンド
ワイヤを、チップ又は基板上のボンドパッドのようなコンタクトに取り付けるための面積
が制限される場合に、インダクタンスを下げることである。チップの中には、特に高いコ
ンタクト密度及びファインピッチを有するものもある。そのようなチップ上のボンドパッ
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ドの面積は、極めて限られている。第２のボンドワイヤが、第１のボンドワイヤの端部に
取り付けられるものの、それ自体がコンタクトと接触しない端部を有する構造は、ボンド
パッドのサイズの拡大が必要なく、二重ボンドワイヤ構造又は多重ボンドワイヤ構造を達
成することができる。したがって、図２Ａに関して説明したような多重ボンドワイヤ構造
は、ファインピッチで配列されるコンタクト、又は面積の小さいコンタクトへのワイヤボ
ンド接続を形成する場合であっても達成することができる。
【００３０】
　さらに、高密度の幾つかのマイクロ電子素子は、大きな入力速度及び出力速度、すなわ
ち信号がチップ上に、又はチップから送られる高い周波数も有する。十分に高い周波数で
は、接続のインダクタンスが著しく増加する可能性がある。この実施形態による多重ボン
ドワイヤ構造は、接続されたコンタクト間に電流が流れるための付加的な経路を与えるこ
とによって、グラウンド、電源又は信号送信に用いられるワイヤボンド接続のインダクタ
ンスを著しく小さくすることができる。
【００３１】
　図２Ｂは、第１のボンドワイヤ５１と第２のボンドワイヤ５３との間の、その端部にお
ける接続を示している。図４に示すように、ボンドワイヤの第１の端部において、ボール
５１Ａ及び５３Ａを互いに冶金学的に接合することができるが、第２のワイヤ５３のボー
ルはコンタクト２０と接触しないことになる。第２のコンタクト４０におけるボンドワイ
ヤの第２の端部５１Ｂ、５３Ｂでは、第２の端部５１Ｂ、５３Ｂにおいて形成されるボー
ルを有することなくワイヤ間に電気的接続を形成することができる。この場合、コンタク
ト２０、４０のうちの一方は、チップの表面において露出するチップコンタクトとするこ
とができ、コンタクト２０、４０のうちの他方は基板の表面において露出する基板コンタ
クトとすることができる。図２Ｂにおいて更に示されるように、第２のワイヤボンドの第
２の端部５３Ｂは、５１Ｂにおいて第１のボンドワイヤと接合され、第２のボンドワイヤ
はコンタクト４０と接触していない。
【００３２】
　図２Ｃは、そのような実施形態（図２Ｂ）の変形形態を示している。この実施形態にお
いて、第１のボンドワイヤ５５が、第１のコンタクト２０に接合されるボール端部５５Ａ
を有する。第２のボンドワイヤ５７のワイヤ端部５７Ｂは、第１のコンタクト２０の上方
で第１のボンドワイヤのボール端部５５Ａに冶金学的に接合される。さらに、第２のコン
タクト４０では、第２のボンドワイヤ５７のボール端部５７Ａが、第１のボンドワイヤ５
５のワイヤ端部５５Ｂに冶金学的に接合される。必要に応じて、コンタクトのペア間に電
流が流れるための並列の電気経路を与えるようにするために、このようにして他のボンド
ワイヤに冶金学的に接合される更に多くの数のボンドワイヤを用いることができる。
【００３３】
　図２Ｄは、ボンドワイヤに代えてボンドリボン４１が用いられる電気的接続を示してお
り、ボンドリボン４１は、コンタクトのうちの１つ（例えば、コンタクト２０）に冶金学
的に接合される第１の端部４３を有する。ボンドワイヤ４１は、別のコンタクト４０に冶
金学的に接合される中央部分４５を有し、ボンドリボンの第１の端部４３に接合される第
２の端部４７を有する。ボンドリボンの第１の端部４３と第２の端部４７との間の接合部
は、第１の端部が接合されるコンタクト２０に第２の端部４７が接触しないようにするこ
とができる。あるいは、１つの変形形態（図示せず）では、第２の端部４７は、第１の端
部４３が接合される同じコンタクト２０と接触するか、又は直接接合することができる。
コンタクトのうちの１つ、例えば、コンタクト２０、４０のうちの１つは基板コンタクト
とすることができ、コンタクト２０、４０のうちの他方のコンタクトはチップコンタクト
とすることができる。代替的には、コンタクト２０、４０の両方を、基板の表面上に露出
する基板コンタクトとすることができるか、又は両方のコンタクト２０、４０をチップの
表面上に露出するチップコンタクトとすることができる。
【００３４】
　図１に更に示すように、マイクロ電子アセンブリ１０は、第１の封止材（encapsulant
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）８０及び第２の封止材８２も含むことができる。第１の封止材８０は、電気的接続部７
０と、誘電体要素３０の第１の開口部３３とを覆う。第２の封止材８２は、電気的接続部
７０と、誘電体要素３０の第２の開口部３９とを覆う。
【００３５】
　マイクロ電子アセンブリ１０は、はんだボール８１のような複数の接合ユニットを更に
含むことができる。はんだボール８１は端子３６に取り付けられ、それゆえ、素子４０、
リード線５０及び７０、並びにコンタクト２０及び２６のうちの少なくとも幾つかに電気
的に相互接続される。
【００３６】
　図３に示しているように、第１の開口部５３３と第２の開口部５３９との間の誘電体要
素５３０の第１の面５３２に、複数の受動回路素子、すなわち「受動素子（passive）」
５９０Ａを配置するか又は取り付けることができる。受動素子５９０Ａはコンデンサ、抵
抗器、インダクタ等とすることができる。１つ又は複数の受動素子は、誘電体要素上の１
つ又は複数の導電性要素と、又は一方若しくは両方のマイクロ電子素子の１つ以上のコン
タクト５２０、５２６と電気的に相互接続することができる。１つ以上の受動素子は、マ
イクロ電子素子コンタクト５２０又は５２６と、かつ誘電体要素のコンタクト５４０と電
気的に相互接続することができる。それとは別に、又はそれに加えて、誘電体要素５３０
の第２の面５３４と、第２のマイクロ電子素子５１４の表面５２２との間に複数の受動素
子５９０Ｂを配置することができる。これらの受動素子５９０Ｂは、受動素子５９０Ａの
場合と同様に、マイクロ電子素子５１２、５１４のうちのいずれか１つ若しくは全てに、
又は誘電体要素５３０に電気的に相互接続することができる。特定の実施形態では、受動
素子５９０Ａ又は５９０Ｂのうちの少なくとも幾つかはデカップリングコンデンサ（deco
upling capacitor）であり、一例では、マイクロ電子素子５１２若しくは５１４、誘電体
要素５３０又は両方の「電源」コンタクトに接続することができ、そのコンタクトを通し
て電源からの電力がマイクロ電子素子に入力される。
【００３７】
　図４～図６は、図１に示した実施形態の変形形態を示している。この変形形態では、誘
電体要素６３０は複数の開口部を含む。図５は４つの開口部を有する誘電体要素６３０を
示しているが、誘電体要素６３０は、それよりも多くの又は少ない開口部を含んでいても
よい。図５に示した具体的な実施形態では、誘電体要素６３０は２つの開口部６３３ａ及
び６３３ｂを含み、それらの開口部は積層型マイクロ電子アセンブリ６００の第１の方向
６６２において互いに実質的に位置合わせすることができる。開口部６３３ａ及び６３３
ｂは類似の形状及び寸法を有することができるか、又は異なる寸法若しくは形状を有する
ことができる。例えば、図１３に示す開口部６３３ａ及び６３３ｂはそれぞれ、実質的に
長方形の断面と、実質的に類似の寸法とを有する。開口部の形状に関係なく、開口部６３
３ａ及び６３３ｂ内で、第１のマイクロ電子素子６１２のコンタクト６２０が露出してい
る。
【００３８】
　誘電体要素６３０は、開口部６３９ａ及び６３９ｂを更に有することができ、第２のマ
イクロ電子素子６１４のコンタクト６２６がそれらの開口部内で露出することができる。
開口部６３９ａ及び６３９ｂも互いに実質的に位置合わせすることができる。図５に示し
た実施形態では、開口部６３９ａは開口部６３９ｂよりも大きく、いずれの開口部も実質
的に長方形の形状を有する。
【００３９】
　積層型マイクロ電子アセンブリ６００は、複数のトレースを有している。１つの具体的
な実施形態では、導電性トレース６４２ａが開口部６３３ａと６３３ｂとの間の誘電体要
素の面６３２に沿った方向に延びているものとすることができる。一実施形態では、トレ
ース６４２ａは誘電体要素６３０の場所６３６まで延びた長さを有することができ、それ
らの場所は、トレースの長さの方向において開口部６３３ａの縁６６４ａ、６６４ｂを越
えている。図５に示しているように、誘電体要素６３０の端子６３６等の導電性構造をト
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レース６４２ａによって相互に接続することができる。別のトレース６４２ｂを開口部６
３９ａと６３９ｂとの間に配置することができ、開口部６３９ａ及び６３９ｂの縁６６８
ａ、６６８ｂを越えた場所まで延びた長さを有することができる。誘電体要素６３０の端
子６３６等の他の導電性構造をトレース６４２ｂによって相互に接続することができる。
【００４０】
　積層型マイクロ電子アセンブリ６００は、信号を送信する複数の導電性要素、例えば、
信号リード線を有し、信号リード線はワイヤボンド又は他の適切な構造とすることができ
る。図４に示す実施形態では、信号リード線６５２は開口部６３３ａを通って延びており
、第１のマイクロ電子素子６１４のコンタクト６２０と、開口部６３３ａに隣接する基板
コンタクト６５２とを電気的に接続する。別の信号リード線６５４が開口部６３３ａを通
って延びており、第１のマイクロ電子素子６１２のコンタクト６２０と、開口部６３３ａ
に隣接する基板コンタクト６４０とを相互接続する。図５に示されるように、別の信号リ
ード線６５６が、第１のマイクロ電子素子のコンタクト６２０と、開口部６３９ａに隣接
する基板コンタクト６４０とを電気的に接続する。信号リード線６５６は開口部６３９ａ
の幅を越えて延びている。
【００４１】
　第２のマイクロ電子素子６１４のコンタクト６２６に接続される信号リード線６７２は
、開口部６３３ｂの幅を越えて延びており、開口部６３３ｂの遠方の縁を越えて基板コン
タクト６４０に電気的に接続されている。別の信号リード線６７４が開口部６３９ａを通
って延びており、第２のマイクロ電子素子６１４のコンタクト６２６と、開口部６３９ｂ
に隣接する誘電体要素の中央部分内の基板コンタクト６４０とを相互接続する。同様に、
信号リード線６７６は開口部６３９ａを通って延びており、第２のマイクロ電子素子６１
４のコンタクト６２６と、開口部６３９ｂに隣接する基板コンタクト６４０とを電気的に
接続する。
【００４２】
　図５及び図６に示すように、積層型マイクロ電子アセンブリ６００は、開口部６３９ａ
の幅を越えて延び、開口部６３９の両側に配置された２つの基板コンタクト６４０を相互
接続する信号リード線６７８を更に含むことができる。別の信号リード線６７９が開口部
６３３ａ又は６３３ｂの幅を越えて延び、そのような開口部６３３ａ又は６３３ｂの両側
に位置する２つの基板コンタクト６４０を相互接続する。封止材により、全ての信号リー
ド線及び開口部６３３ａ、６３３ｂ、６３９ａ及び６３９ｂを覆うことができる。
【００４３】
　図７及び図８は、図１に示した実施形態の変形形態を示している。この変形形態では、
積層型マイクロ電子アセンブリ７００は、誘電体要素７３０の第１の面７３２上に配置さ
れた導電性グラウンド及び／又は電源プレーン７９０（すなわち、基準電位に接続するた
めの金属プレーン）を有している。あるいは、導電性プレーン（conductive plane）７９
０は、誘電体要素７３０の第２の面７３４上に配置することもできる。開口部７３３を通
じて延びている１つ以上のワイヤボンド７５２は、第１のマイクロ電子素子７１２のコン
タクト７２０をグラウンド及び／又は電源プレーン３９０と電気的に接続することができ
る。封止材７８０が開口部７３３を覆うことができる。同様に、開口部７３９を通じて延
びている１つ以上のワイヤボンド７６２は、第２のマイクロ電子素子７１４のコンタクト
７２６をグラウンド及び／又は電源プレーン７９０と電気的に接続することができる。封
止材７８２が開口部７３９を覆うことができる。グラウンド及び／又は電源プレーン７９
０は、誘電体要素７３０の２つの開口部７３３と７３９との間に配置することができる。
プレーン７９０の少なくとも一部は、封止材７８０及び７８２にまで延びていてもよい。
一実施形態では、導電性グラウンド及び／又は電源プレーン７９０は、図８に示すような
モノリシック構造とすることができる。
【００４４】
　マイクロ電子アセンブリ７００は、導電性プレーン７９０に電気的に接続された受動素
子７９２を更に有していてもよい。詳細には、受動素子７９２は、導電性プレーン７９０
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に取り付けられる電極を有することができる。受動素子７９２は、１つ以上のコンデンサ
、抵抗器、インダクタ等とすることができる。例えば、受動素子７９２は、一定の出力電
圧を実効的に保持するための１つ以上のデカップリングコンデンサとすることができる。
１つの具体的な実施形態では、デカップリングコンデンサは、導電性プレーン７９０に取
り付けられる電極と、導電性プレーンから離れて露出した電極とを有することができる。
デカップリングコンデンサは、電気エネルギーを蓄積することができ、突然電圧が降下し
た場合には、一定の出力電圧を保持するために必要な電流にエネルギーを与えることがで
きる。
【００４５】
　マイクロ電子アセンブリ７００は、それに加えて、又はその代わりに、一方の電極が導
電性プレーン７９０に接続され、別の電極が基板上の導電性パッド７９５に接続された受
動素子７９３を有していてもよい。トレース７９７が、パッド７９５から延びて、端子７
４０に接続されることができる。例えば、端子７４０は、導電性プレーンがグラウンドに
接続されるグラウンドプレーンとして用いられる際に、電源に接続するために用いること
ができる。あるいは、パッド７９５又はトレース７９７は、別の金属層へのビアに、又は
導電性プレーンが配置された面７３２から離れた誘電体要素の面上の導電性機構に接続さ
れることができる。
【００４６】
　図９に示すように、グラウンド及び／又は電源プレーン７９０は、誘電体材料８３０の
面に沿って間隔を置いた２つ以上の別々のプレーン部分とすることができる。電源プレー
ン部分又はグラウンドプレーン部分のうちの１つ以上が、図９において上述したように、
第１のマイクロ電子素子又は第２のマイクロ電子素子の１つ以上のコンタクトと、誘電体
材料上の１つ以上のコンタクトとを相互接続するために露出することができる。図９に示
した実施形態では、グラウンド及び／又は電源プレーン７９０は、２つの別々の部分７９
０Ａ及び７９０Ｂを有している。部分７９０Ａ及び７９０Ｂのうちの一方を電源プレーン
部分とすることができ、他方をグラウンドプレーン部分とすることができる。別の例では
、両方の部分７９０Ａ、７９０Ｂが、例えば、同じ又は異なる電圧にある２つ以上の電源
入力と接続するための電源プレーン部分とすることができる。別の例では、両方の部分７
９０Ａ及び７９０Ｂをグラウンドプレーン部分とすることができる。
【００４７】
　図９に更に示しているように、二重ワイヤボンド７５２Ａ及び７５２Ｂが、第１のマイ
クロ電子素子７１２又は第２のマイクロ電子素子７１４のコンタクト７２０と、グラウン
ド及び／又は電源プレーン７９０との間を接続することができる。二重ワイヤボンドは、
図２Ａ～図２Ｄを参照して説明したように構成することができる。ワイヤボンド７５２Ａ
及び７５２Ｂは、グラウンド及び／又は電源プレーン７９０の異なった場所において接続
することができる。あるいは、ワイヤボンド７５１Ａ及び７５１Ｂは、グラウンド及び／
又は電源プレーン７９０の単一の場所において接続することができる。
【００４８】
　図１０及び図１１は、図７及び図８に示した実施形態の変形形態を示している。この変
形形態では、積層型マイクロ電子アセンブリ８００は、誘電体要素８３０上の中央に位置
する導電性グラウンド及び／又は電源プレーン８９０（すなわち、電位プレーン）を有し
ている。グラウンド及び／又は電源プレーン８９０は、具体的には、誘電体要素８３０の
第１の面８３２に取り付けられている。グラウンド及び／又は電源プレーン８９０の中央
部分８９２が、誘電体要素８３０の開口部８３３と８３９との間に配置されている。グラ
ウンド及び／又は電源プレーン８９０は、中央部分８９２に隣接する第１の端部８９４及
び第２の端部８９６をも有している。グラウンド及び／又は電源プレーンの第１の端部８
９４及び第２の端部８９６は、開口部８３３及び８３９の境界を越えて延びている。した
がって、グラウンド及び／又は電源プレーン８９０は、開口部８３３及び８３９を取り囲
むことができる。１つ以上のワイヤボンド８５２が、グラウンド又は電源プレーン８９０
を、第１のマイクロ電子素子８１２の１つ以上のコンタクト８２０へと電気的に接続する
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ことができる。同様に、１つ以上のワイヤボンド８７２が、グラウンド又は電源プレーン
８９０を、第２のマイクロ電子素子８１４の１つ以上のコンタクト８２６へと電気的に接
続することができる。図１１に示しているように、グラウンド又は電源プレーン８９０を
モノリシック構造とすることができる。
【００４９】
　マイクロ電子アセンブリ８００は、１つ以上の受動素子８７１及び８７３を有していて
もよい。受動素子８７１は、一方の電極が導電性プレーン８９０に取り付けられ、別の電
極がパッド８７３に接続されたコンデンサとすることができる。パッドは、図７を参照し
て既に説明したように更に電気的に接続することができる。
【００５０】
　受動素子８７３は、第１のパッド８８３に電気的に接続された１つの電極と、第２のパ
ッド８８５に電気的に接続された別の電極とを有することができる。第１のトレース８８
９が、第１のパッド８８３を導電性プレーン８９０と導通可能に接続することができる。
第２のトレース８９１が、第２のパッド８８５を、誘電体要素上の端子と、ワイヤボンド
（図示せず）などを通してマイクロ電子素子に更に接続されるコンタクトとのいずれか又
は両方に接続することができる。
【００５１】
　グラウンド又は電源プレーンは、図１２に示しているように、誘電体要素８３０の面に
沿って互いに間隔を置いて位置する別個のプレーン部分とすることができる。図１２に示
した実施形態では、グラウンド又は電源プレーン８９０は、互いに間隔を置いて位置する
２つの別個のプレーン部分８９０Ａ及び８９０Ｂを有しており、１つのプレーン部分は電
源に接続するための電源プレーンであり、別のプレーン部分は、例えば、それらのプレー
ン部分とアセンブリに接続されることになる回路パネル（図示せず）との間の電気的接続
を通してグラウンドに接続するためのグラウンドプレーンである。本実施形態では、受動
素子８９５はコンデンサとすることができる。そのような場合、受動素子８９５は、コン
デンサ電極が電源プレーンとグラウンドプレーンとの間に電気的に接続されるように、プ
レーン部分８９０Ａ（例えば、電源）に取り付けられる電極と、プレーン部分８９０Ｂ（
例えば、グラウンド）に取り付けられる別の電極とを有することができる。
【００５２】
　上述したマイクロ電子アセンブリを、図１３に示しているように、さまざまな電子シス
テムの構築に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１
１００は、他の電子コンポーネント１１０８及び１１１０とともに、上述したようなマイ
クロ電子アセンブリ１１０６を備えている。図示した例では、コンポーネント１１０８は
半導体チップであり、コンポーネント１１１０はディスプレイスクリーンであるが、他の
任意のコンポーネントを使用することもできる。当然ながら、例示を明確にするために図
１３には２つの追加のコンポーネントしか示していないが、本システムは、任意の数のこ
うしたコンポーネントを備えることができる。マイクロ電子アセンブリ１１０６を、上述
したアセンブリのうちの任意のものとすることができる。更なる変形例では、任意の数の
このようなマイクロ電子アセンブリを使用することができる。マイクロ電子アセンブリ１
１０６並びにコンポーネント１１０８及び１１１０は、破線で概略的に示した共通ハウジ
ング９０１に設けられ、所望の回路を形成するために必要に応じて互いに電気的に相互接
続される。図示した例示的なシステムでは、システムは、フレキシブルプリント回路基板
等の回路パネル１１０２を備えており、この回路パネルは、コンポーネントを互いに相互
接続する複数の導体１１０４を備えており、それらのうちの１つのみを図１３に示してい
る。しかし、これは単に例示的なものであり、電気的接続を行うために任意の適切な構造
を使用することができる。ハウジング９０１は、例えば携帯電話又は携帯情報端末におい
て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、スクリーン１１１０は、ハ
ウジングの表面において露出している。構造体１１０６が、撮像チップ等の感光素子を備
えている場合には、構造体に光を向けるためにレンズ１１１１又は他の光学素子をも設け
ることができる。この場合もまた、図１３に示す簡略化したシステムは単に例示的なもの
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であり、デスクトップコンピュータ、ルータ等、固定構造体として一般にみなされるシス
テムを含む他のシステムを、上述した構造体を用いて製造することができる。
【００５３】
　図１４に示しているように、上記のマイクロ電子アセンブリのいずれかを回路パネル又
は回路基板１２００に電気的に接続することができる。例えば、マイクロ電子アセンブリ
１０は、はんだボール８１又は銅ピラー等の複数の接合部を含むことができる。はんだボ
ール８１は、マイクロ電子アセンブリ１０を回路パネル１２００に電気的に接続する。図
１４には、マイクロ電子アセンブリ１０を回路パネル１２００に接続するはんだボール８
１のみを示しているが、任意の導電性要素が回路パネル１２００とマイクロ電子アセンブ
リ１０とを相互接続できると考えられる。１つ以上の導電性要素又は端子１２０２が、回
路パネル１２００の第１の面１２０４において露出している。回路パネル１２００の第１
の面１２０４は、はんだボール８１に面している。はんだボール８１が端子１２０２に取
り付けられ、それゆえ、回路パネル１２００内の回路のうちの少なくとも幾つかに電気的
に相互接続される。
【００５４】
　本発明について、特定の実施形態を参照しながら本明細書にて説明してきたが、これら
の実施形態は本発明の原理及び応用形態を例示しているにすぎないことを理解されたい。
それゆえ、添付の特許請求の範囲によって定めら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と、他の構
成を考案することができることとを理解されたい。
【００５５】
　種々の従属請求項及びそれら従属請求項に記載の特徴は、独立請求項において提示され
たも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を理解されたい。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。
【図１】

【図２】

【図２Ａ】
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【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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