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(57)【要約】
【課題】チップへの貫通電極の形成や貫通電極相互間の
接続を容易に実現することのできる半導体装置の製造方
法を提供すること。
【解決手段】実施形態の製造方法は、主面間を貫通する
貫通孔が形成され該貫通孔内に多孔質導体が充填された
複数の半導体基板を準備し、前記貫通孔内に充填された
多孔質導体の位置を合わせて前記複数の半導体基板を積
層し、積層した前記複数の半導体基板の前記多孔質導体
に、粒子状導体を含む導体インクを導入し、積層した前
記複数の半導体基板を焼成することを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面間を貫通する貫通孔が形成され該貫通孔内に多孔質導体が充填された複数の半導体
基板を準備し、
　前記貫通孔内に充填された多孔質導体の位置を合わせて前記複数の半導体基板を積層し
、
　積層した前記複数の半導体基板の前記多孔質導体に、粒子状導体を含む導体インクを導
入し、
　積層した前記複数の半導体基板を焼成すること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　半導体基板に、該半導体基板の主面間を貫通する貫通孔を有する複数のチップ領域を形
成し、
　前記貫通孔に多孔質導体を充填し、
　前記半導体基板から前記チップ領域単位で複数のチップを切り出し、
　切り出した前記複数のチップを前記多孔質導体の位置を合わせて積層し、
　積層した前記複数のチップの前記多孔質導体に、粒子状導体を含む導体インクを導入し
、
　積層した前記複数のチップを焼成すること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記多孔質導体は、粒子状の銀の溶液を前記貫通孔に導入した後仮焼成して形成され、
　前記前記粒子状導体を含む導体溶液は、粒子状の銀を含む溶液であること
を特徴とする請求項２記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体デバイスの高集積化が進んでいる。高集積化した複数の半導体デバイスを
水平面内で配置し、これらの半導体デバイスを配線で接続して製品化する場合、配線長が
増大し、それにより配線の抵抗が大きくなること、また配線遅延が大きくなることが懸念
される。
【０００３】
　そこで、半導体デバイスを三次元に積層する三次元集積技術を用いることが提案されて
いる。この三次元集積技術においては、予め集積回路を作りこんだ基板をチップに分割し
、分割前に行った良品判別試験によって良品であると確認されたチップを選別して、別の
基板上に積層し、三次元積層体（スタックド・チップ）として実装する方法が提案されて
いる。
【０００４】
　通常、このようなスタックド・チップは以下のようにして製造される。（１）半導体デ
バイスを形成した基板に、ダイシングテープ又はバックグラインドテープ等の粘着シート
を、半導体デバイスが形成されているデバイス形成面側から貼り付ける。（２）デバイス
形成面に粘着シートが貼り付けられた基板を、デバイス形成面と反対面、すなわち基板の
裏面から、所定の厚さになるまで研削して薄化する。（３）薄化した基板を粘着シートに
貼り付けたままダイシング加工して、個々のチップに分割し、個々のチップに分割された
チップを粘着シートから取り出し、取り出したチップを積層する。
【０００５】
　チップの積層は、チップに形成した貫通電極上へのＳｎやＣｕなどのメッキ等による成
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膜や当該貫通電極上へのハンダボールの配置などを行ってチップを重ね合わせた後、加熱
装置内においてフラックス等により還元させ、ハンダ融点以上の雰囲気下で加圧接合する
ことにより実現する。
【０００６】
　このような三次元集積技術を用いた半導体装置の製造方法では、チップに配設し相互に
接続する貫通電極について高い加工精度を必要とする。また、ハンダ付けに用いるフラッ
クスやチップを積層状態で仮止めする接着剤や粘着剤などの処理が必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開2010-287852公報
【特許文献２】特開2009-110995公報
【特許文献３】特開2006-286677公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このように、従来の半導体装置の製造方法では、チップの貫通電極に高い加工精度を要
するとともに、ハンダ接続やチップ積層に用いる材料の処理を要するという問題がある。
本発明はかかる課題を解決するためになされたもので、チップへの貫通電極の形成や貫通
電極相互間の接続を容易に実現することのできる半導体装置の製造方法を提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、実施形態に係る半導体装置の製造方法は、主面間を貫通する
貫通孔が形成され該貫通孔内に多孔質導体が充填された複数の半導体基板を準備し、前記
貫通孔内に充填された多孔質導体の位置を合わせて前記複数の半導体基板を積層し、積層
した前記複数の半導体基板の前記多孔質導体に、粒子状導体を含む導体インクを導入し、
積層した前記複数の半導体基板を焼成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、チップへの貫通電極の形成や貫通電極相互間の接続を容易に実現する
ことのできる半導体装置の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】実施形態の製造方法の工程における半導体装置の断面図である。
【図１Ｂ】実施形態の製造方法の工程における半導体装置の断面図である。
【図１Ｃ】実施形態の製造方法の工程における半導体装置の断面図である。
【図１Ｄ】実施形態の製造方法の工程における半導体装置の断面図である。
【図１Ｅ】実施形態の製造方法の工程における半導体装置の断面図である。
【図１Ｆ】実施形態の製造方法の工程における半導体装置の断面図である。
【図１Ｇ】実施形態の製造方法の工程における半導体装置の断面図である。
【図１Ｈ】実施形態の製造方法の工程における半導体装置の断面図である。
【図２】実施形態の製造方法の工程を示すフローチャートである。
【図３Ａ】実施形態の製造方法における貫通ビア形成工程における半導体装置の断面図で
ある。
【図３Ｂ】実施形態の製造方法における貫通ビア形成工程における半導体装置の断面図で
ある。
【図３Ｃ】実施形態の製造方法における貫通ビア形成工程における半導体装置の断面図で
ある。
【図３Ｄ】実施形態の製造方法における貫通ビア形成工程における半導体装置の断面図で
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ある。
【図３Ｅ】実施形態の製造方法における貫通ビア形成工程における半導体装置の断面図で
ある。
【図３Ｆ】実施形態の製造方法における貫通ビア形成工程における半導体装置の断面図で
ある。
【図３Ｇ】実施形態の製造方法における貫通ビア形成工程における半導体装置の断面図で
ある。
【図４Ａ】実施形態の製造方法におけるサポート基板剥離工程における半導体装置の断面
図である。
【図４Ｂ】実施形態の製造方法におけるサポート基板剥離工程における半導体装置の断面
図である。
【図４Ｃ】実施形態の製造方法におけるサポート基板剥離工程における半導体装置の断面
図である。
【図５Ａ】実施形態の製造方法におけるポーラス金属材料充填工程における半導体装置の
断面図である。
【図５Ｂ】実施形態の製造方法におけるポーラス金属材料充填工程における半導体装置の
断面図である。
【図６Ａ】実施形態の製造方法における積層工程における半導体装置の断面図である。
【図６Ｂ】実施形態の製造方法における積層工程における半導体装置の断面図である。
【図６Ｃ】実施形態の製造方法における積層工程における半導体装置の断面図である。
【図６Ｄ】実施形態の製造方法における積層工程における半導体装置の断面図である。
【図７】実施形態の製造方法の工程を詳細に説明するフローチャートである。
【図８Ａ】銀の粒径と焼結温度の関係を示す図である。
【図８Ｂ】金属ナノ粒子ペーストとしての銀の断面図を示す図である。
【図８Ｃ】銀のアニール温度と平均粒径の関係を示す図である。
【図８Ｄ】銀の焼成温度と比抵抗の関係を示す図である。
【図９Ａ】金の粒径と融点の関係を示す図である。
【図９Ｂ】鉛の粒径と融点の関係を示す図である。
【図９Ｃ】銅の粒径と融点の関係を示す図である。
【図９Ｄ】ビスマスの粒径と融点の関係を示す図である。
【図９Ｅ】シリコンの粒径と融点の関係を示す図である。
【図９Ｆ】アルミニウムの粒径と融点の関係を示す図である。
【図１０Ａ】実施形態の金属ナノ粒子ペーストの導入工程の一例を示す図である。
【図１０Ｂ】実施形態の金属ナノ粒子ペーストの導入工程の一例を示す図である。
【図１１Ａ】実施形態の製造方法における積層工程の一例を示す図である。
【図１１Ｂ】実施形態の製造方法における積層工程の一例を示す図である。
【図１１Ｃ】実施形態の製造方法における積層工程の一例を示す図である。
【図１１Ｄ】実施形態の製造方法における積層工程の一例を示す図である。
【図１１Ｅ】実施形態の製造方法における積層工程の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（実施形態の製造方法の概要）
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図１Ａ～図１Ｈは、実施
形態に係る製造方法の各工程における半導体装置の断面を示す断面図、図２は、当該各工
程を示すフローチャートである。実施形態の製造方法では、貫通ビアの形成、チップの切
り出し、チップのピックアップ、チップの積層、およびチップの焼成の各工程を有してい
る。
【００１３】
　［貫通ビアの形成］
　まず、デバイスウエハ１０に貫通ビアを形成し、ポーラス金属材料５４を貫通ビアに充
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填したウエハ１を準備する（ステップ１００。以下「Ｓ１００」のように称する。）。
【００１４】
　図１Ａに示すように、デバイスウエハ１０の一方の主面には、回路を構成する電極パッ
ド２０が形成され、当該電極パッド２０には、貫通ビアの位置に対応した凹部（または貫
通孔）が形成されている。電極パッド２０の当該凹部において、デバイスウエハ１０を貫
通する貫通孔（貫通ビア）が形成される。デバイスウエハ１０の他方の主面には絶縁層６
０が形成される。このとき、絶縁層６０は、デバイスウエハ１０に形成された貫通ビアの
内壁にも形成される。デバイスウエハ１０の主面のうち電極パッド２０が形成された面に
は、ダイシングテープ８０が貼り付けられる。そして、大粒径のナノ金属粒子を含む金属
ナノ粒子ペーストを貫通ビア内に導入し仮焼成する。
【００１５】
　このような工程により、多孔質金属材料（ポーラス金属材料５４）が貫通ビア内に形成
されたウエハ１を得ることができる。金属ナノ粒子ペーストは、例えば粒径を１００ｎｍ
程度以上とした銀などの金属粒子を所定の媒質を用いてペースト状に調製したものである
。金属ナノ粒子ペーストは、粘度を適切に調節されて貫通ビア内に導入され、仮焼成する
ことで多孔質性の貫通導体（ポーラス金属材料５４）となる。
【００１６】
　［チップの切り出し］
　続いて、貫通ビア内にポーラス金属材料５４が充填された単位チップ２をウエハ１から
切り出す（Ｓ１０２）。ウエハ１において、ダイシングテープ８０を残してデバイスウエ
ハ１０をダイシングし、チップ２を分離する（図１Ｂ）。
【００１７】
　［チップのピックアップ］
　チップ２を切り出すダイシングが終わると、チップ２をウエハ１からピックアップする
（Ｓ１０４）。ダイシングテープ８０を残して切り出されたチップ２は、ピックアップ装
置により取り出される（図１Ｃ）。
【００１８】
　［チップの積層］
　チップ２がウエハ１から分離されると、ピックアップしたチップ２を積層し、ポーラス
金属５４に金属ナノ粒子インクを浸透させる（Ｓ１０６）。
【００１９】
　図１Ｄに示すように、チップ２は、ポーラス金属材料５４が充填された貫通ビアの位置
を合わせて積層され、積層体３を形成する。チップ２を積層した後、最上層のチップの貫
通ビア内のポーラス金属５４に金属ナノ粒子インク５６を注ぎ込む（図１Ｅ）。金属ナノ
粒子インク５６は、粒径を数ｎｍ～３０ｎｍ程度とした銀などの金属粒子を所定の媒質を
用いてインク状に調製したものである。金属ナノ粒子インク５６は、貫通ビアに充填され
た金属ナノ粒子ペーストよりも粘性が小さくなるように調製される。なお、ポーラス金属
材料５４に注ぎ込む金属ナノ粒子インク５６は、貫通ビアに充填したポーラス金属５４（
金属ナノ粒子ペースト）と同種の金属粒子を用いて調製されることが望ましい。
【００２０】
　［焼成］
　金属ナノ粒子インク５６を貫通ビア内のポーラス金属材料５４に適量注ぎ込んだ後、積
層体３を焼成する（Ｓ１０８）。この焼成処理により、貫通ビア内の金属ナノ粒子ペース
トおよび金属ナノ粒子インクが溶融し、一体的な貫通導体５８が完成する（図１Ｆ）。
【００２１】
　実施形態の製造方法では、金属ナノ粒子ペーストを焼成してなるポーラス金属材料をあ
らかじめチップの貫通ビアに充填しておき、チップを積層した後に金属ナノ粒子インクを
注ぎ込んで焼成するので、はんだを用いてチップごとの貫通導体相互を接続する場合と比
較して積層や加工の精度が要求されない。すなわち、簡易な装置を用いて積層チップの貫
通導体を形成することができる。これは、はんだを用いた積層チップ構造を形成する場合
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と比較して、より微細な貫通ビア構造（貫通導体構造）を形成できることを意味している
。また、はんだを用いず焼成により貫通導体を一体形成するので、接着剤や粘着剤などの
処理を必要としない。
【００２２】
　さらに、チップの貫通ビアに充填した金属ナノ粒子ペースト（ポーラス金属材料）とチ
ップ積層後にポーラス金属に注ぎ込む金属ナノ粒子インクとを同種の金属とした場合、貫
通導体の抵抗値を低減することができる。
【００２３】
　なお、図１Ａ～図１Ｆに示した実施形態の方法では、切り出したチップ２を積層してい
るが（いわゆるチップオンチップ：ＣＯＣ）、これには限定されない。図１Ｇに示すよう
に、チップ２を切り出していない状態のウエハ１にチップ２を形成してもよい（チップオ
ンウエハ：ＣＯＷ）。さらには、図１Ｈに示すように、チップ２を切り出さず貫通ビアに
ポーラス金属材料５４を充填したウエハ１をそのまま積層してもよい（ウエハオンウエハ
：ＷＯＷ）。
【００２４】
　また、図１Ｂ～図１Ｄに示す工程では、チップ２を切り出した後、ダイシングテープ８
０を残し電極パッド２０を下に向けてチップ２をピックアップし、積層しているが、これ
には限定されない。デバイスウエハ１０の電極パッド２０形成面と異なる面（絶縁層６０
形成面）に別途テープを貼り付けてダイシングテープ８０を分離し、当該テープを残した
まま電極パッド２０形成面を上に向け、チップ２をピックアップし積層しても構わない。
この場合、電極パッド２０が積層体の上面側に位置することになる。
【００２５】
　（実施形態の製造方法の詳細）
　次に、図３Ａ～図３Ｇ、図４Ａ～図４Ｃ、図５Ａ～図５Ｂ、図６Ａ～図６Ｄ、および図
７を参照して、実施形態の製造方法のうち貫通ビアの形成、チップ（ウエハ）の積層、お
よび焼成の各工程について詳細に説明する。図３Ａ～図３Ｇは、実施形態の貫通ビア形成
工程における半導体装置の断面を示す断面図である。図４Ａ～図４Ｃは、実施形態のサポ
ート基板剥離工程における半導体装置の断面を示す断面図である。図５Ａ～図５Ｂは、実
施形態の製造方法におけるポーラス金属材料充填工程における半導体装置の断面を示す断
面図である。図６Ａ～図６Ｄは、実施形態の積層工程における半導体装置の断面を示す断
面図である。図７は、実施形態の製造方法の工程を詳細に説明するフローチャートである
。以下の説明において、図１Ａ～図１Ｈに示す要素と共通する要素については同一の符号
を付して示し、重複する説明を省略する。また、以下の説明ではウエハからチップを切り
出すダイシング工程について説明を省略する。
【００２６】
　［ウエハ準備と貫通ビア形成］
　まず、ウエハ１を準備し貫通ビアを形成する。図３Ａに示すように、デバイスウエハ１
０の一方の主面に、回路を構成する電極パッド２０を形成する（Ｓ２００）。デバイスウ
エハ１０は、例えばシリコン基板などからなり、電極パッド２０は、例えば銅、銀、アル
ミニウム、ニッケル、金などの導体材料からなる。電極パッド２０は、例えばめっきなど
によりデバイスウエハ１０の主面に形成される。デバイスウエハ１０の面方向における電
極パッド２０の略中央部には、図３Ａに示すように、凹部または貫通孔が形成されている
。この凹部または貫通孔は、エッチングなどにより形成される。
【００２７】
　次に、図３Ｂに示すように、デバイスウエハ１０の電極パッド２０が形成された面をサ
ポート基板４０に対向させ、接着剤３０を用いて各々を接着する（Ｓ２０２）。サポート
基板４０は、デバイスウエハ１０を保持する基盤として作用する。接着剤３０は、例えば
ＵＶ硬化型接着剤や熱可塑性接着剤などからなり、デバイスウエハ１０およびサポート基
板４０を脱着可能に接着する。
【００２８】
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　続いて、図３Ｃに示すように、デバイスウエハ１０の主面のうちサポート基板４０が接
着された面と異なる面をグラインドして、デバイスウエハ１０を薄化処理する（Ｓ２０４
）。デバイスウエハ１０は、チップ（またはウエハ）の積層に適した厚さに調節される。
【００２９】
　デバイスウエハ１０が所定の厚さまで薄化されると、デバイスウエハ１０のグラインド
された面にレジスト層５０を形成する（Ｓ２０６）。レジスト層５０には、貫通孔を形成
する位置に対応したレジスト開口部が形成されている。すなわち、レジスト層５０におい
ては、電極パッド２０の凹部または貫通孔と対応する位置にレジスト開口部が形成される
。
【００３０】
　続いて、図３Ｅに示すように、デバイスウエハ１０におけるレジスト層５０が形成され
た面をエッチングして、デバイスウエハ１０に貫通ビア５２を形成する（Ｓ２０８）。併
せて、エッチング終了後に残存したレジスト層５０を除去する。
【００３１】
　デバイスウエハ１０に貫通ビアを形成した後、デバイスウエハ１０の貫通ビア開口面（
電極パッド２０形成面と異なる面）に絶縁層６０を形成する（Ｓ２１０）。図３Ｆに示す
ように、絶縁層６０は、デバイスウエハ１０の表面だけでなく貫通ビア５２の内壁や貫通
ビア５２の底面にも形成される。
【００３２】
　続いて、図３Ｇに示すように、レーザなどを用いてデバイスウエハ１０の貫通ビア５２
の底面部の絶縁層６０を除去する（Ｓ２１２）。ステップ２００からステップ２１２まで
の工程により、デバイスウエハ１０の貫通ビア５２が完成する。
【００３３】
　［サポート基板剥離］
　デバイスウエハ１０の貫通ビア５２が完成した後、図４Ａに示すように、デバイスウエ
ハ１０をサポート基板４０から分離するとともに、デバイスウエハ１０の絶縁層６０形成
面（電極パッド２０形成面と異なる面）をチャック７０と対向させ、デバイスウエハ１０
を当該チャック７０に配設する（Ｓ２１４）。なお、デバイスウエハ１０をサポート基板
４０から分離する際、残存した接着剤３０を除去してもよい。
【００３４】
　次に、図４Ｂに示すようにデバイスウエハ１０の電極パッド２０が形成された面にダイ
シングテープ８０を貼り付け（Ｓ２１６）、図４Ｃに示すように、ダイシングテープ８０
の貫通ビア５２の対応部分を除去するとともに、チャック７０をデバイスウエハ１０から
分離する（Ｓ２１８）。ダイシングテープ８０の貫通ビア対応部分の除去は、レーザ光照
射などにより実現することができる。これらステップ２１４からステップ２１８までの工
程により、ポーラス金属材料充填の準備が整う。
【００３５】
　［ポーラス金属材料充填］
　続いて、図５Ａに示すように、デバイスウエハ１０のダイシングテープ８０の貼付面と
異なる面（絶縁層６０形成面）を多孔質材料９０と対向させ、デバイスウエハ１０を当該
多孔質材料９０に配設する。デバイスウエハ１０を多孔質材料９０に配設した後、当該多
孔質材料９０を介して図示しない吸引装置を用いて貫通ビア５２内部を負圧としつつ、ダ
イシングテープ８０の表面上の開口部から金属ナノ粒子ペースト５３を導入する（Ｓ２２
０）。金属ナノ粒子ペースト５３としては、例えば粒径を１００ｎｍ程度としたナノ銀粒
子をペースト状に調製したものを用いることができる。金属ナノ粒子ペースト５３の導入
は、所定の媒質により一定の粘度を持たせた状態で行うことが望ましい。多孔質材料９０
を介して貫通ビア５２内部を負圧とするのは、金属ナノ粒子ペースト５３を貫通ビア内に
円滑に導入するためである。
【００３６】
　金属ナノ粒子ペースト５３を貫通ビア５２に導入した後、デバイスウエハ１０全体を仮
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焼成する（Ｓ２２２）。仮焼成により、貫通ビア５２内の金属ナノ粒子ペースト５３が多
孔質材料に変質し、貫通ビア５２内にポーラス金属材料５４が形成される。仮焼成の後、
多孔質材料９０をデバイスウエハ１０から分離する（図５Ｂ）。ステップ２２２までの工
程により、図２のステップ１００にて説明した工程が完了する。
【００３７】
　［積層と焼成］
　貫通ビア５２にポーラス金属材料５４が形成された後、デバイスウエハ１０からダイシ
ングテープ８０を分離し、貫通ビア５２の位置を合わせた上でデバイスウエハ１０を積層
する（Ｓ２２４）。チップオンチップやチップオンウエハの積層体を製造する場合は、デ
バイスウエハ１０から単位チップ２を切り出した上で積層すればよい（図６Ａ）。すなわ
ち、図６Ａに示すように、デバイスウエハ１０ａ～１０ｃそれぞれの貫通ビアに充填され
たポーラス金属５４ａ～５４ｃを略同軸上に位置合わせした上でデバイスウエハ１０ａ～
１０ｃを積層する。
【００３８】
　チップ２（またはデバイスウエハ１０）を積層して積層体３とした後、図６Ｂに示すよ
うに、デバイスウエハ１０ａの絶縁層６０ａ上の開口部（またはデバイスウエハ１０ｃの
電極パッド２０ｃの開口部）から金属ナノ粒子インク５６を導入する（Ｓ２２６）。金属
ナノ粒子インク５６は、貫通ビア内に導入した金属ナノ粒子ペースト５３よりも粘度を低
く調製しておき、ポーラス金属５４ａ～５４ｃそれぞれに行き渡るようにする。なお、金
属ナノ粒子インク５６と金属ナノ粒子ペースト５３とは同種の金属を用いて調製すること
が望ましい。
【００３９】
　貫通ビアに充填したポーラス金属５４ａ～５４ｃに所定量の金属ナノ粒子インク５６を
導入した後、積層体３全体を本焼成する（Ｓ２２８）。本焼成は、金属ナノ粒子ペースト
５３と金属ナノ粒子インク５６とが一体的に溶融する温度環境で行う。この結果、金属ナ
ノ粒子ペーストおよび金属ナノ粒子インクが溶融して一体的な貫通導体５８が完成する（
図６Ｃ）。
【００４０】
　なお、図５Ｂ～図６Ａでは、貫通ビア５２にポーラス金属材料５４が形成された後、デ
バイスウエハ１０からダイシングテープ８０を分離し、電極パッド２０を下に向けてデバ
イスウエハ１０を積層しているが、これには限定されない。デバイスウエハ１０の電極パ
ッド２０形成面と異なる面に別途テープを貼り付けてダイシングテープ８０を分離し、電
極パッド２０形成面を上に向けてデバイスウエハ１０を積層しても構わない。この場合、
図６Ｄに示すように、電極パッド２０が積層体３ａの上面側に位置することになる。
【００４１】
　このように、実施形態の製造方法では、デバイスウエハ１０に貫通ビアを形成するとと
もに貫通ビア内にポーラス金属材料を充填し、デバイスウエハ１０（またはチップ２）を
積層した後に当該ポーラス金属材料に金属ナノ粒子インクを注入する。そのため、積層後
の貫通導体を一体的に形成することができる。すなわち、貫通ビアに貫通導体を埋め込ん
だ後にウエハやチップを積層・はんだ付けする従来技術と比較して、電気抵抗を小さくす
るとともに機械的強度を高めることができる。
【００４２】
　また、積層前のウエハやチップの貫通ビアに金属ナノ粒子ペーストをあらかじめ導入し
て多孔質のポーラス金属材料を形成し、積層後に当該金属ナノ粒子ペーストよりも粘度の
低い金属ナノ粒子インクを貫通ビアのポーラス金属材料に注入するので、製造工程におけ
る貫通ビアからの金属溶液の垂れを抑えることができる。また、貫通ビア内のポーラス金
属材料に金属ナノ粒子インクを注入した後に焼成して一体化するので、均質な貫通導体を
形成することができる。
【００４３】
　（金属ナノ粒子ペーストと金属ナノ粒子インク）
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　続いて、図８Ａ～図８Ｄを参照して、実施形態の製造方法で用いる金属ナノ粒子ペース
トおよび金属ナノ粒子インクについて説明する。
【００４４】
　半導体デバイスを三次元に積層する三次元集積技術では、一般にウエハやチップに半導
体デバイスを形成・配設した後に当該ウエハ等を積層する。そのため、当該ウエハ等に対
して、はんだの融点以上の高温（例えば３００度以上）を加えると、ウエハ等に形成・配
設された半導体デバイスが熱により破壊されてしまう。従って、ウエハ等を積層する際に
は、当該ウエハを高温環境下に置くことができない。
【００４５】
　一方で、貫通導体として用いられる金属材料の融点は、一般に高いことが知られている
。例えば、バルク状態の銀の融点は９６１℃であるから、このまま積層ウエハ等の貫通導
体として用いることは困難である。本発明者らは、金属材料の粒径をナノメートルレベル
まで微細化した場合に、当該金属の焼結温度が低下する現象に着目した（例えば図８Ｃ参
照）。
【００４６】
　図８Ａは、銀の粒径と焼結温度との関係を示している。図８Ａにおいて、実線は、銀の
粒径と焼結温度との関係を示し、破線は、銀の粒径と当該銀粒子表面が溶け出す温度との
関係を示している。図８Ａに示すように、銀の粒径を小さくしていくと、粒径が１００ｎ
ｍ以下において焼結温度が低下する傾向が見られるようになる。そして、粒径が４０ｎｍ
程度以下の場合に焼結温度が３００℃以下となり、代表的なはんだ（Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕや
Ｓｎ－Ｐｂ）の融点と同等になることがわかる。すなわち、粒径が４０ｎｍ程度以下の銀
粒子を用いると、はんだと同程度の温度で焼結させることが可能となる。
【００４７】
　ところで、積層ウエハの貫通導体を形成する際、金属材料が完全に溶けてしまうと貫通
ビアから流れ出してしまい、製造が難しくなる。また、ポーラス金属材料（金属ナノ粒子
ペースト）と金属ナノ粒子インクとが同程度の温度で焼結しなければ貫通導体を一体的に
形成することができない。本発明者らは、金属粒子の表面が溶け出す温度が当該金属粒子
の焼結温度よりも低くなる点に着目した。すなわち、図８Ａに示すように、銀の粒径を小
さくしていくと、粒径が略１００ｎｍ以下の銀粒子では、３００℃程度で粒子表面が溶け
出すことがわかる。
【００４８】
　図８Ｂは、粒径１００ｎｍの銀の粒子を３００℃で焼成した場合の断面を示している。
図８Ｂに示すように、３００℃程度の環境下で粒径１００ｎｍの銀粒子を焼成すると、多
孔質状のポーラス金属材料を形成可能であることがわかる。また、粒径１００ｎｍ以下の
銀粒子と粒径１００ｎｍ以上の銀粒子とを混合した場合も同様の結果が期待できる。
【００４９】
　このように、金属ナノ粒子ペーストを１００ｎｍ程度の粒径の銀（または粒径１００ｎ
ｍ以下の銀と粒径１００ｎｍ以上の銀の組み合わせ）を用いて調製すると、３００℃程度
の温度環境下でポーラス金属材料を形成することができる。さらに、金属ナノ粒子インク
を４０ｎｍ以下の粒径の銀粒子を用いて調製すると、３００℃以下の環境下で金属ナノ粒
子インクの銀粒子が溶けるとともにポーラス金属材料の銀粒子表面が溶け出すようにする
ことが可能となる。これは、銀粒子を用いて金属ナノ粒子ペーストおよび金属ナノ粒子イ
ンクを調製することで、はんだの融点程度の温度環境下において一体的な貫通導体を形成
することができることを意味している。
【００５０】
　続いて、銀粒子からなる金属ナノ粒子ペーストおよび金属ナノ粒子インクを用いて貫通
導体を形成した場合の比抵抗について説明する。図８Ｄは、銀の焼成温度と比抵抗の関係
を示す図である。
【００５１】
　図８Ｄに示すように、銀粒子は焼成温度によって比抵抗が変化する傾向が見られる。銀
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粒子を用いたポーラス金属材料（金属ナノ粒子ペースト）および金属ナノ粒子インクを組
み合わせて貫通導体を形成する場合に好適な焼成温度として３００℃を例にとると、図８
Ｄに示すように、一般的なはんだの比抵抗と同程度の値が得られることがわかる。すなわ
ち、焼成温度を２５０～３５０℃、より好ましくは２５０～３００℃とすると、ポーラス
金属材料および金属ナノ粒子インクを一体的に焼結することができるとともに、半導体デ
バイスに与える影響を小さくし、比抵抗を従来のはんだと同程度にすることができる。
【００５２】
　参考例として、金（Ａｕ）、鉛（Ｐｂ）、銅（Ｃｕ）、ビスマス（Ｂｉ）、シリコン（
Ｓｉ）、アルミニウム（Ａｌ）の各金属について、粒径と焼成温度の関係を図９Ａ～図９
Ｆに示す。図９Ａ～図９Ｆに示すように、これらの金属粒子では粒径を１０ｎｍ程度まで
小さくしても、融点が一般的なはんだの融点の略２倍以上となっていることがわかる。す
なわち、実施形態の製造方法では銀粒子を用いて金属ナノ粒子ペーストおよび金属ナノ粒
子インクを調製することが好適であることがわかる。
【００５３】
　（金属ナノ粒子ペースト導入の具体例）
　次に、図１０Ａ～図１０Ｂを参照して、デバイスウエハ１０に形成した貫通ビア５２へ
の金属ナノ粒子ペーストの導入の具体例を説明する。図１０Ａは、スキージを用いて金属
ナノ粒子ペースト５３を貫通ビア５２に導入する例、図１０Ｂは、供給ノズルを用いて金
属ナノ粒子ペースト５３を貫通ビア５２に導入する例を示している。以下、図３Ａ～図３
Ｇ、図４Ａ～図４Ｃ、図５Ａ～図５Ｂ、図６Ａ～図６Ｄに示すウエハ１と共通する要素に
ついては同一の符号を付して示し、重複する説明を省略する。
【００５４】
　図５Ａに示す工程において、多孔質材料９０におけるデバイスウエハ１０配設面とは異
なる面に吸引部９２および吸引ポンプ９４を接続する（図１０Ａ）。吸引ポンプ９４を稼
働させ吸引部９２が多孔質材料９０を介して貫通ビア５２内を負圧とした後、金属ナノ粒
子ペースト５３をダイシングテープ８０上に塗布する。そして、スキージ９６を用いて金
属ナノ粒子ペースト５３を貫通ビア５２に導入する。図１０Ａに示す例では、スキージ９
６を用いて貫通ビア５２に金属ナノ粒子ペースト５３を導入するので、精度を必要とせず
簡易に金属ナノ粒子ペーストの導入を実現することができる。
【００５５】
　図１０Ｂに示す例では、吸引ポンプ９４を稼働させ吸引部９２が多孔質材料９０を介し
て貫通ビア５２内を負圧とした後、ノズル９８を用いて金属ナノ粒子ペースト５３を貫通
ビア５２に供給する。図１０Ｂに示す例では、貫通ビア５２毎に必要量の金属ナノ粒子ペ
ースト５３を供給することができるから、ポーラス金属材料の形成を効率的に行うことが
できる。
【００５６】
　なお、図１０Ａおよび図１０Ｂに示す例では、デバイスウエハ１０のダイシングテープ
８０が形成された側から金属ナノ粒子ペースト５３を導入しているが、これには限定され
ない。多孔質材料９０を電極パッド２０形成面に配設し、絶縁層６０形成面側から金属ナ
ノ粒子ペースト５３を導入してもよい。また、図１０Ａおよび図１０Ｂに示す例では、ダ
イシングテープ８０（または絶縁層６０）の面に直接金属ナノ粒子ペースト５３を塗布・
供給しているが、これにも限定されない。あらかじめマスクを形成し、マスクに形成した
開口部を介して金属ナノ粒子ペースト５３を導入してもよい。また、スキージ９６やノズ
ル９８に代えて、ディスペンサや転写ピン、ローラなどを用いて金属ナノ粒子ペースト５
３を導入してもよい。
【００５７】
　（チップ積層の具体例）
　次に、図１１Ａ～図１１Ｅを参照して、デバイスウエハ１０（またはチップ２）の積層
の具体例について説明する。実施形態のステップ２２４では、デバイスウエハ１０やチッ
プ２をそのまま積層しているが、以下に説明する例では、デバイスウエハ１０やチップ２
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を仮止めしている。
【００５８】
　例えば、図１１Ａに示すように、デバイスウエハ１０ａに形成した電極パッド２０ａの
表面に、金属ナノ粒子ペースト５３と同様のペーストを用いて仮止め部５５ａを形成する
。仮止め部５５ａは、金属ナノ粒子ペースト５３と同種の金属粒子を用いて調製すること
が望ましい。
【００５９】
　続いて、図１１Ｂに示すように、デバイスウエハ１０ａの電極パッド２０ａに形成した
仮止め部５５ａとデバイスウエハ１０ｂの絶縁層６０ｂ形成面側のポーラス金属材料５４
ｂとを対向させ、デバイスウエハ１０ａおよび１０ｂを積層する。
【００６０】
　デバイスウエハ１０ａおよび１０ｂを積層した後、当該デバイスウエハ１０ａおよび１
０ｂを仮焼成する（図１１Ｃ）。この仮焼成により、仮止め部５５ａは、多孔質性のポー
ラス金属材料５７ａに変質し、デバイスウエハ１０ａおよび１０ｂを接着する。
【００６１】
　続いて、デバイスウエハ１０ｂの電極パッド２０ｂに仮止め部５５ｂを形成する。仮止
め部５５ｂは、仮止め部５５ａをなすペーストを用いることができる。仮止め部５５ｂを
電極パッド２０ｂに形成した後、電極パッド２０ｂとデバイスウエハ１０ｃの絶縁層６０
ｃ形成面側のポーラス金属材料５４ｃとを対向させ、デバイスウエハ１０ａおよび１０ｂ
とデバイスウエハ１０ｃとを積層する（図１１Ｄ）。
【００６２】
　デバイスウエハ１０ａおよび１０ｂとデバイスウエハ１０ｃとを積層した後、デバイス
ウエハ１０ａ～１０ｃを仮焼成する（図１１Ｅ）。この仮焼成により、仮止め部５５ｂは
、多孔質性のポーラス金属材料５７ｂに変質し、デバイスウエハ１０ｂおよび１０ｃを接
着する。
【００６３】
　仮止め部５５ａおよび５５ｂにより仮止めされた積層体３ｂについて、金属ナノ粒子イ
ンクをポーラス金属５４ａ～５４ｃに注入し、その後積層体３ｂを本焼成することにより
、一体的な貫通導体を形成することができる。
【００６４】
　図１１Ａ～図１１Ｅに示す例では、多孔質性の仮止め部５５ａおよび５５ｂを用いてデ
バイスウエハ１０やチップ２の位置合わせを行うので、貫通導体の形成精度を高めること
ができる。また、仮止め部５５ａおよび５５ｂを多孔質性のポーラス金属材料により形成
したので、金属ナノ粒子インクを用いることで一体的な貫通導体を形成することができる
。
【００６５】
　なお、この例では金属ナノ粒子ペーストを仮焼成して仮止め部を形成しているが、これ
には限定されない。電極パッド２０に多孔質性のポーラス金属材料を直接配設して仮止め
部としてもよい。この場合、仮焼成が不要となる。また、この例では電極パッドに仮止め
部を形成しているが、貫通ビア内から露出したポーラス金属材料の端部に仮止め部を形成
しても、同様の効果を得ることができる。さらに、この例では電極パッドに仮止め部を形
成しているが、デバイスウエハの絶縁層形成面側のポーラス金属材料の端部に仮止め部を
形成しても構わない。
　このように、実施形態の製造方法によれば、微細な貫通ビアに貫通導体を形成する場合
においても、大掛かりな真空加圧装置等を必要とせず、ボイドのない均一な貫通導体を実
現することができる。
【００６６】
　また、実施形態の製造方法によれば、真空装置、メッキ装置、還元装置、レジスト塗布
等を必要としないので、工程数を削減することができる。特に、実施形態の製造方法では
、比較的低温で貫通導体を形成できるので、スパッタ装置、ＣＶＤ装置、メッキ装置を必
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要とせず工程を簡略化することができる。
【００６７】
　さらに、実施形態の製造方法では、チップ積層や貫通導体形成にはんだや導電性接着剤
を必要としないので、抵抗値を低くすることが可能となる。
【００６８】
　なお、本発明は上記実施形態およびその変形例のみに限定されるものではない。本発明
は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない
範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構
成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示され
る全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる
構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６９】
　１…ウエハ、２…チップ、３…積層体、１０…デバイスウエハ、２０…電極パッド、３
０…接着剤、４０…サポート基板、５０…レジスト層、５２…貫通ビア、５３…金属ナノ
粒子ペースト、５４・５４ａ～５４ｃ・５７ａ～５７ｂ…ポーラス金属材料、５５ａ～５
５ｃ…仮止め部、５６…金属ナノ粒子インク、５８…貫通導体、６０…絶縁層、７０…チ
ャック、８０…ダイシングテープ、９０…多孔質材料、９２…吸引部、９４…吸気ポンプ
、９６…スキージ、９８…ノズル。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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