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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の入力／出力（Ｉ／Ｏ）セルを含む集積回路（ＩＣ）チップであって、その複数の
Ｉ／Ｏセルの各Ｉ／Ｏセルは、
　ＩＣチップの基板に位置する能動Ｉ／Ｏ回路と、
　前記基板の上に形成されるとともに、第１電源導体、第２電源導体、及び信号導体を備
える複数の金属相互接続層と、
　前記複数の金属相互接続層の上に形成される絶縁層と、
　前記絶縁層の上に形成されるとともに、前記信号導体に接続される第１パッドと、
　前記絶縁層の上に形成されるとともに、複数の金属相互接続層の内の最上部に位置する
金属層の少なくとも２つの金属構造の直上に位置する第２パッドとを備え、該第２パッド
は、前記絶縁層の少なくとも一つの開口を通して、少なくとも２つの金属構造の内の一つ
の金属構造に選択的に接続される、ＩＣチップ。
【請求項２】
　前記少なくとも２つの金属構造のうちの第１の金属構造は前記第１電源導体に結合され
、前記第１電源導体は第１の電源電位を供給するように構成され、前記少なくとも２つの
金属構造のうちの第２の金属構造は前記第２電源導体に結合され、前記第２電源導体は第
２の電源電位を供給するように構成される、請求項１に記載のＩＣチップ。
【請求項３】
　前記絶縁層は、絶縁層マスクを用いてパターニングされ、前記少なくとも２つの金属構
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造の内の一つの金属構造の直上の所定位置における前記絶縁層の少なくとも一つの開口を
通して、前記第２パッドを前記少なくとも２つの金属構造の内の一つの金属構造に選択的
に結合させるようにマスクをプログラム化する、請求項１に記載のＩＣチップ。
【請求項４】
　入力／出力（Ｉ／Ｏ）セルを含む集積回路（ＩＣ）チップであって、Ｉ／Ｏセルは、
　ＩＣチップの基板に位置する能動Ｉ／Ｏ回路と、
　前記基板の上に形成される複数の金属相互接続層と、
　前記複数の金属相互接続層の上に形成される絶縁層と、
　前記絶縁層の上に形成されるとともに、該絶縁層の少なくとも一つの開口を通して前記
複数の金属相互接続層の内の第１金属構造に接続される第１パッドと、
　前記絶縁層の上に形成されるとともに、複数の金属相互接続層の内の最上部に位置する
金属層の少なくとも２つの金属構造の直上に位置する第２パッドとを備え、第２パッドは
、少なくとも２つの前記金属構造の内の一つの金属構造に対して、当該少なくとも２つの
金属構造の内の一つの金属構造の直上に位置する前記絶縁層の少なくとも一つの開口を通
して、選択的に接続される、ＩＣチップ。
【請求項５】
　半導体チップのＩ／Ｏセルの標準化された設計ブロックを設ける工程であって、前記Ｉ
／Ｏセルは、金属相互接続層と、金属相互接続層の上に形成される絶縁層と、前記絶縁層
の上に形成されるとともに、信号を伝送する第１パッドと、前記絶縁層の上に形成される
とともに、電源電位を供給する第２パッドとを備え、前記第２パッドは金属相互接続層の
少なくとも２つの金属構造の直上に形成されており、前記絶縁層は複数の位置を有し、少
なくとも２つの金属構造の各金属構造は複数の位置の内の一つの位置に対応し、少なくと
も２つの金属構造の内の第１金属構造は第１電源電位を供給する導体であり、少なくとも
２つの金属構造の内の第２金属構造は第２電源電位を供給する導体である、工程と、
　第２パッドを、少なくとも２つの金属構造の一つの金属構造に対して、当該少なくとも
２つの金属構造の内の一つの金属構造に対応する複数の位置の内の一つの位置にある少な
くとも一つの開口を通して選択的に接続するように、マスクをプログラム化する工程と、
　前記マスクを使用して前記絶縁層をパターニングする工程とを備える、ＩＣチップの形
成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して集積回路（ＩＣ）チップ、特にＩＣチップのＩ／Ｏ回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣチップは、その表面に位置して、ＩＣチップを外部構造に接続するボンディングパ
ッドを備え得る。パッケージＩＣの例では、ＩＣチップのボンディングパッドはボンディ
ングワイヤを介してパッケージ基板のボンディングフィンガーに接続される。ボンディン
グフィンガーは、ボールグリッドアレイ（ｂａｌｌ　ｇｒｉｄ　ａｒｒａｙ：ＢＧＡ）パ
ッケージＩＣの場合におけるように、パッケージＩＣ表面の上に位置するボールに接続さ
れる。
【０００３】
　集積回路技術が進むにつれて、一つのチップに収容する回路の数を増大し、チップ回路
の動作速度を上げ、さらにチップサイズを小さくするという要求が生じている。回路の数
の増大は動作速度の上昇とともに、より多くのボンディングパッドを一つのチップに設け
ることを推進することになり、この場合、チップサイズを縮小することによってこれらの
ボンディングパッドが利用できる空間が小さくなる。
【０００４】
　更に、回路の数が増え、かつチップサイズが小さくなると、ＩＣチップを設計するプロ
セスが一層複雑になる。ＩＣチップ設計の効率を上げるために、ＩＣチップの回路は、回
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路の複数の標準化された設計ブロックを用いて設計することができる。例えば、ＩＣチッ
プのＩ／ＯセルはＩ／Ｏセル標準化された設計ブロックから設計することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ボンディングパッドレイアウトの効率を上げるとともに、標準化された設計ブロックを
Ｉ／Ｏセル設計に利用することができるようにする効率的なチップデザインが必要とされ
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様では、集積回路（ＩＣ）チップは複数の入力／出力（Ｉ／Ｏ）セルを備
える。複数のＩ／Ｏセルの各Ｉ／Ｏセルは、ＩＣチップの基板に位置する能動Ｉ／Ｏ回路
及び基板の上に形成される複数の金属相互接続層を備える。複数の金属相互接続層は、第
１電源導体、第２電源導体、及び信号導体を有する。各Ｉ／Ｏセルはまた、複数の金属相
互接続層の上に形成される絶縁層、その絶縁層の上に形成されるとともに、信号導体に接
続される第１パッド、及び絶縁層の上に形成される第２パッドを含む。第２パッドは、複
数の金属相互接続層の最上部金属層の少なくとも２つの金属構造の直上に位置する。第２
パッドは、少なくとも２つの金属構造の内の一つに対して、絶縁層の少なくとも一つの開
口を通して選択的に接続される。
【０００７】
　本発明の別の態様では、集積回路（ＩＣ）チップは一つの入力／出力（Ｉ／Ｏ）セルを
含む。このＩ／Ｏセルは、ＩＣチップの基板に位置する能動Ｉ／Ｏ回路と、基板の上に形
成される複数の金属相互接続層と、複数の金属相互接続層の上に形成される絶縁層とを備
える。Ｉ／Ｏセルはまた、絶縁層の上に形成されるとともに、複数の金属相互接続層の第
１金属構造に対して絶縁層の少なくとも一つの開口を通して接続される第１パッドと、絶
縁層の上に形成される第２パッドとを備える。第２パッドは、複数の金属相互接続層の最
上部金属層の少なくとも２つの金属構造の直上に位置する。第２パッドは、少なくとも２
つの金属構造の内の一つに対して、当該少なくとも２つの金属構造の内の一つの直上の絶
縁層の少なくとも一つの開口を通して選択的に接続される。
【０００８】
　本発明の別の態様では、ＩＣチップを形成する方法において、半導体チップのＩ／Ｏセ
ルの標準化された設計ブロックを提供する。Ｉ／Ｏセルは、金属相互接続層、金属相互接
続層の上に形成される絶縁層、信号を伝送する第１パッド、及び電源電位を供給する第２
パッドを備える。第２パッドは、金属相互接続層の少なくとも２つの金属構造の直上に形
成される。絶縁層は複数の位置に位置する。少なくとも２つの金属構造の各金属構造は複
数の位置の内の一つの位置に対応する。少なくとも２つの金属構造の第１金属構造は第１
電源電位を供給する導体であり、少なくとも２つの金属構造の第２金属構造は第２電源電
位を供給する導体である。本方法では、第２パッドを少なくとも２つの金属構造の内の一
つの金属構造に、少なくとも２つの金属構造の内の当該一つの金属構造に対応する複数の
位置の一つの位置の少なくとも一つの開口を通して選択的に接続するように、マスクをプ
ログラム化する。本方法ではまた、前記マスクを使用して絶縁層をパターニングする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は、添付の図を参照することにより一層深く理解することができ、かつ本発明の
多くの目的、特徴、及び利点がこの技術分野の当業者に明らかになる。
　特に断らない限り、異なる図に使用する同じ参照符号は同じ部品を指す。
【００１０】
　以下に示すのは本発明を実施するための一つのモードに関する詳細な記述である。記述
は本発明の例示であり、本発明を制限するものとして捉えられるべきではない。
　図１は、ＩＣチップ１０３を封止する前にパッケージ基板１０５に取り付けられるＩＣ
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チップ１０３を含むパッケージＩＣ１０１の一実施形態の上面図である。図示した実施形
態では、基板１０５はボールグリッドアレイ（ＢＧＡ）基板である。しかしながら、他の
タイプのパッケージ基板を利用することができる。ＩＣチップ１０３の周縁部には、チッ
プ１０３の回路（図１には示さず）をパッケージ基板１０５上に位置するボンディングフ
ィンガー（例えば１２３）及び電源リング１１９，１２１に接続するボンディングパッド
（例えば１１１，１１３，１１４，及び１１６）が設けられている。図１において、ボン
ディングパッド群は、一列に並んだ対に配置される。例えば、外側パッド１１４は、内側
パッド１１１と一直線に並んで位置して、一列に並んだ対を形成する。外側パッド１１４
は内側パッド１１１よりもＩＣチップ１０３のエッジに近接して位置する。各一列に並ん
だ対はＩ／Ｏセルの一部である。ボンディングパッド対の内側パッド（例えば参照符号１
１１及び１１６）はＩ／Ｏ信号をチップ１０３に送信し、かつ／またはＩ／Ｏ信号をチッ
プ１０３から送出するための信号パッドである。信号パッドはボンディングワイヤ（例え
ば１３５）によってボンディングフィンガー１２３に接続される。ボンディングフィンガ
ー１２３は導電ビア１２５に接続され、これらの導電ビアはパッケージ基板１０５の反対
側の面に位置するボール（図示せず）に接続される。ボール（図示せず）はパッケージＩ
Ｃの外部への電気的な接続を行う。Ｉ／Ｏセルは、入力信号及び／又は出力信号を処理す
る能動Ｉ／Ｏ回路（例えば図２の参照符号２１１）を備える。
【００１１】
　外側ボンディングパッド（例えば１１３及び１１４）は、ＩＣチップ１０３をパッケー
ジ基板１０５上に位置するグランドリング（ｇｒｏｕｎｄ　ｒｉｎｇ）１１９またはＶＤ
Ｄ電源リング（ｐｏｗｅｒ　ｒｉｎｇ）１２１のいずれかに接続する電源パッド（例えば
電源またはグランド）である。更に完全な形で後述するように、ＩＣチップ１０３の電源
パッド（ｐｏｗｅｒ　ｐａｄ）はそれぞれ、チップ１０３の最終金属相互接続層（例えば
図３の参照符号３１６）の複数の導電構造の上に直接位置し、かつこれらの導電構造の内
の一つにパッシベーション層の複数の開口（例えばチップ１０３の参照符号３０３）によ
って選択的に接続される。
【００１２】
　図１の実施形態では、グランドリング１１９及び電源リング１２１がパッケージ基板１
０５のボンディングフィンガー（例えば参照符号１２３）の内側に位置するので、電源パ
ッド（例えば参照符号１１３及び１１４）は一列に配列されたボンディングパッド対の外
側のパッド位置に配置されてワイヤボンディングを容易にする。別の実施形態では、電源
パッドを一列に配列されたボンディングパッド対の内側のパッド位置に配置し、信号パッ
ドを同ボンディングパッド対の外側のパッド位置に配置してもよい。
【００１３】
　グランドリング１１９及びＶＤＤ電源リング１２１は、基板１０５の反対側（外側）に
位置するグランドボール（図示せず）及び電源ボール（図示せず）にそれぞれ接続される
。パッド１１３はグランドリング１１９に接続され、パッド１１４は電源リング１２１に
接続される。或る実施形態では、グランドリング１１９及び電源リング１２１はそれぞれ
セグメント化されて、外部信号ライン（図示せず）が基板１０５上のリングの間を通過で
きるようになっている。他の実施形態では、セグメント化されたリングの各セグメントを
利用して異なる電位をチップ１０３に供給することができる。他の実施形態は３つ以上の
リングを含むことができ、この場合、各リングは異なる電位をチップ１０３に供給するよ
うに構成される。或る実施形態では、外側パッドは、パッケージ基板１０５上に位置する
ボンディングフィンガーにボンディングすることができる。
【００１４】
　図１の実施形態では、外側（電源）ボンディングパッドは、ＩＣチップ１０３周縁近傍
において交互に電源パッド及びグランドパッドとして構成される。別の実施形態では、２
つの隣接Ｉ／Ｏセルの外側ボンディングパッドがグランドパッドとして構成され、それに
続く２つのＩ／Ｏセルの外側ボンディングパッドが電源パッドとして構成されてもよい。
従って、このパターンは４つのＩ／Ｏセルから成るバンク毎に繰り返され得る。グランド
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パッド及び電源パッドの他の別の構成を他の実施形態に使用することができる。或る実施
形態では、グランドパッド及び電源パッドから成るサブセットは基板上の導電構造にワイ
ヤボンディングにより接続される。
【００１５】
　図２はチップ１０３の部分上面図である。Ｉ／Ｏセル２０３は、図２に示す図に対して
セル２０３の左右に位置する隣接したＩ／Ｏセル２０５とＩ／Ｏセル２０７との間のチッ
プ１０３の周縁に位置する。一実施形態では、Ｉ／Ｏセル２０５，２０７はＩ／Ｏセル２
０３と同じ標準化された設計ブロックにより構成される。Ｉ／Ｏセル２０３は、一列配列
構成に配置されるボンディングパッド２０８及びボンディングパッド２０６を含む。ボン
ディングパッド２０８は、チップ１０３の電源バスまたはグランドバスのいずれかに接続
される電源ボンディングパッドとして機能する。パッド２０６は信号パッドとして機能す
る。チップ１０３表面の下にあって最終金属相互接続層３１６に位置する（図３参照）の
は、電源バス２１３，２１４，２１５である（破線で示す）。電源バス２１３，２１４，
２１５は導体であり、これらの導体は、一実施形態では、チップ１０３周縁の複数の相互
接続層の少なくとも一部の周りに延びて、電源電圧及びグランド電圧をチップ１０３の基
板のＩ／Ｏセル及び能動コア回路に供給する（例えば図５の参照符号５２０を参照）。一
実施形態では、標準化された設計ブロックは、バス２１３，２１４，２１５の内、Ｉ／Ｏ
セルに位置する部分に対応するバスセグメントを含む。或る実施形態では、これらのバス
は、チップ１０３のより下層の金属相互接続層に位置してもよい。
【００１６】
　図示した実施形態では、パッド２０８はバス２１３に対して、パッシベーション層（図
３の参照符号３０３）の位置２２１において、その形状に一致するように充填された４つ
の開口により接続される。一実施形態では、開口は３×３ミクロンの大きさを有する。開
口のサイズ及び数は異なる実施形態では変更することが可能である。例えば、他の実施形
態では、パッドは最終金属相互接続層の或る構造に対して一つの開口（例えば１０×５０
ミクロンの大きさの開口）によって接続することができる。ボンディングパッド２０６は
、形状に沿って充填された４つの開口によって、同様に最終金属相互接続層に位置する信
号導体２３１に、位置２３２において接続される。
【００１７】
　セル２０３は、チップ１０３の基板の複数の相互接続層の下に位置する能動Ｉ／Ｏ回路
２１１（一点鎖線により示す）を備える。能動Ｉ／Ｏ回路２１１は出力回路（例えば、関
連プリドライバ回路を備えるプルダウン及びプルアップ出力ドライバ）、入力回路、静電
気放電（ｅｌｅｃｔｒｏｃｔａｔｉｃ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ：ＥＳＤ）保護回路、及び自
己診断回路（全て図示せず）を備え得る。他の実施形態では、能動Ｉ／Ｏ回路は他のタイ
プの従来型Ｉ／Ｏ回路を有してもよい。能動Ｉ／Ｏ回路は信号パッド２０６に接続される
。
【００１８】
　一実施形態では、Ｉ／Ｏセル２０３は、図２に示すように、ボンディングパッド２０６
、ボンディングパッド２０８、電源導体、グランド導体、及び信号導体、及び能動Ｉ／Ｏ
回路２１１を丁度収容するのに必要な領域に対応する。図２に示す実施形態では、Ｉ／Ｏ
セル２０３，２０５，２０７は当接するが、重なり合うことはない。従って、本実施形態
では、ボンディングパッド２０６，２０８はＩ／Ｏセル２０３の能動Ｉ／Ｏ回路２１１の
上に重なっているが、これらのパッドは無関係な能動Ｉ／Ｏ回路（例えば、Ｉ／Ｏセル２
０５，２０７の能動Ｉ／Ｏ回路またはチップ１０３の能動コア回路）の上には決して重な
ることはない。別の実施形態では、パッド２０６，２０８の一部が無関係な能動Ｉ／Ｏ回
路の上に部分的に重なっていてもよい。更に、パッド２０６の一部が能動コア回路（例え
ばＩＣチップ１０３の）に重なることもできる。例えば、図５の実施形態を参照されたい
。
【００１９】
　図２の実施形態では、ボンディングパッド２０８はパッド２０６と一列に並んで一列配
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列ボンディングパッド対を形成する。別の実施形態では、パッド２０８はＩ／Ｏセル２０
３内でパッド２０６に対して偏倚していてもよい。図２では、パッド２０６及びパッド２
０８は同じサイズを有する。別の実施形態では、パッド２０６及びパッド２０８は異なる
サイズであってもよい。
【００２０】
　図３は図２の部分断面図である。パッド２０６，２０８はパッシベーション層３０３の
上に位置するように示されている。一実施形態では、パッシベーション層３０３は窒化シ
リコンを含む絶縁層である。層３０３の下には、金属相互接続層３１２、金属相互接続層
３１４、及び最終金属相互接続層３１６が位置する。これらの相互接続層は絶縁層３４５
，３４３，３４１とパッシベーション層３０３との間に位置する。異なる実施形態では金
属相互接続層の数を変更することができる。例えば、ＩＣチップの一実施形態は６つの金
属相互接続層を含むことができる。電源バス２１５、グランドバス２１３、及び電源バス
２１４は、最終金属相互接続層３１６に位置する。最終金属相互接続層３１６には導体２
３３，２３１も位置する。各相互接続層の導電構造は、層間絶縁層（例えば参照符号３４
３）を貫通して延びる導電ビア（例えば３２３）により接続することができる。或る実施
形態では、絶縁層３０３は異なる材料から成る複数の層を含むことができる。金属相互接
続層及び絶縁層は基板３０２の能動Ｉ／Ｏ回路２１１の上に位置する。
【００２１】
　パッド２０６は、最終金属相互接続層３１６に位置する信号導体２３１及び電源バス２
１４の直上に位置する。パッド２０６は信号導体２３１に、形状に沿って充填された複数
の開口によって位置２３２において接続されるように示される。パッド２０８は、バス２
１５、バス２１３、及び導体２３３の直上に位置し、これらの３つ全てが最終金属相互接
続層３１６に位置する。導体２３３はバス２１４に、ビア３１３、導体３１５、ビア３１
７、導体３２１、ビア３２３、導体３２５、及びビア３２７によって接続される。図３に
示すように、パッド２０８はグランドバス２１３に対して、バス２１３の直上に位置する
パッシベーション層３０３の（例えば位置２２１にある）複数の開口によって選択的に接
続される。チップ１０３の他のＩ／ＯセルがＩ／Ｏセル２０３と同じ標準化された設計ブ
ロックに基づいて設計されるので、電源パッド（例えば２０８）は、バス２１５に対して
、パッシベーション層３０３の複数の開口（または、或る実施形態では単一の開口）によ
って、位置２２１ではなく、位置３４９（図３の破線で示す）において選択的に接続され
るか、あるいはバス２１４に対してパッシベーション層３０３の複数の開口によって位置
３４７において選択的に接続され得る。一実施形態では、絶縁層３０３は絶縁層マスク（
図示せず）を使用してパターニングする。層３０３は、パッド２０８をバス２１３、バス
２１５または導体２３３のいずれか一つに選択的に接続するために、マスクよってパター
ニングすることができる。
【００２２】
　一実施形態では、パッド２０６，２０８は、アルミニウム層を層３０３の上にスパッタ
リングにより堆積させ、次にアルミニウム層を選択的にエッチングすることにより形成さ
れる。スパッタリングによりアルミニウムを堆積させることにより、アルミニウムでパッ
シベーション層３０３の複数の開口（例えば位置２２１及び２３２の）を該開口の形状に
沿って充填する。一実施形態では、金属相互接続層３１２，３１４，３１６の導電構造（
例えば２１３，３１５，及び３２１）は銅により形成される。或る実施形態では、薄い導
電バリア層（例えばタンタルを含む）を、パッシベーション層３０３の複数の開口（例え
ば位置２２１の）のアルミニウムと最終金属相互接続層３１６の銅との間に位置させて、
２つの異なる隣接金属（例えば、パッド２０８のアルミニウム及びバス２１３の銅）の間
における拡散を防止するとともに、それらの接着性を高めることができる。他の実施形態
では、金属相互接続層及び／又はボンディングパッドは、金、銅、またはアルミニウムの
ような他の材料により形成することができる。他の実施形態では、他のタイプの導電ビア
を使用することができる。
【００２３】
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　絶縁層に複数の開口を選択的に配置することによって、最終金属相互接続層の多数の導
電構造に選択的に接続され得るボンディングパッドを有するＩ／Ｏセル設計を提供するこ
とにより、多くの導電構造のいずれか一つに接続されるようにプログラム化することがで
きる汎用Ｉ／Ｏセル設計を使用することができる。このような利点によって、Ｉ／Ｏセル
の全て（または少なくともかなりの部分）を同一の標準化Ｉ／Ｏセル設計ブロックを使用
して設計することができるのでＩＣチップ設計の複雑さを低減することができる。
【００２４】
　更に、２つのパッドを備える構成のＩ／Ｏセルにおける複数の導電構造に選択的に接続
可能なパッドを利用することにより、チップにおいて高い利用効率のチップ空間を実現す
ることができるという利点が得られる。それにより、ＩＣチップ当たりのＩ／Ｏセルの数
を多くすることができる。或る例では、第１のパッドは一つの信号に接続することができ
、第２のパッドは、電源導体またはグランド導体のいずれかに選択的に接続することがで
きる。これにより、電源パッドまたはグランドパッドのいずれか一つを組み込んで、Ｉ／
Ｏセル群から成るバンクにおいて電源及びグランドを配置する際の自由度を最大化する、
単一のＩ／Ｏパッドを備えるセルが可能になる。
【００２５】
　他の実施形態では、最終金属相互接続層３１６の導電構造群の幾つかは信号ライン群に
接続することができるので、パッド２０８を一つ以上の信号ラインの内の一つの信号ライ
ンに選択的に接続することができる。他の実施形態では、パッドが直上に位置する構成の
最終金属相互接続層の導電構造の数を変更することができる。一実施形態では、パッド２
０８は多くの導電構造の直上に位置し、この場合、各導電構造はＩＣチップの異なる電源
電位に接続される。このような実施形態では、パッド２０８はＩＣチップ１０３に供給さ
れている複数の電源電位の内のいずれかの電位に接続され得る。このような実施形態の一
の例では、パッド２０８は＋３．３Ｖバス、－３．３Ｖバス、＋１．８Ｖバス、またはグ
ランドバスに選択的に接続され得る。
【００２６】
　他の実施形態では、パッドの直下に位置する各導電構造は異なる信号を供給するように
接続される。パッドは信号群の内のいずれか一つの信号に、少なくとも一つの開口をパッ
シベーション層に形成してパッドを選択的に信号導体に接続することにより選択的に接続
することができる。例えば、パッドは２つの構造の上に位置させることができ、この場合
、一方の構造が異なる信号から成る対の内の一方の信号を供給するように接続され、かつ
他方の構造が異なる信号から成る対の内の他方の信号を供給するように接続される。
【００２７】
　他の実施形態では、パッド２０６は複数の導電構造の直上に位置させることができ、こ
の場合、パッド２０６は導電構造群の内の一つに、パッシベーション層３０３の少なくと
も一つの開口によって選択的に接続することができる。一実施形態では、導電構造群は信
号群を伝送するように構成される。他の実施形態では、導電構造群の内の少なくとも一つ
の導電構造は電源導体に接続される。
【００２８】
　図４は、本発明による別のＩＣチップの部分断面図である。チップ４０１のボンディン
グパッド群は、最終金属相互接続層４１６に形成される部分及びアルミニウムキャップの
双方を含む。例えば、Ｉ／Ｏセル４０２は、一実施形態では銅からなる最終金属相互接続
層４１６に形成される部分４０７，４０９をそれぞれ有するパッド４０６，４０８を備え
る。また、ボンディングパッド４０６，４０８はそれぞれ、アルミニウムキャップ４１８
，４１９を備える。これらのキャップは、層３１６に形成される各パッド（例えば４０７
及び４０９）のうち、パッシベーション層４０３の開口によって露出される部分を被覆す
る。ワイヤボンディング歩留まり及び生産性を向上するために、アルミニウムキャップ（
例えば４１８，４１９）が用いられる。或る実施形態では、パッド４０６，４０８は、バ
アルミニウムキャップのアルミニウムと層４１６の銅との間にリア層（図示せず）を備え
てもよい。しかしながら、本発明による他のＩＣチップのボンディングパッドはこのよう
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なキャップを備えなくてもよい。
【００２９】
　Ｉ／Ｏセル４０２はパッド４０６，４０８の下に位置する能動Ｉ／Ｏ回路４１１を含む
。能動Ｉ／Ｏ回路４１１の上には、第１金属相互接続層４１２、第２金属相互接続層４１
４、及び最終金属相互接続層４１６が位置する。一実施形態では、金属相互接続層４１２
，４１４，及び４１６は銅により形成される。別の実施形態では、金属相互接続層は主と
してアルミニウムにより形成することができる。３つの金属相互接続層は、絶縁層４４５
，４４３，４４１とパッシベーション層４０３との間に位置する。或る実施形態では、絶
縁層４４５，４４３，４４１及びパッシベーション層４０３は異なる材料から成る複数の
層を含むことができる。一実施形態では、パッシベーション層４０３は窒化シリコンを含
む絶縁層である。
【００３０】
　図４には３つの金属相互接続層を示しているが、異なる実施形態においては、金属相互
接続層の数を変更することができる。図４の実施形態では、グランドバス４１３、電源バ
ス４１５、及び信号導体４３３は、金属相互接続層４１４に位置する。金属相互接続層４
１４には、信号導体４３２及び信号導体４３１も位置する。一つの相互接続層の金属導体
は、別の相互接続層の金属導体に対して、絶縁層（例えば４４３）を貫通して延びる導電
ビア（例えば４６１，４６３）によって接続することができる。
【００３１】
　パッド４０６は、金属相互接続層４１４に位置する信号導体４３１及び信号導体４３２
の直上に位置する。パッド４０６は、信号導体４３１に対して、位置４６７で絶縁層４４
１の開口に位置する導電ビア４６５により選択的に接続されるものとして示されている。
チップ４０１の他のＩ／ＯセルがＩ／Ｏセル４０２と同じ標準化された設計ブロックに基
づいて設計されるので、パッド４０６を電源バス４３２に対して、絶縁層４４１の開口の
導電ビアによって、位置４６７ではなく、位置４６８（破線で示す）において選択的に接
続することもできる。
【００３２】
　パッド４０８は、金属相互接続層４１４に位置する電源バス４１５部分、グランドバス
４１３部分、及び信号導体４３３部分の直上に位置する。パッド４０８はグランドバス４
１３に対して、絶縁層４４１の開口に位置する導電ビア４２１によって位置４２２におい
て接続されるものとして示されている。チップ４０１の他のＩ／ＯセルがＩ／Ｏセル４０
２と同じ標準化された設計ブロックに基づいて設計されるので、パッド４０８を電源バス
４１５に対して、絶縁層４４１の開口の導電ビアによって、位置４２２ではなく、位置４
４９（破線で示す）において選択的に接続することもできる。あるいは、パッド４０８を
信号導体４３３に対して、絶縁層４４１の開口の導電ビアによって、位置４４７（破線で
示す）において選択的に接続することもできる。従って、ボンディングパッド４０８は、
グランドバス４１３、電源バス４１５、または信号導体４３３のいずれかに選択的に接続
することができる。よって、標準化Ｉ／Ｏセルの外側（電源）ボンディングパッド４０８
は、電圧電位、グランド電位、または信号経路をチップ４０１に供給する機能を有するよ
うに構成することができる。
【００３３】
　ボンディングパッド４０８は、金属相互接続層４１６，４１４，４１２の他の導電構造
に接続することができる。例えば、第１金属相互接続層４１２の導体４５０は、導電ビア
４２１、バス４１３、及び導電ビア４３０を通してパッド４０８に接続されるものとして
示されている。或る実施形態では、ＩＣチップの電源バス及びグランドバスは他の金属相
互接続層（例えば４１２）に位置させることができる。
【００３４】
　図４に示す実施形態では、導電ビア４２１は、パッド部４０８の内、パッシベーション
層４０３の開口によって露出される部分の直下に位置するものとして示されている。別の
実施形態では、これらのビアは、パッド部４０８の内、パッシベーション層４０３の開口
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によって露出されない部分の直下に配置することができる。
【００３５】
　図４に示す実施形態では、外側（電源）ボンディングパッド４０８は、グランドバス４
１３、電源バス４１５、または信号導体４３３に対して、導電ビアを絶縁層４４１の位置
４２２，４４９，４４７のそれぞれに配置することにより選択的に接続することができる
。これらの位置の各々は同じ絶縁層４４１に含まれるので、ＩＣチップ４０１の設計及び
レイアウトにおいては、層４４１をパターニングするために使用するマスクは、外側ボン
ディングパッド４０８をバス４１３、バス４１５、または導体４３３の内の一つに選択的
に接続するように、プログラム化される。従って、パッド４０８は、電源導体または信号
導体に、このパッド下の導電ビアの位置に依存する形で接続されるように、プログラム化
されてもよい。
【００３６】
　図５は、本発明によるＩＣチップの部分上面図及び別の実施形態である。ＩＣチップ５
００はＩＣチップ５００の周縁部に位置するＩ／Ｏセル５０１を含む。Ｉ／Ｏセル５０１
は外側ボンディングパッド５０３及び内側ボンディングパッド５０５を備える。ボンディ
ングパッド５０３及びボンディングパッド５０５はそれぞれ、ワイヤをパッドにボンディ
ングするためのワイヤボンディング領域（それぞれ参照符号５１３，５０９）を含む。ボ
ンディングパッド５０３及びボンディングパッド５０５はそれぞれ、試験を行なうための
プローブを受容するプローブ領域（それぞれ５１１及び５０７）を有する。パッド５０３
，５０５は、ＩＣチップ５００の基板に位置する能動Ｉ／Ｏ回路５０６の上に配置されて
いる。パッド５０５はＩＣチップ５００の基板に位置するコア回路５２０の上にも延びる
。
【００３７】
　他の実施形態では、金属相互接続層の複数の導電構造の直上に位置するとともに、これ
らの導電構造のいずれかに選択的に接続することができるパッドを、単一のパッドを有す
る構成のＩ／Ｏセルまたは２つよりも多くのパッドを備えるＩ／Ｏセルに用いることがで
きる。他の実施形態では、このようなパッドは、複数のパッドをジグザグに配置する構成
のＩＣチップに使用することができる。
【００３８】
　他の実施形態ではまた、パッド直下に位置する相互接続層の複数の導電構造のいずれか
一つに選択的に接続することができるパッドは、例えばフリップチップＩＣのチップを含
む他のタイプの構成を有する他のタイプのＩＣチップ上において実施され得る。フリップ
チップ構成とすることにより、パッドを有する表面が下方を向くようにＩＣチップが配置
され、かつ相互接続層がパッケージＩＣにおいて上述の位置に配置される場合であっても
、ＩＣチップのパッドは、パッケージＩＣにおいてＩＣチップの相互接続層の上に位置す
るものと考えられる。
【００３９】
　　本発明の一態様では、集積回路（ＩＣ）チップは複数の入力／出力（Ｉ／Ｏ）セルを
備える。複数のＩ／Ｏセルの各Ｉ／Ｏセルは、ＩＣチップの基板に位置する能動Ｉ／Ｏ回
路及び基板の上に形成される複数の金属相互接続層を備える。複数の金属相互接続層は、
第１電源導体、第２電源導体、及び信号導体を有する。各Ｉ／Ｏセルはまた、複数の金属
相互接続層の上に形成される絶縁層、その絶縁層の上に形成されるとともに、信号導体に
接続される第１パッド、及び絶縁層の上に形成される第２パッドを含む。第２パッドは、
複数の金属相互接続層の最上部金属層の少なくとも２つの金属構造の直上に位置する。第
２パッドは、少なくとも２つの金属構造の内の一つに対して、絶縁層の少なくとも一つの
開口を通して選択的に接続される。
【００４０】
　本発明の別の態様では、集積回路（ＩＣ）チップは一つの入力／出力（Ｉ／Ｏ）セルを
含む。このＩ／Ｏセルは、ＩＣチップの基板に位置する能動Ｉ／Ｏ回路と、基板の上に形
成される複数の金属相互接続層と、複数の金属相互接続層の上に形成される絶縁層とを備
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える。Ｉ／Ｏセルはまた、絶縁層の上に形成されるとともに、複数の金属相互接続層の第
１金属構造に対して絶縁層の少なくとも一つの開口を通して接続される第１パッドと、絶
縁層の上に形成される第２パッドとを備える。第２パッドは、複数の金属相互接続層の最
上部金属層の少なくとも２つの金属構造の直上に位置する。第２パッドは、少なくとも２
つの金属構造の内の一つに対して、当該少なくとも２つの金属構造の内の一つの直上の絶
縁層の少なくとも一つの開口を通して選択的に接続される。
【００４１】
　本発明の別の態様では、ＩＣチップを形成する方法において、半導体チップのＩ／Ｏセ
ルの標準化された設計ブロックを提供する。Ｉ／Ｏセルは、金属相互接続層、金属相互接
続層の上に形成される絶縁層、信号を伝送する第１パッド、及び電源電位を供給する第２
パッドを備える。第２パッドは、金属相互接続層の少なくとも２つの金属構造の直上に形
成される。絶縁層は複数の位置に位置する。少なくとも２つの金属構造の各金属構造は複
数の位置の内の一つの位置に対応する。少なくとも２つの金属構造の第１金属構造は第１
電源電位を供給する導体であり、少なくとも２つの金属構造の第２金属構造は第２電源電
位を供給する導体である。本方法では、第２パッドを少なくとも２つの金属構造の内の一
つの金属構造に、少なくとも２つの金属構造の内の当該一つの金属構造に対応する複数の
位置の一つの位置の少なくとも一つの開口を通して選択的に接続するように、マスクをプ
ログラム化する。本方法ではまた、前記マスクを使用して絶縁層をパターニングする。
【００４２】
　本発明の特定の実施形態について示し、記載してきたが、この技術分野の当業者であれ
ば、本明細書により得られる示唆に基づいて、更なる変更及び変形を、本発明及びその広
範囲の態様から逸脱しない範囲において加えることができ、従って添付の請求項がこれら
の請求項の技術範囲にこのような変更及び変形の全てを、このような変更及び変形の全て
が本発明の真の技術思想及び技術範囲に含まれるのと同様に包含するものであることが理
解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明によるパッケージ基板に取り付けられるＩＣチップの一実施形態を示す上
面図。
【図２】本発明によるＩＣチップの一実施形態を示す部分上面図。
【図３】本発明による図２のＩＣチップの部分断面図。
【図４】本発明による別のＩＣチップの部分断面図。
【図５】本発明によるＩＣチップの別の実施形態の部分上面図。
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