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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口を含む基板と、
　少なくとも一部が前記開口の少なくとも一部を塞ぐ第１のダイと、
　第１の面と前記第１の面とは反対の第２の面とを含み、前記第１のダイと前記基板とに
前記第１の面が接続された第２のダイと、
　開口を含むベースと、
　を備え、
　前記第２のダイは、前記第２のダイの前記第２の面上で、前記ベースの前記開口内に配
置されたコンポーネントを含む
　装置。
【請求項２】
　前記第１のダイと前記第２のダイとに直接接続された複数の第１の電気接続部をさらに
備える
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記複数の第１の電気接続部は、前記第１のダイの一方の面に直接接触し、前記第２の
ダイの一方の面に直接接触するハンダを含む
　請求項２に記載の装置。
【請求項４】
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　前記複数の第１の電気接続部は、前記第２のダイの前記第１の面上に配置される
　請求項２又は３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１のダイと前記第２のダイとに直接接続された複数の第１の電気接続部と、
　前記第２のダイと前記基板とに直接接続された複数の第２の電気接続部とをさらに備え
る
　請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記複数の第１及び第２の電気接続部は、前記第２のダイの同じ面上に配置される
　請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１のダイに接続された放熱デバイスをさらに備え、
　前記第１のダイは、第１の面及び前記第１の面とは反対の第２の面を含み、前記第２の
ダイは、前記第１のダイの前記第１の面上に配置され、前記放熱デバイスは、前記第１の
ダイの前記第２の面上に配置される
　請求項１から６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記第２のダイの少なくとも一部は、前記ベースの前記開口の少なくとも一部を塞ぐ
　請求項１から７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記ベースの前記開口は、前記第２のダイの長さより長い
　請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第２のダイと前記基板とに直接接続された複数の電気接続部と、
　前記基板と前記ベースとに直接接続された追加の複数の電気接続部とをさらに備え、
　前記複数の電気接続部と前記追加の複数の電気接続部とは、前記基板の同一の面上に配
置される
　請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記基板は、ボールグリッドアレイパッケージの一部である
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　開口を含むベースと、
　前記ベースに接続された、開口を含む基板と
　少なくとも一部が前記基板の前記開口の少なくとも一部を塞ぐダイと、
　第１の面と前記第１の面とは反対の第２の面とを含み、複数の第１の電気接続部を介し
て前記ダイに前記第１の面が接続され、複数の第２の電気接続部を介して前記基板に前記
第１の面が接続された構造部とを備え、
　前記構造部は、前記構造部の前記第２の面上で、前記ベースの前記開口内に配置された
コンポーネントを含む
　装置。
【請求項１３】
　前記複数の第１の電気接続部と前記複数の第２の電気接続部は、前記構造部の同一の面
上に配置される
　請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記基板と前記ベースとに接続された複数の第３の電気接続部をさらに備え、
　前記複数の第２の電気接続部と前記複数の第３の電気接続部は、前記基板の同一の面上
に配置される
　請求項１２又は１３に記載の装置。
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【請求項１５】
　前記ダイに接続された放熱デバイスをさらに備え、
　前記ダイは、第１の面及び前記第１の面とは反対の第２の面を含み、前記複数の第１の
電気接続部は、前記ダイの前記第１の面上に配置され、前記放熱デバイスは、前記ダイの
前記第２の面上に配置される
　請求項１２から１４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記構造部の少なくとも一部は、前記ベースの前記開口の少なくとも一部を塞ぐ
　請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ベースは、プリント回路基板を含む
　請求項１２から１６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１８】
　前記構造部は、インタポーザを含む
　請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記構造部は、追加のダイを含む
　請求項１７又は１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ダイと構造部との少なくとも一方は、プロセッサを含む
　請求項１７から１９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
　第１のダイと第２のダイとの組み合わせをアセンブリに取り付ける段階を備える方法で
あって、
　前記第１のダイの少なくとも一部が前記アセンブリの基板の開口の少なくとも一部を塞
ぐように前記取り付けを行い、
　前記第２のダイは、第１の面と前記第１の面とは反対の第２の面とを含み、
　前記第１のダイと前記第２のダイの前記第１の面とは、複数の第１の電気接続部によっ
てお互いに接続され、
　前記第２のダイの前記第１の面は、複数の第２の電気接続部を介して、前記複数の第１
の電気接続部と前記複数の第２の電気接続部とが前記第２のダイの同一の面上に配置され
るように、前記基板に取り付けられ、
　前記基板は、開口を含むベースに取り付けられ、
　前記第２のダイは、前記第２のダイの前記第２の面上で、前記ベースの前記開口内に配
置されたコンポーネントを含む
　方法。
【請求項２２】
　前記第１のダイと前記第２のダイとの前記組み合わせを前記アセンブリに取り付ける段
階は、前記第１のダイが前記基板の前記開口内の熱伝導材料を通じて前記アセンブリの放
熱デバイスに接続されるように実行される
　請求項２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先出願）この出願は、２０１２年９月２７日に出願された米国出願シリアルＮｏ．
１３／６２９，３６８への優先権に関する便益を請求し、本開示においてその全体の参照
によって組み込まれる。
【０００２】
　複数の実施形態は、半導体デバイスパッケージングに関する。いくつかの実施形態は、
スタックダイパッケージに関する。
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【背景技術】
【０００３】
　携帯電話、タブレット、及びコンピュータのような多くの電子製品は、たいてい集積回
路（ＩＣ）パッケージに囲まれた半導体ダイを有する。ダイはしばしば、情報を格納する
メモリデバイス又は情報を処理するプロセッサのようなデバイスを形成しうる電気回路を
有する。ダイにおけるデバイスは、その動作のときに熱を生成しうる。したがって、ヒー
トシンクのようなサーマルソリューションは、一般的に、ダイを冷却するために、ＩＣパ
ッケージに含まれる。
【０００４】
　いくつかの従来のＩＣパッケージは、メモリストレージ容量、処理機能、又は両方を増
すために、複数のダイを有しうる。いくつかのＩＣパッケージにおける領域を節約するた
めに、複数のダイは、お互いの上部にスタックされうる。スタックダイはしかし、ＩＣパ
ッケージの全厚を増加させ、それにより、いくつかの電子製品で用いるのに不適切となる
。さらに、スタックダイを冷却するべく、いくつかのＩＣパッケージのための適当なサー
マルソリューションを提供することは、課題をもたらしうる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、ベースへ接続されたパッケージ
を含む電子機器の形態での装置の断面を示す。
【０００６】
【図２】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、図１のパッケージから分離され
た後の複数のダイを示す。
【０００７】
【図３】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、図１のパッケージから分離され
た後の基板を示す。
【０００８】
【図４】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、図１のパッケージから分離され
た後のベースを示す。
【０００９】
【図５】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、放熱デバイスを含む電子機器の
形態での装置の断面を示す。
【００１０】
【図６】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、図１の電子機器のバリエーショ
ンでありうる電子機器の形態での装置の断面である。
【００１１】
【図７】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、放熱デバイスを含む図６の電子
機器の形態での装置の断面を示す。
【００１２】
【図８】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、図６の電子機器のバリエーショ
ンでありうる電子機器の形態での装置の断面を示す。
【００１３】
【図９】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、放熱デバイスを含む図８の電子
機器の形態での装置の断面を示す。
【００１４】
【図１０】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、開口を有さないベースに接続
されたパッケージを含む電子機器の形態での装置の断面を示す。
【００１５】
【図１１】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、図１０のパッケージから分離
された後のベースを示す。
【００１６】
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【図１２】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、ダイに接続された構造部を有
するパッケージを含む電子機器の形態での装置の断面を示す。
【００１７】
【図１３】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、複数の電子機器を形成する方
法を示す。
【図１４】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、複数の電子機器を形成する方
法を示す。
【図１５】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、複数の電子機器を形成する方
法を示す。
【図１６】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、複数の電子機器を形成する方
法を示す。
【図１７】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、複数の電子機器を形成する方
法を示す。
【図１８】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、複数の電子機器を形成する方
法を示す。
【図１９】本開示で説明されるいくつかの実施形態による、複数の電子機器を形成する方
法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、ベース１９０に接続されたパ
ッケージ１０１を含む電子機器１００の形態での装置の断面を示す。電子機器１００は、
携帯電話、スマートフォン、タブレット、電子リーダー（例えば電子書籍リーダー）、ラ
ップトップ、デスクトップ、パーソナルコンピュータ、サーバ、携帯情報端末（ＰＤＡ）
、ウェブ機器、セットトップボックス（ＳＴＢ）、ネットワークルータ、ネットワークス
イッチ、ネットワークブリッジ、他のタイプのデバイス又は機器のような電子製品を含み
うる又は電子製品に含まれうる。
【００１９】
　図１のパッケージ１０１は、ボールグリッドアレイ（ＢＧＡ）タイプパッケージ又は別
のタイプのパッケージを含みうる。ベース１９０は、プリント回路基板（ＰＣＢ）のよう
な回路基板を含みうる。パッケージ１０１は、ダイ１１０、ダイ１２０、基板１３０、放
熱デバイス１４０、及び熱伝導材料（ＴＩＭ）１４５を含みうる。ダイ１１０は、スタッ
クダイを形成すべく、ダイ１２０上にスタックされうる。ダイ１１０および１２０は、複
数の電気接続部１５１によって互いに接続されうる。ダイ１２０は、複数の電気接続部１
５２によって基板１３０に接続されうる。基板１３０は、複数の電気接続部１５３によっ
てベース１９０に接続されうる。パッケージ１０１は、ダイ１１０とダイ１２０の間の材
料１６１、及びダイ１２０と基板１３０の間の材料１６２を含みうる。
【００２０】
　複数の電気接続部１５１、１５２および１５３は、はんだ又は他の複数の導電性材料の
ような複数の導電性材料を含みうる。例えば、複数の電気接続部１５１および１５２は、
Ｓｎ－Ｃｕはんだペースト、Ｓｎ－Ａｇはんだペースト、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕはんだペース
ト（例えばＳＡＣ３０５）を含みうる。複数の電気接続部１５３は、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕは
んだペースト（例えばＳＡＣ４０５、ＳＡＣ３０５）を含みうる。材料１６１および１６
２は、エポキシ又は他の非導電性材料のような非導電性材料（例えばアンダーフィル材料
）を含みうる。放熱デバイス１４０は、金属（例えば銅）又は他の複数の材料を含みうる
。ＴＩＭ１４５は、熱伝導材料を含みうる。ＴＩＭ１４５についての例の複数の材料は、
ポリマーＴＩＭ、銀充填エポキシ、相変化材料、サーマルグリース、インジウムはんだ、
及び他の複数の材料を含む。
【００２１】
　基板１３０は、有機基板、セラミック基板、又は別のタイプの基板を含みうる。基板１
３０は、パッケージ基板（例えばＢＧＡパッケージ内の基板）を含みうる。基板１３０は
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、導電経路１５６および１５７のような複数の内部導電経路を含んでよく、（ベース１９
０に接続された）コンポーネント１９８および１９９とダイ１１０およびダイ１２０との
間のような、複数のコンポーネント間での電気通信を可能にする。
【００２２】
　基板１３０は、面（例えば表面）１３１及び面１３１とは反対の面（例えば表面）１３
２を含む。基板１３０は、開口（例えばホール）１３３を含みうる。導電経路１５６およ
び１５７は、基板１３０に部分的に形成されうる導電材料（例えば金属）で充填された複
数のビアを含みうる。図１に示されるように、基板１３０は、基板１３０の面１３１から
面１３２まで延びる導電経路（例えば電気的ビア）を含まなくてよい。基板１３０は、能
動的なコンポーネント（例えばトランジスタ）を含まなくてよい。
【００２３】
　ダイ１１０および１２０のそれぞれは、半導体（例えばシリコン）ダイを含みうる。ダ
イ１１０およびダイ１２０のそれぞれは、情報を格納する、情報を処理する又は他の機能
のような１又は複数の機能を実行すべく、デバイス（又は複数のデバイス）の一部を形成
しうる電気回路（図１には不図示）を含みうる。例えば、ダイ１１０は、情報を格納すべ
く、メモリデバイス（例えば複数のトランジスタ、複数のメモリセル、及び他の複数のコ
ンポーネントを含む）を含みうる。メモリデバイスは、フラッシュメモリデバイス、ダイ
ナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）デバイス、スタティックランダムアクセス
メモリ（ＳＲＡＭ）又は別のタイプのメモリデバイスを含みうる。他の例において、ダイ
１２０は、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、グラフィクスプロセッシングユニット（ＧＰＵ
）、又は両方を含みうる、（例えば、複数のトランジスタ、演算ロジックユニット、及び
他のコンポーネントを含む）プロセッサを含みうる。プロセッサはまた、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）を含みうる。
【００２４】
　ダイ１１０及びダイ１２０は、複数のデバイスの他の組み合わせを含みうる。
【００２５】
　例えば、ダイ１１０は、プロセッサを含み、ダイ１２０は、メモリデバイスを含みうる
。他の例において、ダイ１１０および１２０の両方は、全てのプロセッサ又は全てのメモ
リデバイスのいずれを含みうる。
【００２６】
　図１に示されるように、ダイ１１０は、面（例えば表面）１１１及び面１１１とは反対
の面（例えば表面）１１２を含む。面１１１は、複数の電気接続部（例えば複数の電気接
続部１５１）が配置される、ダイ１１０のアクティブ面でありうる。面１１２は、電気接
続部が配置されないダイ１１０の裏面でありうる。ダイ１２０は、面（例えば表面）１２
１及び面１２１とは反対の面（例えば表面）１２２を含む。面１２１は、複数の電気接続
部（例えば１５１）が配置される、ダイ１２０のアクティブ面でありうる。面１２２は、
電気接続部が配置されないダイ１２０の裏面でありうる。
【００２７】
　ダイ１１０および１２０は、ダイ１１０の面１１１（例えばアクティブ面）とダイ１２
０の面１２１（例えばアクティブ面）とが互いに直接向き合うように、向かい合った形態
で互いに直接に接続されうる（例えば直接に結合されうる）。複数の電気接続部１５１が
、ダイ１１０の面１１１とダイ１２０の面１２１との間に直接配置され、面１１１および
１２１に直接に接触されうるように、複数の電気接続部１５１は、ダイ１１０に直接に接
続され、かつダイ１２０に直接に接続されうる。複数の電気接続部１５２が、ダイ１２０
の面１２１と基板１３０の面１３１との間に直接配置され、面１２１および１３１に直接
に接触しうるように、複数の電気接続部１５２は、ダイ１２０に直接に接続され、かつ基
板１３０に直接に接続されうる。（ダイ１２０をダイ１１０に接続する）複数の電気接続
部１５１と（ダイ１２０を基板１３０に接続する）複数の電気接続部１５２とは、ダイ１
２０の同一面（例えば面１２１）上に配置されうる。（基板１３０をダイ１２０に接続す
る）複数の電気接続部１５２と（基板１３０をベース１９０に接続する）複数の電気接続
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部１５３とは、基板１３０の同一面（例えば面１３１）上に配置されうる。
【００２８】
　図１に示されるように、ダイ１１０の少なくとも一部が開口１３３の少なくとも一部を
塞ぐように、ダイ１１０の少なくとも一部は、開口１３３の内部に配置されうる（例えば
部分的に又は完全に埋め込まれる）。ダイ（例えばダイ１１０）の少なくとも一部は、ダ
イの一部分のみ（例えばダイ１１０の一部分のみ）又は全体のダイ（例えば全体のダイ１
１０）のいずれかを参照する。
【００２９】
　ダイ１２０は、開口１３３の内部に配置された部分を含まなくてもよい（例えば全体の
ダイ１２０が開口の外側１３３にある）。故に、ダイ１２０の一部分は開口１３３のいず
れの部分も塞がなくてよい。
【００３０】
　放熱デバイス１４０は、ダイ１１０又はダイ１１０とダイ１２０の両方から放熱するよ
うな、パッケージ１０１から放熱するように配置されうる。放熱デバイス１４０は、ヒー
トスプレッダ（例えば統合ヒートスプレッダ）又は別のタイプのサーマルソリューション
を含みうる。放熱デバイス１４０は、ＴＩＭ１４５によって、ダイ１１０の面１１２（例
えば裏面）に直接に接続されうる。ＴＩＭ１４５は、さらにダイ１１０からの放熱を改善
する（例えば高める）べく、（例えばダイ１１０から放熱デバイス１４０への）熱伝導を
高めうる。
【００３１】
　放熱デバイス１４０はまた、パッケージ１０１の構造を改善する（例えば基板１３０の
構造を改善する）補強材として機能するように配置されうる。例えば、図１に示されるよ
うに、放熱デバイス１４０は、基板１３０の面１３２に接続（例えば直接に接続）されう
る。基板１３０が薄いコア基板、コアレス基板、又は他の比較的薄い基板を含むときのよ
うな、いくつかの状況において、（図１において配置されるような）放熱デバイス１４０
は、基板１３０に生じうる反りを防ぎうる（又は低減しうる）。
【００３２】
　ベース１９０は、面（例えば表面）１９１及び面１９１とは反対の面（例えば表面）１
９２を含む。ベース１９０は、複数のキャパシタ、レジスタ、トランジスタ、集積回路チ
ップ、又はそれに接続された又はその上に形成された他の複数の電気コンポーネントのよ
うな、複数のコンポーネント（例えばコンポーネント１９８および１９９）を含みうる。
図１は、コンポーネント１９８および１９９が、ベース１９０の一方のみの面（例えば面
１９１）上に配置される一例を示す。コンポーネント１９８および１９９はしかし、ベー
ス１９０の両方の面（例えば面１９１および１９２）上に配置されうる。ベース１９０は
、開口（例えばホール）１９３を含みうる。
【００３３】
　ダイ１１０及びダイ１２０は、複数の電気接続部１５１を通じて互いに通信（例えば電
気的に通信）しうる。複数の電気接続部１５１は、ダイ１１０とダイ１２０の間で送信さ
れる情報を伝達（例えば複数の電気信号の形態で）しうる。情報は、データ情報、制御情
報、電力及び接地、又は他の情報を含みうる。ダイ１１０は、面１１１及び１１２の間に
導電性経路（例えばスルーシリコンビア（ＴＳＶ））を含まなくてよい。したがって、ダ
イ１１０から及びダイ１１０へ（例えばダイ１１０とダイ１２０の間で）の電気通信は、
ダイ１１０の面１１１上のみで複数の電気接続部（例えば複数の電気接続部１５１）を通
じて伝達されうる。
【００３４】
　ダイ１２０と基板１３０は、複数の電気接続部１５２を通じて互いに通信（例えば電気
通信）しうる。複数の電気接続部１５２は、ダイ１２０と基板１３０の間で送信される情
報を伝達（例えば電気信号の形態で）しうる。ダイ１２０は、面１２１および１２２の間
に導電性経路（例えばＴＳＶ）を含まなくてよい。したがって、ダイ１２０から及びダイ
１２０への（例えば、ダイ１２０とダイ１１０の間及びダイ１２０と基板１３０の間の）
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電気通信は、ダイ１２０の面１２１上のみの複数の電気接続部（例えば電気接続部１５１
および１５２）を通じて伝達されうる。
【００３５】
　ダイ１１０とダイ１２０は、電気接続部１５１、１５２および１５３を通じて他の複数
のコンポーネント（例えばベース１９０に接続されたコンポーネント１９８および１９９
）と通信（例えば電気通信）しうる。例えば、ダイ１１０とダイ１２０は、複数の電気接
続部１５１、導電経路１５４、複数の電気接続部１５２、導電経路１５６、複数の電気接
続部１５３、及び導電経路１５８を含みうる１又は複数の経路（例えば信号経路）を通じ
てコンポーネント１９８と通信しうる。他の例において、ダイ１１０とダイ１２０は、複
数の電気接続部１５１、導電経路１５５、複数の電気接続部１５２、導電経路１５７、複
数の電気接続部１５３、及び導電経路１５９を含みうる１又は複数の経路（例えば信号経
路）を通じてベース１９０上のコンポーネント１９９と通信しうる。
【００３６】
　図２は、図１のパッケージ１０１から分離された後のダイ１１０および１２０を示す。
図２の複数のライン１―１は、図１のダイ１１０および１２０の断面の複数の位置を示す
。図２に示されるように、ダイ１１０は、ダイ１２０のサイズ（例えば面１２１上の全面
領域）より小さいサイズ（例えば面１１１上の全面領域）を有しうる。ダイ１１０は、長
さ１１４を含む。ダイ１２０は、ダイ１１０の長さ１１４より大きい長さ１２４を含みう
る。複数の電気接続部１５１の一部分は、ダイ１１０の面１１１上にあり、複数の電気接
続部１５１の別の一部分は、ダイ１２０の面１２１上にありうる。複数の電気接続部１５
２の一部分はまた、ダイ１２０の面１２１上にありうる。
【００３７】
　図３は、図１のパッケージ１０１から分離された後の基板１３０を示す。図３のライン
１―１は、図１の基板１３０の断面の位置を示す。基板１３０の開口１３３は、ダイ１１
０の長さ１１４（図２）より大きい長さ１３４を含みうる。図３に示されるように、開口
１３３は、基板１３０の一部分にあるホールの一部でありうる。複数の電気接続部１５２
の一部分と複数の電気接続部１５３の一部分とは、基板１３０の面１３１上に配置されう
る。
【００３８】
　図４は、図１のパッケージ１０１から分離された後のベース１９０を示す。図４のライ
ン１―１は、図１のベース１９０の断面の位置を示す。ベース１９０の開口１９３は、ダ
イ１２０の長さ１２４（図２）より大きい長さ１９４を含みうる。図４に示されるように
、開口１９３は、ベース１９０の一部分にあるホールの一部でありうる。複数の電気接続
部１５３の一部分は、ベース１９０の面１９１上に配置されうる。
【００３９】
　図１及び図３に示されるように、基板１３０に開口（例えば開口１３３）を含むことで
、パッケージ１０１のダイ１１０、ダイ１２０、又は両方の構造の選択に、より多くのオ
プションを可能にさせうる。例えば、基板１３０の開口１３３により、ダイ１１０、ダイ
１２０、又は両方は、薄いダイ（例えば厚さ５０ナノメートル（ｎｍ）又はそれより薄い
）又は厚いダイ（例えば、厚さ５０ｎｍより厚い）のいずれであるかを選択されうる。ダ
イ（例えばダイ１１０）の少なくとも一部が基板１３０の開口１３３の内部にありうるた
め、パッケージ１０１は、パッケージ１０１の形状（例えば全厚）に影響を与えることな
く、厚いダイがその中に含まれることを可能にさせうる。これは、パッケージ１０１の形
状を改善（例えば小さく）し、また、電子機器１００の全厚を改善（例えば低減）しうる
。（薄いダイの代わりに）厚いダイがパッケージ１０１に含まれる場合、厚いダイに関連
するコストが概して薄いダイに関連するコストより少ないため、コストはまた、改善（例
えば低減）されうる。
【００４０】
　ベース１９０（図１及び図４）に開口（例えば開口１９３）を含むことによって、さら
に、電気装置１００の形状（例えば全厚）を改善しうる。例えば、ダイ（例えばダイ１２
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０）の少なくとも一部がベース１９０の開口１９３の内部にありうるため、ベース１９０
の開口１９３によって、パッケージ１０１のダイ（例えばダイ１２０）はまた、電気装置
１００の形状に影響を与えることなく、厚いダイでありうる。
【００４１】
　ベース１９０に開口（例えば開口１９３）を含むことで、また、図５を参照してより詳
細に説明されるように、（放熱デバイス１４０に加えて）パッケージ１０１のための追加
のタイプのサーマルソリューションの選択に、より多くのオプションを可能にさせうる。
【００４２】
　図５は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、放熱デバイス５４０を含む電
子機器５００の形態での装置の断面を示す。電子機器５００は、電子機器１００（図１）
のものと類似又は同一の複数の要素を含みうる。したがって、簡潔にするために、図１と
図５の間での複数の類似の又は同一の要素の説明は、図５の説明では繰り返されない。電
子機器１００（図１）と電子機器５００（図５）の間の複数の違いは、電子機器５００に
放熱デバイス５４０とＴＩＭ５４５を含むことである。
【００４３】
　放熱デバイス５４０は、ダイ１２０又はダイ１１０とダイ１２０の両方からの放熱のよ
うな、パッケージ１０１から放熱するように配置されうる。放熱デバイス５４０は、ヒー
トスプレッダ（例えば統合ヒートスプレッダ）又は別のタイプのサーマルソリューション
を含みうる。図５に示されるように、放熱デバイス５４０は、熱伝導材料（ＴＩＭ）５４
５によってダイ１２０の面１２２に直接に接続されうる。ＴＩＭ５４５は、さらにダイ１
２０からの放熱を改善する（例えば高める）べく、（例えばダイ１２０から放熱デバイス
５４０への）熱伝導を高めうる。
【００４４】
　（例えばパッケージ１０１の上部にある）放熱デバイス１４０に加えて、（パッケージ
１０１の下部にある）放熱デバイス５４０は、さらに、パッケージ１０１のためのサーマ
ルソリューションを改善しうる。例えば、いくつかの状況において、放熱デバイス５４０
がパッケージ１０１に含まれない場合、複数のホットスポットは、ダイ１２０に（例えば
ダイ１２０の面１２２近くの下部に）生じうる。図５に示されるように、放熱デバイス５
４０をダイ１２０に接続することで、そのような複数のホットスポットを排除又は低減し
うる。これは、さらにパッケージ１０１のサーマルソリューションを改善しうる。
【００４５】
　図６は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、図１の電子機器１００のバリ
エーションでありうる、電子機器６００の形態での装置の断面を示す。電子機器６００は
、電子機器１００（図１）のものと類似又は同一の複数の要素を含みうる。したがって、
簡潔にするために、図１と図６の間で類似の又は同一の複数の要素の説明は、図６の説明
においては繰り返されない。電子機器１００（図１）と電子機器６００（図６）との間の
複数の違いは、ダイ１２０の配置及びベース１９０の開口１９３を含む。図６に示される
ように、ダイ１２０は、基板１３０の開口１９３の内部に配置された部分を含まない（例
えば全体のダイ１２０が開口１９３の外側にある）。したがって、ダイ１２０の一部分は
、基板１３０の開口１９３のいずれの部分も塞がなくてよい。
【００４６】
　図７は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、放熱デバイス７４０を含む電
子機器７００の形態での装置の断面を示す。電子機器７００は、電子機器６００（図６）
のものと類似又は同一の複数の要素を含みうる。したがって、簡潔にするために、図６と
図７の間で類似の又は同一の複数の要素の説明は、図７の説明において繰り返されない。
電子機器６００（図６）と電子機器７００（図７）の間の複数の違いは、電子機器７００
における放熱デバイス７４０とＴＩＭ７４５の追加を含む。放熱デバイス７４０は、ダイ
１２０又はダイ１１０とダイ１２０の両方からの放熱のような、パッケージ１０１から放
熱させるように配置されうる。
【００４７】
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　図８は、本開示において説明されるいくつかの実施形態による、図６の電気装置６００
のバリエーションでありうる、電子機器８００の形態での装置の断面を示す。電子機器８
００は、電子機器６００（図６）のものと類似又は同一の複数の要素を含みうる。したが
って、簡潔にするために、図６と図８の間で類似の又は同一の複数の要素の説明は、図８
の説明において繰り返されない。電子機器６００（図６）と電子機器８００（図８）の間
の複数の違いは、ベース８９０の開口８９３の長さ８９４とダイ１２０の長さ１２４（図
２）との間の複数の違いを含む。開口８９３の長さ８９４は、ダイ１２０の長さ１２４よ
り小さくてよい。したがって、図５に示されるように、ベース８９０の開口８９３は、ダ
イ１２０の面１２２の一部分のみに直接面してよい（例えば、開口８９３は、ダイ１２０
の全面１２２には面しない）。図１において、開口１９３は、ダイ１２０の全面１２２に
直接面してよい。
【００４８】
　図９は、本開示において説明されるいくつかの実施形態による、放熱デバイス９４０を
含む電子機器９００の形態での装置の断面を示す。電子機器９００は、電子機器８００（
図８）のものと類似又は同一の複数の要素を含みうる。したがって、簡潔にするために、
図８と図９の間で類似の又は同一の複数の要素の説明は、図９の説明において繰り返され
ない。電子機器８００（図８）と電子機器９００（図９）の間の複数の違いは、電子機器
９００における放熱デバイス９４０とＴＩＭ９４５の追加を含む。放熱デバイス９４０は
、ダイ１２０又はダイ１１０とダイ１２０の両方からの放熱のような、パッケージ１０１
から放熱するように配置されうる。
【００４９】
　図１０は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、開口を有さないベース１０
９０に接続されたパッケージ１０１を含む電子機器１０００の形態での装置の断面を示す
。
【００５０】
　電子機器１０００は、電子機器１００（図１）のものと類似又は同一の複数の要素を含
みうる。したがって、簡潔にするために、図１と図１０の間で複数の類似の又は同一の要
素の説明は、図１０の説明において繰り返されない。電子機器１００（図１）と電子機器
１０００（図１０）の間の複数の違いは、ベース１９０（図１）とベース１０９０（図１
０）の複数の違いを含む。図１０に示されるように、ベース１０９０は、ダイ１２０に面
する開口を含まなくてよい。ベース１０９０に複数の開口を有さない場合、ダイ１２０は
、薄いダイを含みうる。
【００５１】
　図１１は、パッケージ１０１（図１０）から分離された後の図１０のベース１０９０を
示す。図１１のライン１０―１０は、図１０のベース１０９０の断面の位置を示す。図１
１に示されるように、ベース１０９０は、ダイ１２０（図１０）に面する一部分１１９６
に開口を含まなくてよい。
【００５２】
　図１から図１１に対しての上記説明において、電子機器１００、５００、６００、７０
０、８００、９００および１０００のそれぞれは、下部のダイ（例えばダイ１２０）に接
続された上部のダイ（例えばダイ１１０）を含みうる。
【００５３】
　しかし、いくつかの配置において、下部のダイ（例えばダイ１２０）は、ダイとは異な
る構造（例えばダイを含まない構造）によって置き換えられうる。例えば、いくつかの配
置において、インタポーザはダイ１２０と置き換わりうる。
【００５４】
　図１２は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、ダイ１１０に接続された構
造部１２２０を有するパッケージ１０１を含む電子機器１２００の形態での装置の断面を
示す。
【００５５】
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　電子機器１２００は、電子機器１００（図１）のものと類似又は同一の複数の要素を含
みうる。したがって、簡潔にするために、図１と図１２の間での複数の類似の又は同一の
要素の説明は、図１２の説明では繰り返されない。
【００５６】
　図１２に示されるように、構造部１２２０は、面１２２１及び面１２２１とは反対の面
１２２２を含む。構造部１２２０は、インタポーザ又は、ダイ１１０と他の複数のコンポ
ーネント（例えばコンポーネント１９８及び１９９）の間での通信を提供すべく、複数の
導電経路を有する別のタイプの構造部を含みうる。構造部１２２０は、複数のキャパシタ
、インダクタ、レジスタ、及び他の受動的なコンポーネントのような複数のコンポーネン
ト１２２５（例えば複数の受動的なコンポーネント）を含みうる。構造部１２２０は、ト
ランジスタのような能動的なコンポーネントを含まなくてよい。図１２は、一例として、
構造部１２２０の面１２２２上に配置される複数のコンポーネント１２２５を示す。しか
し、複数のコンポーネント１２２５のいくつかまたは全ては、構造部１２２０の内部に配
置されうる。代替例の配置において、構造部１２２０は、図１から図１１を参照した上述
のダイ１２０のような、ダイによって置き換えられてよい（又は代替的に、ダイを含んで
よい）。
【００５７】
　図１３から図１９は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、複数の電子機器
を形成する複数の方法を示す。図１３から図１９を参照して後述の複数の方法によって形
成される複数の電子機器は、図１から図１２を参照して上述した複数の電子機器（例えば
１００，５００，６００，７００，８００，９００，１０００，及び１２００）を含みう
る。
【００５８】
　図１３に示されるように、方法１３０５は、ダイ１３２０へダイ１３１０を取り付ける
ことを含みうる。ダイ１３１０及びダイ１３２０は、図１から図１１の、ダイ１１０及び
ダイ１２０にそれぞれ対応する。代替的に、図１３のダイ１３２０は、図１２の構造部１
２２０のような構造部によって置き換えられうる。図１３において、ダイ１３１０は、面
１３１１（例えばアクティブ面）及び面１３１１とは反対の面１３１２（例えば裏面）を
含む。面１３１１および１３１２は、ダイ１３１０のアクティブ面及び裏面をそれぞれ含
みうる。ダイ１３２０は、面（例えば表面）１３２１及び面１３２１とは反対の面（例え
ば表面）１３２２を含む。面１３２１および１３２２は、ダイ１３２０のアクティブ面及
び裏面をそれぞれ含みうる。ダイ１３１０の面１３１１は、その上に形成された複数の電
気接続部（例えば、複数のはんだボール、はんだバンプ、又は別のタイプの導電性の接続
部）１３５１を含みうる。図１３には不図示だが、ダイ１３２０の面１３２１は、その上
に形成され、ダイ１３１０の複数の電気接続部１３５１に結合される複数の電気接続部（
例えば複数の導電性パッド）を含みうる。ダイ１３１０の複数の電気接続部１３５１が、
ダイ１３２０の対応する複数の電気接続部に結合され、制御崩壊チップ接続（Ｃ４）を形
成しうるように、ダイ１３１０及びダイ１３２０は、（例えばフリップチップ技術によっ
て）互いに取り付けられうる。
【００５９】
　図１３において、方法１３０５でダイ１３１０をダイ１３２０に取り付けることは、ダ
イ１３１０の面１３１１がダイ１３２０の面１３２１に直接面するように、ダイ１３１０
および１３２０を向き合った位置で配置することを含みうる。ダイ１３１０をダイ１３２
０に取り付けることは、また、ダイ１３２０の面１３２１上の複数の対応する電気接続部
に直接接触させて、ダイ１３１０の複数の電気接続部１３５１を配置する（例えば位置合
わせする）ことを含みうる。その後、リフロー処理（例えばリフローハンダ付け処理）が
実行され、ダイ１３２０の複数の対応する電気接続部にダイ１３１０の複数の電気接続部
１３５１を結合しうる。
【００６０】
　図１４は、お互いに対して取り付けられた（例えば結合された）後のダイ１３１０およ
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び１３２０を含む組み合わせ（例えばスタックダイ）を示す。
【００６１】
　ダイ１３１０とダイ１３２０の間の複数の電気接続部１３５１は、複数の電気接続部１
５１（例えば図１）に対応しうる。図１４に示されるように、材料（例えばアンダーフィ
ル材料）１４６１は、ダイ１３１０とダイ１３２０の間でかつ複数の電気接続部１３５１
の周りに形成されうる。
【００６２】
　図１５は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、ダイ１３１０とダイ１３２
０の組み合わせをアセンブリ１５０２に取り付ける方法１５０５を示す。図１４のダイ１
３１０とダイ１３２０の組み合わせは、アセンブリ１５０２に取り付ける前に（図１５に
示されるように）反転されうる。
【００６３】
　アセンブリ１５０２は、放熱デバイス１５４０とＴＩＭ１５４５に接続された基板１５
３０のような複数のコンポーネントを含みうる。これらのコンポーネントは、アセンブリ
１５０２がダイ１３１０とダイ１３２０の組み合わせに取り付けられる前に予め取り付け
られうる。アセンブリ１５０２の基板１５３０は、面（例えば表面）１５３１及び面１５
３１とは反対の面（例えば表面）１５３２を含む。面１５３１は、その上に形成される複
数の電気接続部（例えば複数のはんだボール、はんだバンプ、又は別のタイプの導電性の
接続部）１５５２を含みうる。基板１５３０は、開口１５３３を含みうる。基板１５３０
は、基板１３０（例えば図１）に対応しうる。したがって、基板１５３０の開口１５３３
は、基板１３０の開口１３３に対応しうる。
【００６４】
　図１５において、方法１５０５でダイ１３１０とダイ１３２０の組み合わせをアセンブ
リ１５０２に取り付けることは、ダイ１３１０とダイ１３２０の組み合わせがアセンブリ
１５０２に取り付けられた後に、ダイ１３１０の少なくとも一部が開口１５３３の少なく
とも一部を塞ぐべく基板１５３０の開口１５３３の内部に配置されうるように、基板１５
３０の開口１５３３の直接上にダイ１３１０を配置する（例えば位置合わせする）ことを
含みうる。
【００６５】
　ダイ１３１０とダイ１３２０の組み合わせをアセンブリ１５０２に取り付けることは、
また、ダイ１３２０の面１３２１上の複数の対応する電気接続部（不図示）と直接接触さ
せた状態で、基板１５３０の複数の電気接続部１５５２を配置する（例えば位置合わせす
る）ことを含みうる。その後、リフロー処理（例えばリフローハンダ付け処理）が実行さ
れ、ダイ１３２０の面１３２１の対応する電気接続部に基板１５３０の複数の電気接続部
１３５２を結合し、ダイ１３２０と基板１５３０の間で接続（例えば制御崩壊チップ接続
）を形成しうる。
【００６６】
　図１６は、ダイ１３１０および１３２０の組み合わせがアセンブリ１５０２（図１５）
に取り付けられた（例えば結合された）後のパッケージ１６０１を示す。図１６に示され
るように、材料（例えばアンダーフィル材料）１６６２は、ダイ１３２０と基板１５３０
の間でかつ複数の電気接続部１５５２の周りに形成されうる。
【００６７】
　パッケージ１６０１は、図１から図１２を参照して上述されたパッケージ１０１（例え
ば図１）に対応しうる。図１６において、基板１５３０とダイ１３２０の間の複数の電気
接続部１５５２は、複数の電気接続部１５２（例えば図１）に対応しうる。図１６に示さ
れるように、パッケージ１６０１は、基板１５３０の面１５３１上に形成された複数の電
気接続部１６５３を含みうる。複数の電気接続部１６５３は、ダイ１３１０および１３２
０の組み合わせがアセンブリ１５０２（図１５）に取り付けられた後に形成されうる。複
数の電気接続部１６５３は、複数のはんだボール又は別のタイプの導電性の接続部を含み
うる。
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【００６８】
　複数の電気接続部１６５３は、パッケージ１６０１が、複数の他のコンポーネントに（
例えば電子機器の回路基板（例えばＰＣＢ）に）電気的に結合されることを可能にしうる
。
【００６９】
　図１７は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、図１６のパッケージ１６０
１をベース１７９０に取り付ける方法１７０５を示す。図１６のパッケージ１６０１は、
（例えば表面実装技術によって）ベース１７９０に取り付ける前に（図１７に示されるよ
うに）反転されうる。図１７に示されるように、ベース１７９０は、面（例えば表面）１
７９１及び面１７９１とは反対の面（例えば表面）１７９２を含む。ベース１７９０は、
開口１７９３を含みうる。ベース１７９０は、ベース１９０（例えば図１及び図４）に対
応しうる。したがって、ベース１７９０の開口１７９３は、ベース１９０の開口１９３に
類似又は同一でありうる。
【００７０】
　図１７において、方法１７０５でベース１７９０にパッケージ１６０１を取り付けるこ
とは、パッケージ１６０１がベース１７９０に取り付けられた後に、ダイ１３２０の少な
くとも一部が、開口１７９３の少なくとも一部を塞ぐべくベース１７９０の開口１７９３
の内部に配置されうるように、ダイ１３２０をベース１７９０の開口１７９３の直接上に
配置する（例えば位置合わせする）ことを含みうる。
【００７１】
　方法１７０５でベース１７９０にパッケージ１６０１を取り付けることは、また、ベー
ス１７９０の面１７９１上の複数の対応する電気接続部（不図示）と直接接触させた状態
で、基板１５３０の複数の電気接続部１６５３を配置する（例えば位置合わせする）こと
を含みうる。その後、リフロー処理（例えばリフローハンダ付け処理）が実行され、基板
１５３０の複数の電気接続部１６５３をベース１７９０の面１７９１上の複数の対応する
電気接続部に結合しうる。
【００７２】
　図１８は、ベース１７９０に取り付けられた（例えば結合された）後のパッケージ１６
０１を示す。基板１５３０とベース１７９０の間の複数の電気接続部１６５３は、複数の
電気接続部１５３（例えば図１）に対応しうる。
【００７３】
　図１７と図１８の方法１７０５に対しての上記説明は、ダイ１３２０の少なくとも一部
がベース１７９０（図１８）の開口１７９３の内部に配置されうるように、方法１７０５
がパッケージ１６０１をベース１７９０に取り付ける一例を示す。代替例の方法において
、ダイ１３２０の一部分が開口１７９３のいずれの部分も塞がない（例えばダイ１３２０
の全体が開口１７９３の外側にある）ように、パッケージ１６０１がベース１７９０に取
り付けられうる。そのような代替例の方法におけるダイ１３２０とベース１７９０（図１
７）の配置は、図６に示されたダイ１２０とベース１９０の配置に類似又は同一でありう
る。別の代替例の方法において、ダイ１３２０とベース１７９０（図１７）の配置が図８
に示されるダイ１２０とベース８９０の配置に類似又は同一でありうるように、ベース１
７９０の開口１７９３（図１７）は、寸法（例えば図８の長さ８９４と同様の長さ）を有
しうる。
【００７４】
　図１７と図１８の方法１７０５に対しての上記説明は、方法１７０５が開口（例えば開
口１７９３）を有するベース（例えばベース１７９０）を使用しうる一例を示す。代替例
の方法において、開口のないベースが使用されうる。そのような代替例の方法において、
ダイ１３２０と（開口のない）ベースの配置は、図１０のダイ１２０とベース１０９０の
配置に類似又は同一でありうる。
【００７５】
　図１９は、本開示で説明されるいくつかの実施形態による、図１８のパッケージ１６０
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１のダイ１３２０に放熱デバイス１９４０を取り付ける方法１９０５を示す。放熱デバイ
ス１９４０は、放熱デバイス５４０（図５）に対応しうる。図１９において、方法１９０
５は、ＴＩＭ１９４５がダイ１３２０と放熱デバイス１９４０の間に配置されるように、
ＴＩＭ１９４５をダイ１３２０に取り付けることを含みうる。ＴＩＭ１９４５は、ＴＩＭ
５４５（図５）に対応しうる。
【００７６】
　方法１９０５は、図１９に示されたものとは異なる放熱デバイスとＴＩＭを用いうる。
例えば、ダイ１３２０とベース１７９０の配置が図６のダイ１２０とベース１９０の配置
と類似又は同一である場合には、方法１９０５は、図７の放熱デバイス７４０と類似又は
同一の放熱デバイスを用いうる。他の例において、図１９のダイ１３２０とベース１７９
０の配置が、図８のダイ１２０とベース８９０の配置と類似又は同一である場合には、方
法１９０５は、図９の放熱デバイス９４０とＴＩＭ９４５とそれぞれ類似又は同一である
放熱デバイスとＴＩＭを用いうる。
【００７７】
　上記説明及び図面は、当業者にそれらを実行させるために複数の特定の実施形態を十分
に図示する。複数の他の実施形態は、構造的、論理、電気、処理、及び他の変更を組み入
れうる。いくつかの実施形態の複数の部分及び特徴は、他の実施形態のものに含まれ、又
は置き換えられうる。複数のクレームにおいて示された複数の実施形態は、これらのクレ
ームの全ての利用可能な均等物を包含する。
【００７８】
　要約は、読み手が技術的開示の特性と要旨を確認できるようにする要約を要求する３７
Ｃ．Ｆ．Ｒ．セクション１．７２（ｂ）に準拠するように提供される。クレームの範囲又
は意味を限定又は解釈するために用いられないという理解で提出される。以下のクレーム
は本開示によって、それぞれのクレームが別個の実施形態詳のようなそれ自身に基づくよ
うに、詳細な説明に組み込まれる。
　本実施形態の例を下記の各項目として示す。
［項目１］
　開口を含む基板と、
　少なくとも一部が前記開口の少なくとも一部を塞ぐ第１のダイと、
　前記第１のダイと前記基板とに接続された第２のダイとを備える
　装置。
［項目２］
　前記第１のダイと前記第２のダイとに直接接続された複数の第１の電気接続部をさらに
備える
　項目１に記載の装置。
［項目３］
　前記複数の第１の電気接続部は、前記第１のダイの一方の面に直接接触し、前記第２の
ダイの一方の面に直接接触するハンダを含む
　項目２に記載の装置。
［項目４］
　前記第２のダイは、第１の面と前記第１の面とは反対の第２の面とを含み、前記複数の
第１の電気接続部は、前記第２のダイの前記第１の面上に配置され、前記第２のダイは、
前記第２のダイの前記第２の面上に電気接続部を含まない
　項目２又は３に記載の装置。
［項目５］
　前記第１のダイと前記第２のダイとに直接接続された複数の第１の電気接続部と、
　前記第２のダイと前記基板とに直接接続された複数の第２の電気接続部とをさらに備え
る
　項目１に記載の装置。
［項目６］
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　前記複数の第１及び第２の電気接続部は、前記第２のダイの同じ面上に配置される
　項目５に記載の装置。
［項目７］
　前記第１のダイに接続された放熱デバイスをさらに備え、
　前記第１のダイは、第１の面及び前記第１の面とは反対の第２の面を含み、前記第２の
ダイは、前記第１のダイの前記第１の面上に配置され、前記放熱デバイスは、前記第１の
ダイの前記第２の面上に配置される
　項目１に記載の装置。
［項目８］
　開口を含むベースをさらに備え、
　前記第２のダイの少なくとも一部は、前記ベースの前記開口の少なくとも一部を塞ぐ
　項目７に記載の装置。
［項目９］
　前記ベースの前記開口は、前記第２のダイの長さより長い
　項目８に記載の装置。
［項目１０］
　追加の放熱デバイスをさらに備え、
　前記追加の放熱デバイスは、前記ベースの前記開口を通じて前記第２のダイに接続され
る
　項目８又は９に記載の装置。
［項目１１］
　ベースと、
　前記第２のダイと前記基板とに直接接続された複数の電気接続部と、
　前記基板と前記ベースとに直接接続された追加の複数の電気接続部とをさらに備え、
　前記複数の電気接続部と前記追加の複数の電気接続部とは、前記基板の同一の面上に配
置される
　項目１に記載の装置。
［項目１２］
　前記基板は、ボールグリッドアレイパッケージの一部である
　項目１から１１のいずれか１項に記載の装置。
［項目１３］
　ベースと、
　前記ベースに接続された、開口を含む基板と
　少なくとも一部が前記開口の少なくとも一部を塞ぐダイと、
　複数の第１の電気接続部を介して前記ダイに接続され、複数の第２の電気接続部を介し
て前記基板に接続された構造部とを備える
　装置。
［項目１４］
　前記複数の第１の電気接続部と前記複数の第２の電気接続部は、前記構造部の同一の面
上に配置される
　項目１３に記載の装置。
［項目１５］
　前記基板と前記ベースとに接続された複数の第３の電気接続部をさらに備え、
　前記複数の第２の電気接続部と前記複数の第３の電気接続部は、前記基板の同一の面上
に配置される
　項目１３又は１４に記載の装置。
［項目１６］
　前記ダイに接続された放熱デバイスをさらに備え、
　前記ダイは、第１の面及び前記第１の面とは反対の第２の面を含み、前記複数の第１の
電気接続部は、前記ダイの前記第１の面上に配置され、前記放熱デバイスは、前記ダイの
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　項目１３から１５のいずれか１項に記載の装置。
［項目１７］
　前記ベースは開口を含み、前記構造部の少なくとも一部は、前記ベースの前記開口の少
なくとも一部を塞ぐ
　項目１６に記載の装置。
［項目１８］
　前記ベースの前記開口を通じて前記構造部に接続された追加の放熱デバイスをさらに備
える
　項目１７に記載の装置。
［項目１９］
　前記ベースは、プリント回路基板を含む
　項目１３から１８のいずれか１項に記載の装置。
［項目２０］
　前記構造部は、インタポーザを含む
　項目１９に記載の装置。
［項目２１］
　前記構造部は、追加のダイを含む
　項目１９又は２０に記載の装置。
［項目２２］
　前記ダイと構造部との少なくとも一方は、プロセッサを含む
　項目１９から２１のいずれか１項に記載の装置。
［項目２３］
　第１のダイと第２のダイとの組み合わせをアセンブリに取り付ける段階を備える方法で
あって、
　前記第１のダイの少なくとも一部が前記アセンブリの基板の開口の少なくとも一部を塞
ぐように前記取り付けを行い、
　前記第１のダイと前記第２のダイは、複数の第１の電気接続部によってお互いに接続さ
れ、
　前記第２のダイは、複数の第２の電気接続部を介して、前記複数の第１の電気接続部と
前記複数の第２の電気接続部とが前記第２のダイの同一の面上に配置されるように、前記
基板に取り付けられる
　方法。
［項目２４］
　前記第１のダイと前記第２のダイとの前記組み合わせを前記アセンブリに取り付ける段
階は、前記第１のダイが前記基板の前記開口内の熱伝導材料を通じて前記アセンブリの放
熱デバイスに接続されるように実行される
　項目２３に記載の方法。
［項目２５］
　前記基板をベースに取り付ける段階をさらに備える
　項目２４に記載の方法。
［項目２６］
　前記ベースの開口を通じて前記第２のダイに追加の放熱デバイスを取り付ける段階をさ
らに備える
　項目２５に記載の方法。
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