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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の第１面に無機材料からなる第１の絶縁膜を介して形成された電極パッドを
有し、上記電極パッドと上記半導体基板の第２面に存在する外部接続用端子とを接続する
貫通電極を有する半導体装置の製造方法において、
　第１面に上記第１の絶縁膜と上記電極パッドとが形成された上記半導体基板に対し、そ
の第２面に無機材料からなる第２の絶縁膜を形成し、上記電極パッドの直下にて上記第２
の絶縁膜を開口する第１の工程と、
　上記第２の絶縁膜をマスクとして、上記半導体基板に第１の絶縁膜に達する貫通孔を、
第２の絶縁膜の開口縁よりも該貫通孔を後退させるように形成する第２の工程と、
　上記貫通孔の内壁に有機材料からなる第３の絶縁膜を、当該第３の絶縁膜の内周面と上
記第２の絶縁膜の開口縁とが、上記半導体基板の第２面側から見て一致するように形成す
る第３の工程と、
　上記第２の絶縁膜をマスクとして、上記第１の絶縁膜をエッチングし、上記電極パッド
裏面を上記半導体基板の第２面側に露出させる第４の工程と、
　上記貫通孔内で上記貫通電極となると共に、上記電極パッドと上記外部接続用端子とを
接続する導電部を形成する第５の工程とを含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　上記第２の工程においては、第２の絶縁膜をマスクに半導体基板を異方性エッチングし
、さらに、半導体基板を等方性エッチングすることで、上記貫通孔を第２の絶縁膜の開口



(2) JP 4246132 B2 2009.4.2

10

20

30

40

50

縁よりも後退させるように形成することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項３】
　上記第２の工程においては、第２の絶縁膜をマスクに半導体基板をウエットエッチング
することで、上記貫通孔を第２の絶縁膜の開口縁よりも後退させるように形成することを
特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　上記第２の絶縁膜は、上記第２の工程における半導体基板のエッチング時に対し、マス
ク効果のあるエッチング選択比を有することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項５】
　上記第３の工程においては、半導体基板を陰極とする電着により上記第３の絶縁膜を形
成することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　上記第３の工程においては、印刷法によって有機絶縁材料を上記貫通孔に埋め込み、さ
らに、第２の絶縁膜をマスクとして異方性エッチングを行うことによって上記第３の絶縁
膜を形成することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　上記第３の工程においては、真空印刷法により有機絶縁材料を上記貫通孔に埋め込むこ
とを特徴とする請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　上記第３の絶縁膜がポリイミドあるいはエポキシであることを特徴とする請求項５また
は６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　半導体基板の第１面に無機材料からなる第１の絶縁膜を介して形成された電極パッドを
有し、上記電極パッドと上記半導体基板の第２面に存在する外部接続用端子とを接続する
貫通電極を有する半導体装置において、
　第１面に上記第１の絶縁膜と上記電極パッドとが形成された上記半導体基板に対し、上
記電極パッドの直下にて、上記半導体基板に貫通孔が形成されており、上記半導体基板の
第２面には無機材料からなる第２の絶縁膜が形成されており、上記貫通孔の内壁には有機
材料からなる第３の絶縁膜が形成されていると共に、
　上記第２の絶縁膜の開口縁と上記第３の絶縁膜の内周面とは、半導体基板の第２面側か
ら見て一致するように形成されることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　上記請求項９に記載の半導体装置を複数個積層してなることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　上記半導体基板の破損を防止するための補強板が、上記半導体基板の第１面側に接着層
を介して貼り合わされていることを特徴とする請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　上記半導体装置は、上記補強板が光透過性部材であり、上記半導体基板と上記補強板と
の間にはＣＣＤセンサが配置された固体撮像素子であることを特徴とする請求項１１に記
載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法に関し、特に、半導体基板に貫通電極を形成
するための貫通孔形成プロセスを含む、半導体装置およびその半導体装置の製造方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、ますます半導体装置の小型・薄型化の要求が高まっている。さらに、複数の半導
体装置を積層することで実装密度を高める手法が広く行なわれるようになってきている。
このような要求に応えるものとして、半導体装置の表面に形成された電極パッドから、半
導体基板を貫通し、半導体装置裏面にまで接続された貫通電極の形成技術が注目されてい
る。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、半導体基板の裏面から半導体基板表面に形成された電極まで
達する貫通孔を形成し、この貫通孔内壁を絶縁膜で覆った後、孔内部に金属を充填するこ
とで貫通電極を形成している。この貫通電極は、半導体基板裏面に突出するバンプを形成
している。また、このようにして作製した貫通電極を有する半導体チップを複数積層する
ことで高密度化をはかったマルチチップモジュールが開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、貫通電極を有するＢＧＡ（Ball Grid Array）型の半導体装置
の製造方法が開示されている。特許文献２では、半導体基板の裏面から半導体基板表面に
形成された電極まで達する貫通孔を形成し、この貫通孔内壁および電極裏面にＣＶＤにて
酸化膜を形成した後、異方性エッチングによって電極裏面に付着した酸化膜のみをエッチ
ングし、側壁の酸化膜は残すようにしている。その後、孔内部に金属層を形成し、半導体
基板の表裏を接続する貫通電極を形成している。
【特許文献１】特許第３１８６９４１号公報（公開日平成８年８月２０日）
【特許文献２】特開２００３－３０９２２１号公報（公開日平成１５年１０月３１日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の貫通電極形成技術においては次のような問題がある。これを
説明するために、先ずは、貫通電極が設けられた半導体装置の構成例を図１１に示す。
【０００６】
　図１１は、貫通電極を備えた半導体装置の電極部付近の断面構造図である。通常、半導
体基板１０１の第１面（基板おもて面に相当する）には第１の絶縁膜１０２が形成されて
おり、その上に多層構造の金属配線層が形成されている。金属配線層には半導体チップの
信号入出力を行うための電極パッド１０３が形成されており、貫通電極はこの電極パッド
１０３の領域に形成される。さらに金属配線層の上に、酸化膜や窒化膜からなる保護膜１
０４が形成されている。
【０００７】
　半導体基板１０１において、電極パッド１０３直下には貫通孔が形成され、該貫通孔内
壁と半導体基板１０１の第２面（基板裏面に相当する）とを覆うように第２の絶縁膜１０
５が形成されている。また、貫通孔の内壁から半導体基板１０１の第２面にかけて導体層
１０６が形成され、貫通孔内壁の導体層１０６が貫通電極の機能を有する。半導体基板１
０１の第２面における導体層１０６は、外部入出力端子１０７と接続され、半導体基板１
０１の第２面は、保護膜１０８によって外部入出力端子１０７形成部のみが開口される。
これにより、半導体基板１０１の第１面に存在する電極パッド１０３と、第２面に存在す
る外部入出力端子１０７とが導体層１０６によって導通する。
【０００８】
　図１１に示す構成の半導体装置を作成するにあたって、第２の絶縁膜１０５は、第１の
絶縁膜１０２、電極パッド１０３、および保護膜１０４が形成された状態の半導体基板１
０１に対して、第２面側から、例えばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法などによ
って形成される。
【０００９】
　しかしながら、この場合、図１２（ａ）に示すように、第２の絶縁膜１０５は、上記貫
通電極によって導通を取るべき電極パッド１０３の裏面にまで形成されてしまう。このた
め、導体層１０６の形成前に、図１２（ｂ）に示すように、貫通孔内壁に形成された第２
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の絶縁膜１０５を残し、電極パッド１０３裏面に形成された第２の絶縁膜１０５のみを除
去する必要がある。ここで、電極パッド１０３裏面に形成された第２の絶縁膜１０５を除
去する手法はいくつか考えられる。
【００１０】
　第１の手法としては、半導体基板の裏面にレジストを塗布した後、貫通孔内部のレジス
トをフォト工程にて開口し、ドライエッチングによって電極パッド裏面の絶縁膜をエッチ
ング除去することが考えられる。
【００１１】
　第２の手法としては、異方性のドライエッチングを用いることにより、貫通孔側壁の絶
縁膜をエッチングせずに、電極裏面の絶縁膜のみをエッチングすることが考えられる。特
許文献１ではこの第２の手法が用いられている。
【００１２】
　しかしながら、上記第１の手法では、貫通孔の開いた半導体基板の裏面にレジストを均
一に塗布する際、貫通孔内部にまで均一にレジストを埋め込むことが困難である。特に、
貫通電極が微細になればなるほど、貫通孔内部にレジストを埋め込み、かつ、貫通孔内部
のレジストを現像により開口させることは極めて困難となる。
【００１３】
　通常、半導体装置の電極は、１００μｍ角程度かそれ以下のものが多い。半導体基板と
して例えばＳｉウエハを用いる場合、その厚みは様々であるが、１００～７００μｍ程度
で取り扱われることが多い。例えば、７０μｍ角の貫通孔を１００μｍ厚のＳｉウエハに
形成した場合、この微細孔の内部にレジストを均一に塗布することは困難である。さらに
電極が微細化し、φ１０μｍで深さ５０μｍ程度の孔ともなると、さらに困難を極めるこ
とになる。
【００１４】
　また、上記微細な貫通孔内部にレジストを均一に埋め込むことができたとしても、この
アスペクト比の孔では、孔内に入った現像液の循環が生じにくいため、上記レジストを現
像することによって開口させることは難しい。
【００１５】
　また、第２の手法を用いた場合には、第１の手法に比較すると、電極パッド裏面の絶縁
膜を開口することが容易に行えると考えられる。
【００１６】
　しかしながら、上記貫通孔内にＣＶＤ法で酸化膜を成膜することで上記第２の絶縁膜を
形成する場合、半導体基板裏面における絶縁膜の膜厚に比べ、貫通孔内壁における絶縁膜
の膜厚の方が薄くなる。また、異方性エッチングにより電極パッド裏面の絶縁膜をエッチ
ングする際、孔の底部にある電極パッド裏面の絶縁膜に比べて半導体基板裏面の絶縁膜の
エッチングレートの方が早く、半導体基板裏面の絶縁膜までもがエッチングされてしまう
。また、異方性とはいえ、貫通孔内壁における絶縁膜がエッチングにより減少することも
避けられない。
【００１７】
　特に、第２の絶縁膜のエッチングの後工程において、貫通孔内部に導体を形成するため
の金属膜を形成する工程、あるいは貫通孔内部に導体を埋め込む工程を容易にするために
は、半導体基板に形成する貫通孔をテーパー形状にする必要がある。しかしながら、上記
貫通孔をテーパー形状とする場合、貫通孔内壁に形成された第２の絶縁膜が、よりエッチ
ングによって減少することになってしまう。
【００１８】
　したがって、上記第２の手法では、貫通孔内壁に形成されるべき第２の絶縁膜が薄くな
ったり、場合によっては消失してしまうなどの恐れがあり、貫通電極における信頼性の低
下を招いてしまう。
【００１９】
　半導体基板裏面の絶縁膜減少による信頼性の低下を回避するには、半導体基板裏面にあ
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らかじめ厚めの絶縁膜を形成しておくか、あるいは、電極パッド裏面の絶縁膜をエッチン
グ除去した後に、再度、半導体基板裏面の絶縁膜形成が必要となるが、これらの場合には
製造コストが高くなるといった欠点がある。また、これらの手法は、貫通孔内壁に形成さ
れた第２の絶縁膜の減少による信頼性の低下に対しては有効ではない。
【００２０】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、信頼性の高い貫通
電極を、容易に低コストで形成することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、上記課題を解決するために、半導体基板の第１
面に無機材料からなる第１の絶縁膜を介して形成された電極パッドを有し、上記電極パッ
ドと上記半導体基板の第２面に存在する外部接続用端子とを接続する貫通電極を有する半
導体装置の製造方法において、第１面に上記第１の絶縁膜と上記電極パッドとが形成され
た上記半導体基板に対し、その第２面に無機材料からなる第２の絶縁膜を形成し、上記電
極パッドの直下にて上記第２の絶縁膜を開口する第１の工程と、上記第２の絶縁膜をマス
クとして、上記半導体基板に第１の絶縁膜に達する貫通孔を、第２の絶縁膜の開口縁より
も該貫通孔を後退させるように形成する第２の工程と、上記貫通孔の内壁に有機材料から
なる第３の絶縁膜を形成する第３の工程と、上記第２の絶縁膜をマスクとして、上記第１
の絶縁膜をエッチングし、上記電極パッド裏面を上記半導体基板の第２面側に露出させる
第４の工程と、上記貫通孔内で上記貫通電極となると共に、上記電極パッドと上記外部接
続用端子とを接続する導電部を形成する第５の工程とを含むことを特徴としている。
【００２２】
　上記の構成によれば、第１面に形成される電極パッドと第２面に形成される外部接続用
端子とを導通させるための導電部は、第１ないし第３の絶縁膜によって半導体基板との絶
縁性が確保される。
【００２３】
　上記第３の絶縁膜は、上記第１および第２の工程によって形成される上記貫通孔の内壁
に形成されるが、上記貫通孔は、第２の絶縁膜をマスクとして第２の絶縁膜の開口縁より
も該貫通孔を後退させるようにして形成される（上記貫通孔に対して、第２の絶縁膜がひ
さしを形成する）。このため、上記第３の工程において、上記第３の絶縁膜は、第２の絶
縁膜のひさし下において形成することができる。
【００２４】
　そして、上記第４の工程においては、上記第２の絶縁膜をマスクとして上記第１の絶縁
膜をエッチングし、上記電極パッド裏面を上記半導体基板の第２面側に露出させる際に、
従来技術で問題となっていた、電極パッド裏面に形成されてしまう絶縁膜を除去するため
の、微細な孔内部へのレジスト塗布・現像などのフォト工程は不要となり、コストアップ
要因となる複数回のＣＶＤなどの真空プロセスも不要となる。
【００２５】
　また、上記第１および第２の絶縁膜は無機材料であり、上記第３の絶縁膜は有機材料で
あることから、上記第４の工程における第１の絶縁膜のエッチングの際に、貫通孔内壁に
形成されている第３の絶縁膜の減少を防ぐことができるため、高い信頼性を確保できる。
【００２６】
　さらに、上記第３の絶縁膜は有機材料を用いることで、半導体基板と貫通孔内部に形成
される導電部との熱膨張の差による応力を吸収し、貫通電極の破損を防止することが可能
となる。
【００２７】
　また、上記半導体装置の製造方法では、上記第２の工程において、第２の絶縁膜をマス
クに半導体基板を異方性エッチングし、さらに、半導体基板を等方性エッチングすること
で、上記貫通孔を第２の絶縁膜の開口縁よりも後退させるように形成することができる。
【００２８】
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　また、上記半導体装置の製造方法では、上記第２の工程においては、第２の絶縁膜をマ
スクに半導体基板をウエットエッチングすることで、上記貫通孔を第２の絶縁膜の開口縁
よりも後退させるように形成することができる。
【００２９】
　また、上記半導体装置の製造方法では、上記第２の絶縁膜は、上記第２の工程における
半導体基板のエッチング時に対し、マスク効果のあるエッチング選択比を有することが好
ましい。
【００３０】
　また、上記半導体装置の製造方法では、上記第３の工程においては、半導体基板を陰極
とする電着により上記第３の絶縁膜を形成することができる。
【００３１】
　上記の構成によれば、上記第３の絶縁膜の形成において、半導体基板を陰極とする電着
を使用することで、上記第３の絶縁膜は、半導体基板の表面（すなわち、上記半導体基板
に形成された貫通孔の内壁）にのみ形成され、電極パッドの裏面には第３の絶縁膜が形成
されない。したがって、電極パッド裏面に形成された第３の絶縁膜を除去する工程が不要
となり、信頼性の高い貫通電極の形成が可能となると共に、製造コストを低減できる。
【００３２】
　また、上記半導体装置の製造方法では、上記第３の工程においては、印刷法によって有
機絶縁材料を上記貫通孔に埋め込み、さらに、第２の絶縁膜をマスクとして異方性エッチ
ングを行うことによって上記第３の絶縁膜を形成することができる。
【００３３】
　また、上記半導体装置の製造方法では、上記第３の工程においては、真空印刷法により
有機絶縁材料を上記貫通孔に埋め込むことが好ましい。
【００３４】
　また、上記半導体装置の製造方法では、上記第３の絶縁膜がポリイミドあるいはエポキ
シであることが好ましい。
【００３５】
　また、本発明に係る半導体装置の製造方法は、上記課題を解決するために、半導体基板
の第１面に無機材料からなる第１の絶縁膜を介して形成された電極パッドを有し、上記電
極パッドと上記半導体基板の第２面に存在する外部接続用端子とを接続する貫通電極を有
する半導体装置において、第１面に上記第１の絶縁膜と上記電極パッドとが形成された上
記半導体基板に対し、上記電極パッドの直下にて、上記半導体基板に貫通孔が形成されて
おり、上記半導体基板の第２面には第２の絶縁膜が形成されており、上記貫通孔の内壁に
は第３の絶縁膜が形成されていると共に、上記第２の絶縁膜の開口縁と上記第３の絶縁膜
の内周面とは、半導体基板の第２面側から見て一致するように形成されることを特徴とし
ている。
【００３６】
　上記の構成によれば、上記第２の絶縁膜の開口縁と上記第３の絶縁膜の内周面とは、半
導体基板の第２面側から見て一致するように形成されるため、電極パッド裏面に形成され
てしまう第１の絶縁膜を除去するためエッチングにおいて、上記第２の絶縁膜をマスクと
することができ、従来技術で問題となっていた、微細な孔内部へのレジスト塗布・現像な
どのフォト工程は不要となり、コストアップ要因となる複数回のＣＶＤなどの真空プロセ
スも不要となる。
【００３７】
　また、上記半導体装置は、これを複数個積層して配置することができる。
【００３８】
　また、上記半導体装置では、上記半導体基板の破損を防止するための補強板が、上記半
導体基板の第１面側に接着層を介して貼り合わされている構成とすることができる。
【００３９】
　また、上記半導体装置では、上記半導体装置は、上記補強板が光透過性部材であり、上
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記半導体基板と上記補強板との間にはＣＣＤセンサが配置された固体撮像素子である構成
とすることができる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、以上のように、第１面に上記第１の絶縁膜と上
記電極パッドとが形成された上記半導体基板に対し、その第２面に無機材料からなる第２
の絶縁膜を形成し、上記電極パッドの直下にて上記第２の絶縁膜を開口する第１の工程と
、上記第２の絶縁膜をマスクとして、上記半導体基板に第１の絶縁膜に達する貫通孔を、
第２の絶縁膜の開口縁よりも該貫通孔を後退させるように形成する第２の工程と、上記貫
通孔の内壁に有機材料からなる第３の絶縁膜を形成する第３の工程と、上記第２の絶縁膜
をマスクとして、上記第１の絶縁膜をエッチングし、上記電極パッド裏面を上記半導体基
板の第２面側に露出させる第４の工程と、上記貫通孔内で上記貫通電極となると共に、上
記電極パッドと上記外部接続用端子とを接続する導電部を形成する第５の工程とを含む構
成である。
【００４１】
　上記第３の絶縁膜は、上記貫通孔の内壁に形成されるが、上記貫通孔は、第２の絶縁膜
をマスクとして第２の絶縁膜の開口縁よりも該貫通孔を後退させるようにして形成される
（上記貫通孔に対して、第２の絶縁膜がひさしを形成する）ため、上記第３の絶縁膜は、
第２の絶縁膜のひさし下において形成することができる。
【００４２】
　そして、上記第２の絶縁膜をマスクとして上記第１の絶縁膜をエッチングし、上記電極
パッド裏面を上記半導体基板の第２面側に露出させる際に、微細な孔内部へのレジスト塗
布・現像などのフォト工程は不要となり、コストアップ要因となる複数回のＣＶＤなどの
真空プロセスも不要となるといった効果を奏する。
【００４３】
　また、上記第１および第２の絶縁膜は無機材料であり、上記第３の絶縁膜は有機材料で
あることから、上記第４の工程における第１の絶縁膜のエッチングの際に、貫通孔内壁に
形成されている第３の絶縁膜の減少を防ぐことができるため、高い信頼性を確保できる。
【００４４】
　さらに、上記第３の絶縁膜は有機材料を用いることで、半導体基板と貫通孔内部に形成
される導電部との熱膨張の差による応力を吸収し、貫通電極の破損を防止することが可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　本発明の一実施形態について図１ないし図１０に基づいて説明すると以下の通りである
。先ずは、本実施の形態に係る半導体装置において、貫通電極を備えた半導体装置の電極
部付近の断面構造を図１に示す。
【００４６】
　図１に示す半導体装置では、半導体基板（例えばＳｉウエハ）１の第１面（基板おもて
面に相当する）に、第１の絶縁膜２を介して、その上に単層もしくは多層構造（通常は多
層構造）の金属配線層が形成されている。この金属配線層上の所定の端子には図示しない
半導体素子が接続されており、この半導体素子の信号入出力を行うための電極パッド３が
形成されている。図１においては、上記金属配線層において電極パッド３のみを記載して
いる。さらに金属配線層の上には、酸化膜や窒化膜からなる保護膜４が形成されている。
尚、半導体基板１としては、Ｓｉ以外の半導体基板、例えばＧａＡｓなども使用可能であ
る。また、第１の絶縁膜２は無機材料にて形成され、例えば、Ｓｉ酸化膜等の酸化膜を用
いることができる。
【００４７】
　上記半導体装置において、貫通電極は電極パッド３の領域に形成される。このため、半
導体基板１において、電極パッド３直下に貫通孔が形成される。そして、この貫通孔内壁
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を覆うように第３の絶縁膜６が形成され、半導体基板１の第２面（基板裏面に相当する）
を覆うように第２の絶縁膜５が形成される。第２の絶縁膜５は、第１の絶縁膜２と同様に
無機材料にて形成され、例えば、Ｓｉ酸化膜等の酸化膜やＳｉＮ等を用いることができる
。また、第３の絶縁膜６は有機材料にて形成される。
【００４８】
　貫通孔の内壁から半導体基板１の第２面にかけては導体部７が形成され、貫通孔内壁の
導体部７が貫通電極としての機能を有する。このとき、電極パッド３および導体部７は、
第１の絶縁膜２、第２の絶縁膜５、および第３の絶縁膜６によって、半導体基板１に対す
る絶縁性が保たれる。
【００４９】
　半導体基板１の第２面における導体部７は、外部入出力端子８と接続され、半導体基板
１の第２面は、保護膜９によって外部入出力端子８の形成部のみが開口される。これによ
り、半導体基板１の第１面に存在する電極パッド３と、第２面に存在する外部入出力端子
８とが導体部７によって導通する。
【００５０】
　上記図１に示す半導体装置において、貫通電極の形成プロセスを図２（ａ）～（ｄ）、
および図３（ａ）～（ｄ）を参照して以下に説明する。
【００５１】
　図２（ａ）は、半導体基板１の電極パッド３部分の断面構造を示した模式図であり、半
導体ウエハ１の第１面において、第１の絶縁膜２、電極パッド３を含む金属配線層、およ
び保護膜４までが形成された状態を示している。
【００５２】
　図２（ａ）の状態において、半導体基板１は裏面研磨により所定の厚みに研削されてい
る。これは、後工程で半導体基板１に貫通孔を形成する際、半導体基板１の厚みが大きい
と（貫通孔が深いと）エッチング時間が長くなりコストアップとなることや、孔の形状を
コントロールすることが困難となるためである。すなわち、半導体基板１の基板厚をある
程度薄くすることで、エッチング深さを浅くしている。また逆に、半導体基板１をあまり
に薄くしすぎると、後工程での取り扱いが難しくなり、破損の危険性が高まることや、反
りが発生してしまうため、本実施の形態では半導体基板１の厚みは３００μｍとした。
【００５３】
　次に、半導体基板１の裏面研磨面（第２面）に、ＣＶＤ法によって酸化膜を２μｍ形成
し、第２の絶縁膜５とする。第２の絶縁膜５は、後工程において、第１の絶縁膜２をエッ
チングするためのマスクとするため、第１の絶縁膜２の厚みより厚くしておく必要がある
。また、第２の絶縁膜５上にレジスト１１を塗布し、第１面の電極パッド３に対応した位
置を開口するようにレジスト１１の露光・現像を行う。これにより、レジスト１１は、第
２の絶縁膜５をドライエッチングする際のマスクとなる。この状態までが図２（ａ）に示
される。
【００５４】
　次に、図２（ｂ）に示すように、レジスト１１をマスクとして第２の絶縁膜５をドライ
エッチングし、第２の絶縁膜５を開口する。
【００５５】
　さらに、図２（ｃ）に示すように、レジスト１１を除去した後、第２の絶縁膜５をマス
クにしてＲＩＥにより半導体基板１であるＳｉのエッチングを行う。半導体基板１のエッ
チングは、電極パッド３直下の第１の絶縁膜２が露出するとエッチングの進行が止まる。
この時、半導体基板１のエッチングに異方性エッチングであるＲＩＥを用いているが、エ
ッチング条件のコントロールによって、第２の絶縁膜５の開口縁より半導体基板１を後退
させるようにエッチングすることが可能である。
【００５６】
　上記エッチングにおいて、第２の絶縁膜５の開口縁より半導体基板１を後退させる手法
としては次のような方法がある。
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【００５７】
　例えば、図４（ａ）に示すように第１の絶縁膜２が露出するまではＲＩＥなどの異方性
エッチングにより半導体基板１をエッチングし、さらに、図４（ｂ）に示すように等方性
エッチングによって第２の絶縁膜５の開口縁より半導体基板１を後退させることが可能で
ある。
【００５８】
　また、図５に示すように、第２の絶縁膜５をマスクに、ＴＭＡＨなどの薬液を用いたウ
エットエッチングによってテーパー形状の貫通孔を形成し、この貫通孔において第２の絶
縁膜５の開口縁より半導体基板１を後退させることも可能である。
【００５９】
　また、これらの手法を組み合わせ、ＲＩＥなどの異方性エッチングにより第１の絶縁膜
２が露出するまで半導体基板１をエッチングした後、ウエットエッチングにより半導体基
板１を後退させることも可能である。
【００６０】
　半導体基板１に貫通孔が形成されると、次に図２（ｄ）に示すように、半導体基板１で
あるＳｉを陰極として電着を実施し、電着レジスト６’を貫通孔内壁のＳｉ露出部分に形
成する。上記電着レジストの材料としては、ポリイミドまたはエポキシ等が利用可能であ
る。尚、この時、半導体基板１と電気的に接続されている電極パッド３が電着液に対して
露出していると、その部分にまで電着レジストが形成されてしまう。このため、半導体基
板１表面をあらかじめ別のレジストや保護フィルムで覆っておくか、半導体基板１表面が
電着液に触れない構造の装置を用いる必要がある。
【００６１】
　上記電着レジスト６’は導電性を有する部分、すなわち、陰極である半導体基板１露出
面のみに形成される。このため、上記電着レジスト６’は、半導体基板１の貫通孔の内壁
に析出し、電極パッド３直下の第１の絶縁膜２裏面には析出しない。但し、実際には、図
２（ｄ）に示すように半導体基板１の第２面にも多少成長する場合もある。
【００６２】
　ここでは、市販の電着レジスト溶液を用いて、所定の膜厚まで電着を行った後、洗浄、
硬化を行うことで図２（ｄ）に示す状態が得られる。この時、電着レジストのピンホール
や貫通孔の肩口で膜厚が薄くなることなどを考慮し、１５μｍ程度の膜厚まで電着を実施
するとよい。
【００６３】
　尚、半導体基板１に形成された貫通孔内壁において絶縁膜を形成するには、酸化膜など
の無機材料をＣＶＤなどにより形成することも可能ではある。しかしながら、１０μｍ以
上の無機絶縁膜を形成するのは時間がかかりコストアップになるばかりでなく、該絶縁膜
にクラックが入ったり、該絶縁膜が剥離したりするなどの問題が出てくる。上述のように
、電着による有機膜によって貫通孔内壁に絶縁膜を形成するのであれば、容易に厚膜の形
成が可能である。また、電着レジスト６’は、陰極である半導体基板１の露出面のみに形
成されるため、特別なパターンニングなどの処理は必要でなく、容易に半導体基板１貫通
孔の内壁絶縁が可能である。
【００６４】
　次に、図３（ａ）に示すように、電着レジスト６’に対して第２の絶縁膜５をマスクと
した異方性ドライエッチングを行い、半導体基板１の貫通孔内壁面のみに第３の絶縁膜６
を得る。すなわち、図２（ｄ）の状態では、第２の絶縁膜５の開口縁より半導体基板１が
後退しているため、第２の絶縁膜５のひさしが形成され、このひさし部分がマスクとなっ
て、貫通孔内壁に形成された第３の絶縁膜６はエッチングされることなく留まることが可
能である。この異方性ドライエッチングにより、第２の絶縁膜５の開口縁と第３の絶縁膜
６の内周面とが、半導体基板１の第２面側から見て一致するように形成される。
【００６５】
　第３の絶縁膜６は電着により形成されているため、このようなひさしがあっても容易に
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形成が可能であり、従来の無機材料をＣＶＤなどにより形成した場合に問題であった、ひ
さしの下部で膜厚が薄くなったり、カバレジが悪く絶縁不良を起こすなどの欠陥は発生し
ない。また、この時、貫通孔内に露出している第１の絶縁膜２上、あるいは第２の絶縁膜
５上に若干の電着レジスト６’が付着していたとしても、第２の絶縁膜５をマスクとする
上記異方性エッチング時において、これらを除去することが可能である。
【００６６】
　尚、上記説明では、電着レジスト６’を厚めに形成し、さらに異方性ドライエッチング
を行うことによって第３の絶縁膜６を形成している。しかしながら、電着を行う条件を適
切に制御すれば、電着のみによって第３の絶縁膜６を図３（ａ）に示すような理想的な形
状に形成することも可能であり、この場合、余分な電着レジスト６’を除去するための異
方性ドライエッチングを省略することも可能である。
【００６７】
　次に、図３（ｂ）に示すように、第２の絶縁膜５をマスクとして、電極パッド３直下の
第１の絶縁膜２をドライエッチングし、電極パッド３の裏面を露出させる。この時、第２
の絶縁膜５をマスクとして電極パッド３裏面の第１の絶縁膜２をエッチングするため、新
たに特別なマスク形成などの処理は全く不要である。つまり、貫通孔の形成された半導体
基板１にレジストを塗布し、パターニングしたり、複数回のＣＶＤによる絶縁膜形成など
の処理は不要であり、アライメントなどの作業がまったく入らないため、非常に容易に電
極パッド３を開口させることが可能である。
【００６８】
　また、無機材料からなる第１の絶縁膜２と有機材料からなる第３の絶縁膜６との選択比
は大きく取ることが可能であり、また、第１の絶縁膜２に比べて第３の絶縁膜６の厚みを
十分に大きく形成することも可能である。このため、第１の絶縁膜２をエッチングする際
に、第３の絶縁膜６がこのエッチングにより薄くなったり消失したり、あるいはピンホー
ルが発生するなどの危険性がなく、信頼性の高い貫通孔内壁の絶縁が可能となる。
【００６９】
　次に、図３（ｃ）に示すように、半導体基板１裏面から電解メッキのためのシードメタ
ル層７ａをＣＶＤにより形成する。このシードメタル層７ａの形成においては、もちろん
スパッタなど、ＣＶＤ以外の手法を用いても良い。ここでは、貫通孔内部にまでシードメ
タル層７ａを形成する必要があり、かつこの孔が深いため、狭い空間にまで良好に膜形成
が可能なＣＶＤ法を選択している。上記シードメタル層７ａとしては、例えば、ＴｉＮを
０．１μｍ、Ｃｕを０．５μｍ形成する。
【００７０】
　次に、電極パッド３裏面と後に形成される外部入出力端子８とを電気的に接続する再配
線パターンとなる導電層７ｂを、上記シードメタル層７ａの上に電解銅メッキ等で形成す
るため、まずは半導体基板１裏面にレジスト１２を塗布し、該レジスト１２において再配
線パターンを露光・現像などの通常のフォトリソ工程により形成する。尚、貫通孔の設け
られた半導体基板１に対して、液状のレジストを塗布するのが困難な場合には、レジスト
１２としてドライフィルムレジストなどを用いることも可能である。
【００７１】
　続いて、上記シードメタル層７ａを陰極として電解銅メッキを行うことで、上記レジス
ト１２の開口部分にあたる再配線パターンの膜厚を増加させ、導電層７ｂとする。導体層
７ｂの膜厚は、後工程で外部入出力端子８として半田ボールを搭載するため、厚みは１０
μｍとした。
【００７２】
　電解メッキが終了すれば、次に、図３（ｄ）に示すように、レジスト１２を除去し、不
要なシードメタル層７ａをエッチング除去する。そして、シードメタル層７ａおよび導電
層７ｂにより図３（ｄ）に示す導体部７が構成される。さらに、半導体基板１の裏面全体
に感光性絶縁樹脂によって保護膜９を形成する。保護膜９では、露光・現像などのフォト
リソ工程によって外部入出力端子８の形成部が開口される。そして、保護膜９の開口部に
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、外部入出力端子８となる半田ボールを搭載し、個別の半導体チップにダイシングするこ
とで図１に示す半導体装置が完成する。
【００７３】
　以上の工程によって作製された半導体装置は、温度サイクルテストなどにおいて高い信
頼性を有している。通常、半導体基板と該半導体基板に形成された貫通孔内に埋め込まれ
る導体（すなわち、貫通電極）との間には熱膨張率の差があるため、これらの間に温度変
化によって応力が発生する。そして、この応力によって、貫通電極周辺の半導体基板や無
機材料からなる内壁絶縁材料にクラックなどが発生するといった問題がある。
【００７４】
　この問題に対し、本実施の形態に係る半導体装置の構成では、貫通孔内壁の絶縁材料で
ある第３の絶縁膜６は有機材料にて形成されるため、従来用いられてきた無機系の絶縁材
料に比べて柔らかく、伸びも大きいため、クラックなどの破損が生じにくく、貫通電極の
信頼性を高める効果がある。
【００７５】
　また、本実施の形態に係る構造を有する半導体装置では、これらを複数個積層した積層
形半導体装置においても、高い接続信頼性を得ることができる。
【００７６】
　図６に示すように、半導体装置に形成された貫通電極を用いて、上下に積層される半導
体装置間を接続する場合、貫通電極に上下方向の応力が加わる。この応力に対しても、本
実施の形態に係る半導体装置の構成では、貫通孔内壁の絶縁材料である第３の絶縁膜６は
有機材料にて形成されるため、従来用いられてきた無機系の絶縁材料に比べて柔らかく、
伸びも大きいため、クラックなどの破損が生じにくく、積層配置された複数の半導体装置
間の高い接続信頼性を確保することができる。
【００７７】
　また、上記説明では、図２（ｄ）から図３（ａ）の工程にかけて、半導体基板１に設け
られた貫通孔内壁に第３の絶縁膜６となる有機絶縁材料を形成するために、電着法を使用
している。しかしながら、本発明において、貫通孔内壁に有機絶縁材料を形成する方法は
、特に限定されるものではなく、例えば、図７（ａ），（ｂ）に示すように印刷法を用い
ても良い。
【００７８】
　図７（ａ）の状態では、図２（ｃ）に示す状態と同様に半導体基板１に貫通孔が形成さ
れており、この貫通孔では第２の絶縁膜５の開口縁より半導体基板１が後退されている。
ここで、印刷法により半導体基板１に形成された貫通孔内部に、第３の絶縁膜６となるた
めの有機絶縁材料６''を形成する。この印刷法では、一般的に用いられているスクリーン
印刷を用いることが可能である。つまり、半導体基板１に形成された貫通孔に対応した開
口部を有するスクリーンマスクを用いて、液状の有機絶縁材料をスキージにより押し広げ
、貫通孔内部にまで絶縁材料を落としこむ方法である。
【００７９】
　このときに用いられる有機絶縁材料６''としては、エポキシやポリイミドなど、様々な
有機絶縁材料を用いることができる。印刷後、この有機絶縁材料６''を硬化させることで
図７（ａ）の状態が得られる。なお、有機絶縁材料６''の埋め込み印刷には、真空印刷法
を用いることで、より良好な埋め込みが可能となる。
【００８０】
　次に、図７（ｂ）に示すように、第２の絶縁膜５をマスクとして異方性ドライエッチン
グ行うことで、不必要な箇所の有機絶縁材料６''を除去し、第３の絶縁膜６が形成される
と共に第１の絶縁膜２が露出される。この図７（ｂ）に示す状態は、図３（ａ）に示す状
態と同じであるため、これ以降は図３（ｂ）～（ｄ）に示す工程と同様の方法により半導
体装置が実現できる。
【００８１】
　続いて、本発明による貫通電極を備えた半導体装置を用いてなるＣＣＤ（Charge Coupl
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ed Device）パッケージの構造例を、図８を参照して以下に説明する。尚、図８において
、図１に示す半導体装置と同様な構成および作用を有する部材については、同一の部材番
号を付して説明を行う。
【００８２】
　図８に示すＣＣＤパッケージでは、半導体基板１の第１面に形成された電極パッド３の
直下に貫通孔が形成され、第１面に形成された電極パッド３と半導体基板１の第２面に形
成された外部入出力端子８とが銅メッキからなる導体部７により電気的に接続されている
。
【００８３】
　この時、電極パッド３および導体部７と半導体基板１とは電気的に絶縁されている。つ
まり、半導体基板１の第１面に形成された第１の絶縁膜２と、半導体基板１の第２面に形
成された第２の絶縁膜５と、貫通孔内壁に形成された第３の絶縁膜６とにより上記絶縁性
が保たれていることが分る。
【００８４】
　また、半導体基板１の第１面には接着剤２１を用いてガラス板２２が接着されている。
接着剤２１は、半導体基板１の第１面に形成されているＣＣＤセンサ部２３を避けるよう
に形成されている。
【００８５】
　上記ＣＣＤパッケージの製造プロセスの一例を、図９（ａ）～（ｃ）および図１０（ａ
），（ｂ）を参照して以下に説明する。通常、半導体基板１の第１面には複数の層からな
る絶縁層が形成されており、その上に多層構造の電極パッド３が形成されている。
【００８６】
　まず、図９（ａ）に示すように、第１の絶縁膜２、金属配線層（電極パッド３を含む）
、およびＣＣＤセンサ部２３が形成されている半導体基板１の第１面に、接着剤２１の層
を形成する。接着剤２１は、ＣＣＤセンサ部２３の形成領域を避けるように形成される。
これは、ＣＣＤセンサ部２３上に接着剤２１を形成すると、ＣＣＤセンサ部２３が光学的
に劣化するためである。接着剤２１は、ディスペンスや印刷法など既知の手段により半導
体基板１上に形成する。また、場合によっては半導体基板１と貼り合わされるガラス板２
２側に形成しても良い。
【００８７】
　マイクロレンズなどを備えたＣＣＤセンサ部２３の保護のため、所定の厚みに形成され
た接着剤２１を介して、半導体基板１にガラス板２２を貼り合わせる。このガラス板２２
は、ＣＣＤセンサ部２３の保護と、薄くした半導体基板１の補強のために用いられるもの
である。今回は０．５ｍｍ厚のガラス板２２を用いた。
【００８８】
　次に、半導体基板１の裏面を研磨し、半導体基板１を１００μｍの厚さに研削する。こ
れは、半導体基板１をできるだけ薄くすることでＣＣＤパッケージの厚みを小さくするこ
とを目的としている。但し、ＣＣＤセンサ部２３の領域には接着剤２１がないため空間と
なっており、このような空間のある状態であまり薄く裏面研磨すると半導体基板１を破損
する恐れがある。もちろん、通常の裏面研磨法により１００μｍ以下に半導体基板１をあ
らかじめ研磨しておき、接着剤２１を形成したガラス板２２に半導体基板１貼り合わせる
などの手法によりこの課題を解決することも可能である。
【００８９】
　次に、半導体基板１の裏面研磨面に第２の絶縁膜５となるＳｉＮをＣＶＤ法により形成
する。第２の絶縁膜５上にはレジスト１１を塗布し、第１面の電極パッド３に対応した位
置を開口するようにレジスト１１の露光・現像を行う。この状態までが図９（ａ）に示さ
れる。
【００９０】
　次に、図９（ｂ）に示すように、レジスト１１をマスクに第２の絶縁膜５であるＳｉＮ
をドライエッチングし開口する。その後、レジスト１１は除去する。さらに、第２の絶縁
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膜５をマスクに半導体基板１であるＳｉを異方性ドライエッチングする。半導体基板１が
エッチングされ、電極パッド３直下の第１の酸化膜２が露出するとエッチングの進行が止
まる。続いて、等方性ドライエッチングを行うことで、第２の絶縁膜５の開口縁より半導
体基板１の孔を後退させる。
【００９１】
　次に、図９（ｃ）に示すように、半導体基板１を陰極として電着を実施し、電着レジス
ト（例えば、電着ポリイミド）６’を半導体基板１における貫通孔の内壁に形成する。上
記電着レジスト６’は、所定の膜厚まで電着を行った後、洗浄、硬化を行うことで、図９
（ｃ）のような状態が得られる。電着レジスト６’のピンホールやＳｉ孔の肩口で膜厚が
薄くなることなどを考慮し、１０μｍ程度の膜厚まで電着を実施した。また、電着レジス
ト６’は、陰極である半導体基板１の露出面のみに形成されるため、アライメントやパタ
ーンニングなどを行うことなく容易に半導体基板１の内壁絶縁が可能となる。
【００９２】
　次に、図１０（ａ）に示すように、第２の絶縁膜５をマスクに電着レジスト６’をエッ
チングし、第３の絶縁膜６を形成する。このとき、ＲＩＥなどの異方性エッチングを行う
ことで、電極パッド３直下の第１の絶縁膜２上に付着した電着レジスト６’をも除去する
ことが可能である。さらに、第２の絶縁膜５をマスクに、電極パッド３直下の第１の絶縁
膜２をドライエッチングすることで電極パッド３が半導体基板１の貫通孔内部に露出する
。
【００９３】
　次に、半導体基板１裏面から電解メッキのためのシードメタル層をスパッタにより形成
する。もちろん蒸着やＣＶＤなど、スパッタ以外の手法でシードメタル層を形成しても良
い。今回は、逆スパッタを０．５ｋｗで５分行い、続いてＴｉを０．１μｍ、Ｃｕを０．
５μｍスパッタした。この条件で、半導体基板１の貫通孔内壁には０．２から０．３μｍ
程度の金属膜が形成されたことを確認した。
【００９４】
　次に、電極パッド３裏面と外部入出力端子８とを電気的に接続する再配線パターンとな
る導電層を電解銅メッキで形成する。そのためには、まず半導体基板１裏面にレジストを
塗布する。孔の開いた半導体基板１に液状のレジストを塗布するのが困難な場合はドライ
フィルムレジストなどを用いてもよい。上記レジストにおいて、再配線パターンを露光・
現像などの通常のフォト工程により形成し、上記シードメタル層を陰極として電解銅メッ
キを行い、導電層を形成する。このシードメタル層および導電層によって導電部７が形成
される。後工程で、入出力端子として半田ボールを搭載するため、導電層の厚みは１０μ
ｍとした。電解メッキが終了すれば、レジストを除去し、不要なシードメタル層をエッチ
ング除去することで図１０（ａ）の状態が得られる。
【００９５】
　再配線パターンとなる導電層は、これを電解メッキで形成する以外にも、導電性ペース
トをパターン印刷することで配線を形成することも可能であるし、金属を蒸着やスパッタ
により形成し、パターンエッチングすることで形成するなど、他の手法を用いることも可
能である。例えば、Ｔｉを０．２μｍ、ＣｕＮｉ合金を０．６μｍスパッタし、レジスト
パターンを形成後にウエットエッチングすることでも導電層を形成することができた。
【００９６】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、半導体基板１裏面全体に感光性絶縁樹脂を塗布し、
外部入出力端子８である半田ボール搭載部を開口することで、保護膜９を形成した。さら
に、上記開口部に外部入出力端子８である半田ボールを搭載し、個別の半導体チップにダ
イシングすることで図８に示すＣＣＤパッケージが完成する。
【００９７】
　上記ＣＣＤパッケージは、その表面にセンサ部を備えるため、表面側の汚れや傷などの
ダメージを極力与えないようにする必要がある。本発明では、貫通電極形成を半導体基板
の裏面側から行うため、表面側のダメージを与えることがない。また、このようにして作
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ことができるため、これまでのようにワイヤーボンディングなどが不要となり、小型・薄
型なカメラモジュールを実現することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、半導体装置の要部構成を示す断面図である
。
【図２】図２（ａ）～（ｄ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を示す断面図であ
る。
【図３】図３（ａ）～（ｄ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を示す断面図であ
る。
【図４】図４（ａ），（ｂ）は、上記半導体装置において、半導体基板への貫通孔の製造
過程の一例を示す断面図である。
【図５】図５は、上記半導体装置において、半導体基板への貫通孔の製造過程の一例を示
す断面図である。
【図６】上記半導体装置を、貫通電極を用いて積層配置した構成例を示す断面図である。
【図７】図７（ａ），（ｂ）は、上記半導体装置において、第３の絶縁膜の製造過程の一
例を示す断面図である。
【図８】上記半導体装置を用いたＣＣＤパッケージの要部構成を示す断面図である。
【図９】図９（ａ）～（ｃ）は、上記ＣＣＤパッケージの製造プロセスの一部を示す断面
図である。
【図１０】図１０（ａ），（ｂ）は、上記ＣＣＤパッケージの製造プロセスの一部を示す
断面図である。
【図１１】従来の半導体装置の要部構成を示す断面図である。
【図１２】図１２（ａ），（ｂ）は、従来の半導体装置において、第２の絶縁膜の製造過
程を示す断面図である。
【符号の説明】
【００９９】
　１　　半導体基板
　２　　第１の絶縁膜２
　３　　電極パッド
　５　　第２の絶縁膜
　６　　第３の絶縁膜
　７　　導電部
　８　　外部入出力端子（外部接続用端子）
２１　　接着剤（接着層）
２２　　ガラス板（補強板）
２３　　部（ＣＣＤセンサ）
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