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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の一主面に接続パッドを形成する接続パッド形成工程と、
　半導体チップを前記基板の一主面に対向させて配置し、前記接続パッドと当該半導体チ
ップの一主面に設けられた入出力端子とを接続する接続工程と、
　前記基板と前記半導体チップの間の空隙にアンダーフィル材を充填するアンダーフィル
材充填工程と、
　前記基板の他の主面とフィルム状の治具との間にスペーサーを挿入して前記基板を前記
フィルム状の治具に固定し、前記基板と前記半導体チップをモールド材溶融体に浸し、当
該フィルム状の治具の側から加圧してプレスして、前記半導体チップの側面と、前記アン
ダーフィル材に覆われていない前記基板の一主面と、前記基板の他の主面を覆う前記モー
ルド材を形成するモールド材形成工程と、
　前記基板の他の主面側から薄化する第１の薄化工程と、
　前記基板の他の主面側から前記基板に貫通電極を形成する貫通電極形成工程と、を有す
る半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記基板上に素子を搭載する素子搭載工程を有し、前記貫通電極形成工程で、前記基板
と前記素子とに貫通電極を形成する請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体基板の上に複数の半導体チップを積み重ねた３次元半導体集積回路装置が知られ
ている（たとえば、特許文献１参照）。この３次元半導体集積回路装置は、半導体基板の
一主面の上に複数の半導体チップを積み重ねて、他の主面側から半導体基板を薄化するこ
とにより製造される。
　製造する際には、まず半導体基板の一主面に凹部が設けられ、その凹部に導電部が形成
される。次に、半導体基板の一主面側に複数の半導体チップが積み重ねられる。そして、
半導体チップの周囲の空間に、封止材が充填される。このようにして３次元の構造が形成
された後、導電部が他の主面に貫通するまで半導体基板が他の主面側から薄化される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－５１１５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述した製造方法では、一種類の封止材を用いるため、さまざまな問題が生じ
る。即ち、半導体チップと半導体基板との間の空隙が狭い場合には、この空隙に封止材が
十分に注入されないため、ボイド（void）が生じやすい。また、封止材が硬化する際に封
止材が収縮するため、半導体基板が大きく反る場合がある。更に、半導体基板の他の主面
にパッドを形成する際に、封止材の熱変化によって半導体基板が劣化又は変形する場合が
ある。
【０００５】
　以上から、封止材中のボイドの発生を抑制でき、基板の変形を抑制できる３次元構造の
半導体装置の製造方法が要望されている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　半導体装置の製造方法は、
　基板の一主面に接続パッドを形成する接続パッド形成工程と、
　半導体チップを前記基板の一主面に対向させて配置し、前記接続パッドと当該半導体チ
ップの一主面に設けられた入出力端子とを接続する接続工程と、
　前記基板と前記半導体チップの間の空隙にアンダーフィル材を充填するアンダーフィル
材充填工程と、
　前記基板の他の主面とフィルム状の治具との間にスペーサーを挿入して前記基板を前記
フィルム状の治具に固定し、前記基板と前記半導体チップをモールド材溶融体に浸し、当
該フィルム状の治具の側から加圧してプレスして、前記半導体チップの側面と、前記アン
ダーフィル材に覆われていない前記基板の一主面と、前記基板の他の主面を覆う前記モー
ルド材を形成するモールド材形成工程と、
　前記基板の他の主面側から薄化する第１の薄化工程と、
　前記基板の他の主面側から前記基板に貫通電極を形成する貫通電極形成工程と、を有す
る。
【０００７】
　好ましくは、前記基板上に素子を搭載する素子搭載工程を有し、前記貫通電極形成工程
で、前記基板と前記素子とに貫通電極を形成する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、封止材中のボイドの発生を抑制でき、基板の変形を抑制できる３次元
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構造の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】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す図である。
【図４】図３に続く製造工程を示す図である。
【図５】図４に続く製造工程を示す図である。
【図６】図５に続く製造工程を示す図である。
【図７】図６に続く製造工程を示す図である。
【図８】図７に続く製造工程を示す図である。
【図９】図８に続く製造工程を示す図である。
【図１０】図９に続く製造工程を示す図である。
【図１１】本発明の別の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１２】図１１に続く製造工程を示す図である。
【図１３】本発明の更に別の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１４】図１３に続く製造工程を示す図である。
【図１５】図１４に続く製造工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照して具体的に説明する。図１は、本
実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【００１１】
　本実施形態に係る半導体装置では、図１に示すように、基板１の表面に素子４が形成さ
れている。基板１として、例えば基板上に素子を形成するために表面が平滑なシリコン（
Ｓｉ）またはガリウム砒素（ＧａＡｓ）のような半導体基板が用いられる。半導体基板と
しては、特に高抵抗シリコン基板が加工しやすく、高速に信号が伝搬する点から好適であ
る。また、ガラス、サファイア、セラミックス及び樹脂等の絶縁体基板も使用することが
できる。高速に信号が伝搬し、基板１を貫通する電極を容易に形成でき、更に半導体装置
を薄型化できる点から、基板１の厚さは１００μｍ以下が好ましく、特に５０μｍ以下が
好適である。また、基板１に、基板１を貫通する電極を形成するための孔を設ける場合に
は、基板１の厚さは３０μｍ以下が好適である。以下、基板１において素子４が形成され
ている面を一主面といい、反対側の面を他の主面という。
【００１２】
　素子４は、例えば電源電圧のデカップリング用のキャパシタである。ただし、素子４は
能動素子、受動素子のいずれでもよい。貫通電極２は、基板１を貫通する電極である。貫
通電極２は、例えばＣｕのように抵抗値が小さい導電体で形成される。接続パッド３は、
素子４の上に貫通電極２と接続されるように形成される。ただし、接続パッド３は必ずし
も素子４上に形成される必要はなく、基板１上に形成されてもよい。つまり、図１におい
て貫通電極２は素子４を貫通するように形成されているが、素子４が形成されていない場
所に貫通電極２が形成されていてもよい。入出力パッド９は、基板１の他の主面に貫通電
極２と接続されるように形成される。
【００１３】
　本実施形態の半導体装置においては素子４の上に半導体チップ５が積み重ねられる。半
導体チップ５は、基板１の一主面に対向する一主面に回路と入出力端子１０が形成されて
いる。回路は、例えば、トランジスタや抵抗で構成される。接続パッド３、入出力パッド
９及び半導体チップ５の入出力端子１０は、例えばＣｕのように抵抗値の小さい導電体で
形成される。なお、図示しないが、これらの導電体は必要に応じて、例えばＡｕ／Ｎｉで
表面を覆われる。半導体チップ５の入出力端子１０と接続パッド３は、バンプ（bump）６
を介してフリップチップ（flip chip）接続される。バンプ６の材料は、例えば半田及び
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Ａｕである。
【００１４】
　半導体チップ５と基板１との間には、アンダーフィル（underfill）材７が充填される
。アンダーフィル材７は、後述のように最大粒径が５μｍ以下で含有量が４０乃至６０質
量％のフィラー（filler）と樹脂との複合体である。また、アンダーフィル材７で覆われ
ていない基板１の一主面及び半導体チップ５の側面は、モールド（mold）材８によって封
止される。モールド材８は、後述のように含有量が７５質量％以上のフィラーとガラス転
移温度が１８０℃以上の樹脂との複合体である。
【００１５】
　図１に示す半導体装置においては、貫通電極２の位置は半導体チップ５の入出力端子１
０の位置と一致している。また、入出力パッド９の位置は半導体チップ５の入出力端子１
０の位置と一致している。この構造とすることで、例えば基板１に形成された素子４がキ
ャパシタの場合、素子４を半導体チップ５の電源端子と接地端子のデカップリング用キャ
パシタとして使用することができる。電源端子は半導体チップ５に電源電位を供給するた
めに用いられる入出力端子１０であり、接地端子は半導体チップ５に接地電位を供給する
ために用いられる入出力端子１０である。後述するように、例えば、素子４の上部に設け
られた電極（以下、上部電極という。）と下部に設けられた電極（以下、下部電極という
。）を接続パッド３に接続する。そして、上部電極が接続された接続パッド３を半導体チ
ップ５の電源端子に接続し、下部電極が接続された接続パッド３を半導体チップ５の接地
端子に接続する。半導体チップ５の電源端子と接地端子以外の端子が接続される接続パッ
ド３は、素子４の上部電極及び下部電極と接続しない。これにより、デカップリング用キ
ャパシタを含まない半導体チップ５を使用する場合でも、本実施形態に係る半導体装置を
搭載する実装基板又はインターポーザ（interposer）の設計を変更することなく、半導体
チップ５の電源端子と接地端子にデカップリング用キャパシタを付加することができる。
【００１６】
　半導体チップ５が多数の入出力端子１０を有する場合、入出力端子１０は貫通電極２又
は素子４の上の接続パッド３とバンプ６を介してフリップチップ接続される。フリップチ
ップ接続（flip-chip interconnection）を保護するために半導体チップ５と基板１又は
素子４の間にはアンダーフィル材７が充填される。
【００１７】
　アンダーフィル材７としては、半導体チップ５との熱膨張差が小さい方が好ましい。ま
た、入出力端子１０のピッチが例えば２００μｍ以下に微細化する場合又は半導体チップ
５と基板１との間隔が狭くなる場合でも、ボイドが発生することなく十分にアンダーフィ
ル材７が充填される必要がある。更に、アンダーフィル材７に含有されるフィラーが半導
体チップ５及び基板１上に形成された素子４に損傷を与えないことが必要である。
【００１８】
　これらの観点から、アンダーフィル材７には最大粒径が５μｍ以下で含有量が４０乃至
６０質量％のフィラーと樹脂との複合体が適している。ここで、フィラーの材料としては
シリカガラスが低収縮及び低熱膨張の観点から好ましい。さらに流動性の観点からフィラ
ーの材料としては球状のシリカガラスであることがより好ましい。フィラーの最大粒径を
５μｍ以下、および含有量を４０乃至６０質量％としたのは、アンダーフィル材７にボイ
ドが発生せず、完成した半導体装置の信頼性が優れている範囲を実際に検証した結果であ
る。その結果、フィラーの粒径が大きい場合はボイドが発生しやすく、フィラーの含有量
が６０質量％を超える場合もボイドが発生しやすいことが見出された。また、フィラーの
含有量が４０質量％未満の場合は、温度サイクル試験で破壊しやすい傾向があることが見
出された。上記のアンダーフィル材７を用いることにより、ボイドの発生を効果的に抑制
し、半導体チップ５及び素子４に損傷を与えることなく、フリップチップ接続された半導
体チップ５の入出力端子１０と接続パッド３を保護することができる。
【００１９】
　また、基板１の一主面及び半導体チップ５の側面をモールド材８で封止することにより



(5) JP 5783307 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

、製造方法におけるいくつかの工程が容易になる。詳しくは後述する製造方法の説明で示
すが、主な効果として、モールド材８が形成された状態で基板１及び半導体チップ５を薄
化することができる。基板１及び半導体チップ５を単独で薄化することがないため、これ
らの部品の破損を防止できる。
　また、基板１の厚さをより小さくすることもできる。基板１の厚さがより小さくなるほ
ど、貫通電極２を形成する時間がより短縮される。
【００２０】
　モールド材８は、低収縮、低熱膨張及び高耐熱であることが必要である。モールド材８
としては、含有量が７５質量％以上のフィラーとガラス転移温度が１８０℃以上の樹脂と
の複合体が適している。ここで、フィラーの材料としては、シリカガラスが低収縮及び低
熱膨張の観点から好ましい。さらに流動性の観点から球状のシリカガラスであることがよ
り好ましい。実際に検証した結果、７５質量％未満のフィラー含有量ではモールド材８で
封止する際にウエハの反りが大きくなることが見出された。また、実際に検証した結果、
ガラス転移温度１８０℃未満の樹脂を使用して半導体装置を製作すると基板の裏面の入出
力パッドを形成する際に半導体装置の反りが大きくなることが見出された。モールド材８
として含有量が７５質量％以上のフィラーとガラス転移温度が１８０℃以上の樹脂との複
合体を用いることで、モールド材８を形成する際に収縮による基板１の変形を効果的に防
止することができる。また、モールド材８が高耐熱性であるため、プロセス温度が高温で
もモールド材８の熱変化が起き難い。このため、例えば基板１の裏面に入出力パッド９を
形成するなどの工程を容易に行うことができる。
　なお、完成後の半導体装置は、図１に示すように、放熱の観点から基板１の一主面と対
向しない半導体チップ５の面がモールド材８で覆われていない方が好ましい。
【００２１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、半導体チップ５と基板１との間を充填する
アンダーフィル材７として最大粒径が５μｍ以下で含有量が４０乃至６０質量％のフィラ
ーと樹脂との複合体が用いられる。このため、半導体チップ５が多ピン化しフリップチッ
プ接続された接続パッド３と半導体チップ５の入出力端子１０の周囲の空間が狭い場合で
も、ボイドを発生することなく十分にアンダーフィル材７を充填することができる。また
、フィラーの最大粒径を５μｍ以下とすることで、フィラーが半導体チップ５及び基板１
上に形成された素子４に損傷を与えることなくフリップチップ接続された接続パッド３と
半導体チップ５の入出力端子１０を保護することができる。
【００２２】
　更に、本実施形態によれば、基板１の一主面及び半導体チップ５の側面が、含有量が７
５質量％以上のフィラーとガラス転移温度が１８０℃以上の樹脂との複合体であるモール
ド材８により封止される。このモールド材８は低収縮及び低熱膨張の性質を有しているの
で、モールド材８で封止する際及び基板１を薄化する際における基板１の反りを効果的に
防止することができる。また、このモールド材８の耐熱性により、例えば基板１の他の主
面に入出力パッド９を形成する際に高温となってもモールド材が熱変化を起こさない。
【００２３】
　なお、上述の本実施形態において、図１に示す基板１の他の主面の貫通電極２の位置に
入出力パッド９を形成しているが、これに限定されない。例えば、図２に示すように、基
板１の他の主面にファンアウト配線１１を形成し、ファンアウト配線１１の上に入出力パ
ッド９を形成することとしてもよい。
【００２４】
　以下に、本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図３乃至１
０及び図１は、本実施形態に係る半導体装置の製造方法をその工程順に示す。
【００２５】
　図３は、１つの基板１で３×３個の半導体装置を製造する場合の例である。図３は、一
主面に３×３個の素子４を形成した基板１の断面を示す。基板１は例えば５００μｍ厚さ
の４インチガラスウエハである。
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【００２６】
　まず、図３に示すように、基板１の一主面に素子４を形成する。素子４として、例えば
２０ｍｍ角のＭＩＭ（Metal Insulation Metal）構造のキャパシタを９個形成する。１個
の半導体装置に対応して１個のキャパシタを形成する。この場合、まず基板１上に下部電
極を基板１側からＴｉ、Ｒｕの順にＤＣマグネトロンスパッタ（DC magnetron sputter）
法により成膜する。Ｔｉ、Ｒｕの膜厚は、例えば５０ｎｍである。次に、誘電体薄膜とし
てＭｎが例えば５％添加されたＳｒＴｉＯ３（ＳＴＯ）を、ＲＦスパッタ（radio freque
ncy sputter）法により例えば４００℃で６０ｎｍの厚さに成膜する。そして、誘電体薄
膜上に上部電極としてＲｕをＤＣマグネトロンスパッタ法により成膜する。Ｒｕの膜厚は
、例えば５０ｎｍである。
　なお、素子４は半導体チップ５の入出力端子１０と電気的接続を確保する部分以外は、
例えばＳｉ酸化膜又はＳｉ窒化膜により保護されていることが好ましい。また、素子４は
後述する工程で貫通電極２が形成される部分を除いて形成することとしても良い。
【００２７】
　次に、Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４（ＴＥＯＳ）を原料としたプラズマＣＶＤ（Chemical Vap
or Deposition）法により、ＳｉＯ２膜を例えば１μｍの厚さで成膜する。その後、この
ＳｉＯ２膜に、キャパシタの上部電極及び下部電極と接続する開口並びにキャパシタの上
部電極及び下部電極とは接続しない開口を、夫々ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）により
形成する。
【００２８】
　次に、Ｃｕ／Ｔｉスパッタ膜をシード層（seed layer)とし、レジストをマスクとして
Ｃｕめっきを行う。その後、レジストを剥離し、シード層をエッチングにより除去して接
続パッド３を得る。接続パッド３の位置は、全て貫通電極２を形成する位置に一致してお
り、例えば２００μｍピッチでエリアアレイ状の配列である。この接続パッド３は、Ｓｉ
Ｏ２膜に形成される開口を介してキャパシタに接続されるが、キャパシタに接続されない
ものも存在する。本実施形態の半導体装置においては、キャパシタに接続される半導体チ
ップ５の電源端子に対応する接続パッド３を上部電極に、接地端子に対応する接続パッド
３を下部電極に夫々接続する。電源端子と接地端子以外の端子に対応する接続パッド３は
キャパシタ素子に接続しない。
【００２９】
　次に、接続パッド３の表面に、無電解めっきによりＡｕ／Ｎｉを夫々例えば０．０５μ
ｍ、５μｍの厚さで成膜する。次に、Ｐｂフリー半田ペーストを接続パッド３上に印刷し
、リフローすることにより予備半田を形成する。
【００３０】
　次に、図４に示すように、基板１と半導体チップ５を接続する。半導体チップ５は、例
えば２０ｍｍ角で厚さが６７５μｍのＣＰＵである。半導体チップ５には、予めＰｂフリ
ー半田にてバンプ６が形成されている。この半導体チップ５の入出力端子１０と接続パッ
ド３とを、フラックスを使用してフリップチップ接続する。
【００３１】
　次に、フラックスを洗浄後、図５に示すようにアンダーフィル材７を充填する。本実施
形態では、アンダーフィル材７として最大粒径が５μｍ以下、例えば３μｍで含有量が４
０乃至６０質量％、例えば５０質量％のフィラーと樹脂との複合体を使用する。
【００３２】
　次に、図６及び図７に示すように、コンプレッションモールド法により、基板１の一主
面と半導体チップ５の他の主面及び基板１と半導体チップ５の側面をモールド材８で封止
する。図６において、先ず、基板１の他の主面を接着フィルム１３に接着する。接着フィ
ルム１３は、本工程の治具の一部である。接着フィルム１３の材質は限定されないが、耐
熱性に優れている方が好ましく、接着剤付きポリイミドフィルムが好適である。また、基
板１と同様に、フレーム治具１２を接着フィルム１３に接着する。フレーム治具１２は、
接着フィルム１３に接着されている基板１の他の主面以外の表面をモールド材溶融体１４
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で覆うために設けられる。フレーム治具１２の材質は特に限定されないが、モールド加工
の容易さ及びモールド加工後の取り外しの容易さを考慮して金属が望ましく、例えばＣｕ
が好適である。
【００３３】
　次に、基板１とフレーム治具１２が接着フィルム１３に接着されて一体となったものを
、接着フィルム１３が上になるように、キャビティー型１５の中のモールド材溶融体１４
に浸す。その後、プレス定盤１６でプレス方向１７の方向に一軸加圧する。モールド材８
は、含有量が７５質量％以上のフィラーとガラス転移温度が１８０℃以上の樹脂との複合
体である。例えば、１７５℃で２時間、真空中で加圧してプレスし、モールド材溶融体１
４を硬化させる。以上により、図７に示すように、基板１の一主面と半導体チップ５の他
の主面及び基板１と半導体チップ５の側面にモールド材８が形成される。
【００３４】
　本実施形態の製造方法においては、モールド材８の性質が低収縮及び低熱膨張であるこ
とにより、モールド材８を形成した後の基板１の変形（反り）を抑制することができる。
また、コンプレッションモールド法を使用することにより、加圧した状態で樹脂硬化及び
冷却をすることができるためモールド材８を形成した後の基板１の変形をより効果的に防
止することができる。
【００３５】
　また、本実施形態の製造方法において、フレーム治具１２を使用することにより種々の
サイズの基板１に合わせて高価なキャビティー型１５を作製する必要が無くなる。フレー
ム治具１２はモールド材８を形成する高さに応じて作製される。ただし、キャビティー型
１５は基板１のサイズに合わせて作製してもよい。
　なお、本実施形態の製造方法においてはモールド材８の原料は粉末状又は顆粒状である
。キャビティー型１５内にモールド材８の原料を必要量敷き詰めた後、溶融してプレス加
工する。
【００３６】
　次に、図８に示すように、モールド材８で覆われた半導体チップ５と基板１を研削する
。先ず、半導体チップ５の他の主面を覆うモールド材８を、半導体チップ５の他の主面が
露出するまで研削する。
　なお、本実施形態では、半導体チップ５は、トランジスタを含む回路の存在する一主面
が基板１に対向するように配置されている。すなわち、研削される半導体チップ５の他の
主面に回路は存在しない。このため、半導体チップ５の上を覆うモールド材８を研削して
も、半導体チップ５の機能には影響しない。
【００３７】
　次に、一体となった半導体チップ５と基板１の全体の厚さが例えば８００μｍとなるま
で研削した後、基板１を例えば２０μｍの厚さとなるまで他の主面側から研削により薄化
する。
　なお、基板１を研削した後で、半導体チップ５の他の主面を覆うモールド材８を研削し
ても良い。また、研削以外の方法によってもよいが、本実施形態の製造方法では研削が速
度、平坦性共に適している。
【００３８】
　次に、ＲＩＥにより基板１の他の主面を例えば２μｍエッチングする。ここで、基板１
の薄化では、研削後にドライエッチングすることにより、研削で生じる傷を除去するため
、基板１の反りの抑制に有効である。その後、図９に示すように、レジストをマスクとし
て基板１の他の主面側からＲＩＥにより例えば内径を５０μｍとする貫通孔１９を形成す
る。
【００３９】
　次に、貫通孔１９内にＣｕ／Ｔｉのシード層をスパッタ法により形成し、レジストをマ
スクとして電解フィリングめっきによりＣｕのめっきを行う。これにより、図１０に示す
貫通電極２を形成する。なお、接続される半導体チップ５のピン数が多くピッチが狭くな
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る程貫通電極２のアスペクト比は大きくなる。このため、フィリングめっきによりＣｕな
ど低抵抗の材料で貫通電極２を形成するのが好適である。また、貫通電極２を形成する際
に、図１に示す入出力パッド９も同時に形成する。
【００４０】
　最後に、一体となっている基板１と半導体チップ５をダイシングソーで半導体チップ５
単位に切断することにより、図１に示す半導体装置が得られる。
【００４１】
　モールド材８で基板１と半導体チップ５を覆うことは種々の効果を奏する。
【００４２】
　第１に、モールド材８で覆われて一体となった状態で基板１と半導体チップ５を薄化す
る。このため、基板１及び半導体チップ５を単独で薄化する必要がない。例えば、基板１
の場合には従来のように台座基板に仮固定することなく薄化することができる。
【００４３】
　第２に、上述のように基板１を単独で薄化する必要がない。このため、基板１を単独で
薄化する場合よりも基板１の厚さがより小さくなるように加工することができる。従来、
例えばシリコン基板を単独で薄化する場合には、基板の厚さがおよそ５０μｍ以下になる
とクラック等の不良が多発していた。しかし、本実施形態の製造方法によれば、基板１の
厚さを２０μｍ以下としても、ほとんど不良を起こすことなく薄化することができる。ま
た、基板１の厚さを小さくすることにより貫通孔１９の形成に必要なエッチング量が少な
くなるため、貫通孔１９の形成に要する時間を短縮することができる。同様に、貫通電極
２の形成に要する時間を短縮することもできる。
【００４４】
　第３に、モールド材８が、含有量が７５質量％以上のフィラーとガラス転移温度が１８
０℃以上の樹脂との複合体であるため、高温下で作業してもモールド材８の熱変化によっ
て半導体チップ５と基板１の接続が不良となることがなく、また、基板１が変形すること
もない。このため、例えば基板１の他の主面に対する入出力パッド９及び絶縁膜の形成、
並びにドライエッチングを容易に行うことができる。
【００４５】
　第４に、真空中で加圧しながらモールド材８を形成するため、モールド材８を形成する
際にボイドの発生を効果的に抑制することができる。
【００４６】
　更に、例えば基板１の一主面と半導体チップ５の側面がモールド材８で覆われているた
め、基板１の他の主面を薄化する際に基板１の端部から破壊されることを防止することが
できる。
【００４７】
　また、アンダーフィル材７が、最大粒径が５μｍ以下で含有量が４０乃至６０質量％の
フィラーと樹脂との複合体であるため、フィラーが半導体チップ５及び素子４に損傷を与
えることなく、フリップチップ接続された接続パッド３と半導体チップ５の入出力端子１
０を保護することができる。更に、充填したアンダーフィル材７のボイドの発生が効果的
に抑制されるため、信頼性の高いアンダーフィル材７を形成することができる。
【００４８】
　更に、基板１の一主面に素子４としてキャパシタを形成することにより、半導体装置の
外部にデカップリング用キャパシタを設けなくても良くなる。このため、本実施形態の半
導体装置が搭載される機器を小型化することができる。
【００４９】
　なお、上述の製造方法では、基板１としてガラス基板を使用したが、基板１として、例
えば樹脂等の絶縁性基板又はシリコン基板等の半導体基板を使用することもできる。なお
、基板１が絶縁性基板でない場合には、薄化された基板１の他の主面及び貫通孔１９の内
壁には絶縁膜を形成する必要がある。
【００５０】



(9) JP 5783307 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

　また、上述の製造方法では、図７に示す半導体チップ５の他の主面を覆うモールド材８
を、半導体チップ５の他の主面が露出するまで研削することとしたが、例えば、半導体チ
ップ５の他の主面を更に薄化して完成時の半導体装置の厚さをより小さくすることとして
もよい。
【００５１】
　上述の本実施形態の製造方法に基づき半導体装置を試作した。いずれの工程においても
基板１の変形及び基板１と半導体チップ５の接続不良は発生しなかった。基板１の研削工
程においては、基板１を２０μｍの厚さまで研削してもガラス基板にはクラック等の不良
は発生しなかった。なお、試作した半導体装置について半導体チップ５の電源端子に接続
された入出力パッド９と接地端子に接続された入出力パッド９の間の容量を測定したとこ
ろ７μＦの容量が得られた。これを実装基板に搭載して動作確認したところ、半導体装置
の外部にキャパシタを設けなくても、半導体チップ５であるＣＰＵが正常動作した。これ
により、素子４がデカップリング用キャパシタとして機能することが確認された。以上の
結果から、従来製造が困難であった半導体チップ５及び素子４が基板１上に積み重ねられ
た３次元構造の半導体装置を容易に製造できることが確認された。
【００５２】
　次に、本発明の別の実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図３乃至
５、図１１、図１２、図８乃至１０及び図１は、前述の製造方法とは別の製造方法をその
工程順に示す。なお、図３乃至５、図８乃至１０及び図１については前述の製造方法と同
一であるので、その詳細な説明は省略する。
【００５３】
　本製造方法において、図５に示す基板１と半導体チップ５の間にアンダーフィル材７を
充填する工程までは、前述の製造方法と同様である。
　次に、図１１及び図１２に示すように、コンプレッションモールド法により基板１と半
導体チップ５を覆うモールド材８を形成する。本製造方法では、基板１の他の主面側もモ
ールド材８で覆われる。
　先ず、スペーサー１８を介して基板１を接着フィルム１３に固定する。スペーサー１８
は、基板１の他の主面及び接着フィルム１３に夫々接着される。次に、前述の製造方法と
同様にコンプレッションモールド法によりモールド材８を形成する。以上により、図１２
に示すようなモールド材８で覆われた基板１と半導体チップ５が得られる。
【００５４】
　図１２において、基板１と半導体チップ５は、スペーサー１８が接着されている部分を
除いて全面がモールド材８で覆われている。前述の図６に示す方法によっても基板１の反
りが小さい半導体装置を得ることができるが、本製造方法によれば基板１の反りを更に小
さくすることができる。以下、図８に示す薄化以降の工程は前述の製造方法と同様である
。
【００５５】
　次に、本発明の更に別の実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図１
３、図４乃至７、図１４、図１５及び図１は、本製造方法をその工程順に示す。なお、図
４乃至７及び図１については前述の製造方法と同一であるので、その詳細な説明は省略す
る。
【００５６】
　図１３において、基板１の一主面に素子４を形成する工程までは図３に示す前述の製造
方法と同様である。本製造方法は、後工程で貫通電極２となる縦方向電極２０が予め形成
される点で前述の製造方法と異なっている。
　先ず、ＩＣＰ（Inductivity Coupled Plasma）エッチングにより例えば深さが５０μｍ
、内径が５０μｍのキャビティー（cavity）を形成する。次に、Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４（
ＴＥＯＳ）を原料としたプラズマＣＶＤ法により基板１の一主面と素子４の表面に形成さ
れる膜厚を例えば１μｍとしてＳｉＯ２を形成する。この際、キャビティーの内壁には０
．４μｍ程度のＳｉＯ２が形成される。次に、Ｃｕ／Ｔｉのめっきシード層を形成し、レ
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ジストをマスクとしてフィリングめっきを行う。次に、レジストを剥離しシード層をエッ
チングすることにより、図１３に示す縦方向電極２０と接続パッド３を同時に形成する。
その後、図４乃至７に示す基板１と半導体チップ５の接続からモールド材８の形成までの
工程は前述の製造方法と同様である。
【００５７】
　次に、図１４に示すように、モールド材８で覆われた基板１と半導体チップ５を一体と
して薄化する。図１４は、半導体チップ５の他の主面側から半導体チップ５の他の主面が
露出するまで薄化し、基板１の他の主面側から縦方向電極２０が露出する直前まで薄化し
た状態を示している。一体となった半導体チップ５と基板１の全体の厚さが例えば８００
μｍとなるまで研削し、基板１の厚さが例えば６０μｍとなるまで研削する。
　次に、基板１の他の主面においてＲＩＥなどの方法でドライエッチングを行うことによ
り縦方向電極２０を露出させる。これにより、図１５に示すように貫通電極２が得られる
。
【００５８】
　最後に、前述の製造方法と同様に、一体となっている基板１と半導体チップ５をダイシ
ングソーで半導体チップ５単位に切断することにより、図１に示す半導体装置が得られる
。
【００５９】
　本製造方法によっても、アンダーフィル材７及びモールド材８のボイドの発生並びに基
板１の反り等の変形を抑制する効果は前述の製造方法と同様である。
【００６０】
　上述の製造方法によって半導体装置を試作した。なお、基板１として高抵抗シリコンウ
エハを使用し、基板１の他の主面等必要な箇所に絶縁膜を形成した。本製造方法により試
作された半導体装置についても、前述の製造方法による半導体装置と同様のキャパシタ容
量が得られ、ＣＰＵの正常動作も確認された。これにより、本製造方法によっても、従来
製造が困難であった半導体チップ５及び素子４が基板１上に積み重ねられた３次元構造の
半導体装置を容易に製造できることが確認された。
【００６１】
　なお、上記実施形態では、半導体チップ５が基板１にフリップチップ実装されている例
を示したが、半導体チップ５に変えて、３次元半導体集積回路を用いることもできる。こ
の３次元半導体集積回路は、複数の半導体チップを貼り合わせたものであっても、素子を
形成した上に絶縁膜を作り、その絶縁膜の上に単結晶を作り、その単結晶を用いて素子を
形成する方法によって製造されたものであっても良い。
【００６２】
　また、半導体チップ５または３次元半導体集積回路に含まれる各々の半導体チップの回
路が形成された面が基板１と反対方向を向くように半導体チップ５または３次元半導体集
積回路を配置してもよい。この場合、半導体チップ５または３次元半導体集積回路に含ま
れる基板１と対向する半導体チップの入出力端子は、その半導体チップを貫通する電極を
介して基板１の接続パッドに接続される。
【００６３】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、設計上の都合やその他の要因によって必
要となる様々な修正や組み合わせは、請求項に記載されている発明や発明の実施形態に記
載されている具体例に対応する発明の範囲に含まれると理解されるべきである。
【００６４】
　また、本出願は、２００７年３月１日にされた、日本国特許出願特願２００７－０５２
１０３号に基づく。本明細書中に、その明細書、特許請求の範囲、図面全体を参照として
取り込むものとする。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、例えば基板の表面にキャパシタが形成され、そのキャパシタの上に半導体チ
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ップが積み重ねられた３次元構造の半導体装置に好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００６６】
　１　基板
　２　貫通電極
　３　接続パッド
　４　素子
　５　半導体チップ
　６　バンプ
　７　アンダーフィル材
　８　モールド材
　９　入出力パッド
１０　入出力端子
１１　ファンアウト配線
１２　フレーム治具
１３　接着フィルム
１４　モールド材溶融体
１５　キャビティー型
１６　プレス定盤
１７　プレス方向
１８　スペーサー
１９　貫通孔
２０　縦方向電極

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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