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(57)【要約】
【課題】信頼性の高い貫通電極を用いた半導体装置およ
びその製造方法を提供する。
【解決手段】貫通孔を有する半導体基板１と、半導体基
板１の第一面において貫通孔を覆うように設けられる電
極パッド３と、半導体基板１の第二面に設けられる外部
接続用端子７と、貫通孔を通り、電極パッド３と外部接
続用端子７とを導通するための導電配線６と、半導体基
板１の第一面上に設けられる第一絶縁膜２と、導電配線
６と半導体基板１とを絶縁するために、半導体基板１の
第二面上および貫通孔内部の表面上に設けられる第二絶
縁膜５と、を備え、導電配線６は、半導体基板１の第一
面に対して垂直な方向からみて、貫通孔の底面に少なく
とも一部が重なるように設けられる第一絶縁膜２および
第二絶縁膜５の少なくとも一方に形成される接続用開口
を介して電極パッド３と接続される半導体装置において
、接続用開口は、貫通孔の底面の外周にかからないよう
に形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
両面を貫通して形成される貫通孔を有する半導体基板と、
前記半導体基板の第一面において貫通孔を覆うように設けられる電極パッドと、
前記半導体基板の第二面に設けられる外部接続用端子と、
前記貫通孔を通り、電極パッドと外部接続用端子とを導通するための導電配線と、
前記電極パッドと前記半導体基板とを絶縁するために、半導体基板の第一面上に設けら
れる第一絶縁膜と、
前記導電配線と前記半導体基板とを絶縁するために、半導体基板の第二面上および貫通
孔内部の表面上に設けられる第二絶縁膜と、を備え、
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前記導電配線は、前記半導体基板の第一面に対して垂直な方向からみて、前記貫通孔の
底面に少なくとも一部が重なるように設けられる第一絶縁膜および第二絶縁膜の少なくと
も一方に形成される接続用開口を介して電極パッドと接続される半導体装置において、
前記接続用開口は、貫通孔の底面の外周にかからないように形成されていることを特徴
とする半導体装置。
【請求項２】
前記第二絶縁膜と、前記半導体基板および前記第一絶縁膜との間には、第三絶縁膜が形
成され、
当該第三絶縁膜の、前記半導体基板の第一面に対して垂直な方向からみて前記接続用開
口と重なる領域には、開口が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装
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置。
【請求項３】
前記第三絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化
膜、これらの積層膜または電着材料によって形成される膜、または感光性樹脂膜であるこ
とを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
前記第二絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化
膜、これらの積層膜または電着材料によって形成される膜、または感光性樹脂膜であるこ
とを特徴とする請求項１〜３の何れか１項に記載の半導体装置。
【請求項５】
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前記感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂
からなる膜であることを特徴とする請求項３または４に記載の半導体装置。
【請求項６】
前記電着材料は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリ
カルボン酸樹脂であることを特徴とする請求項３または４に記載の半導体装置。
【請求項７】
前記第一絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化
膜、またはこれらの積層膜によって形成されていることを特徴とする請求項１〜６の何れ
か１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
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前記半導体基板の第一面側に、半導体基板を補強する補強板が設けられていることを特
徴とする請求項１〜７の何れか１項に記載の半導体装置。
【請求項９】
前記半導体基板と前記補強板との間には、光を受光するための画素領域が配置されてい
ることを特徴とする請求項８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
前記補強板は、光を透過す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１１】
半導体基板の第一面に、第一絶縁膜を介して電極パッドを形成する工程と、
前記第一面とは反対側に位置する、前記半導体基板の第二面から、前記第一面側の電極
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パッドに達する貫通孔を前記半導体基板に設ける工程と、
前記貫通孔を形成している側面および底面上、ならびに前記半導体基板の第二面上に、
導電配線と半導体基板との間を絶縁するための第二絶縁膜を形成する工程と、
前記貫通孔の底面に重なるように形成されている第二絶縁膜を除去して、貫通孔の底面
の外周にかからないように、前記電極パッドに達する接続用開口を形成する工程と、
前記電極パッドと外部接続用端子とを電気的に接続する導電配線を形成する工程と、を
備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
前記接続用開口を形成する工程は、
前記半導体基板の第二面上に形成された第二絶縁膜上に、前記貫通孔を覆うようにフィ
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ルム状のレジスト膜を設ける工程と、
前記フィルム状のレジスト膜の、前記半導体基板の第一面に対して垂直な方向からみて
、前記貫通孔の底面と重なる領域よりも内側に開口を形成してエッチングマスクを設ける
工程と、
前記エッチングマスクを用いて、異方性ドライエッチングにて貫通孔の底面に重なるよ
うに形成されている第二絶縁膜を除去して、貫通孔の底面の外周にかからないように、前
記電極パッドに達する接続用開口を形成する工程と、を備えることを特徴とする請求項１
１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
前記第二絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化
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膜、またはこれらの積層膜、あるいは電着材料によって形成される膜であることを特徴と
する請求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
前記電着材料が、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリ
カルボン酸樹脂であることを特徴とする請求項１３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
前記第二絶縁膜は、感光性樹脂膜であり、
前記接続用開口を形成する工程は、貫通孔の底面に重なるように形成されている第二絶
縁膜に対してフォトリソグラフィー処理を行うことにより、貫通孔の底面の外周にかから
ない領域の第二絶縁膜を除去して、前記電極パッドに達する接続用開口を形成する工程を
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備えることを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
前記感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂
からなる膜であることを特徴とする請求項１５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
前記貫通孔を前記半導体基板に設ける工程と前記第二絶縁膜を形成する工程との間に、
前記貫通孔の側面および底面上、ならびに前記半導体基板の第二面上に第三絶縁膜を形成
する工程と、前記半導体基板の第一面に対して垂直な方向からみて、前記接続用開口と重
なる領域にある前記第三絶縁膜をエッチングによって除去する工程と、を有することを特
徴とする請求項１１〜１６の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法。
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【請求項１８】
前記第三絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化
膜、またはこれらの積層膜であることを特徴とする請求項１７に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項１９】
前記貫通孔を形成している側面および底面上、ならびに前記半導体基板の第二面上に第
二絶縁膜を形成する工程は、
減圧された状態にて前記貫通孔を覆うように、前記半導体装置の第二面上に前記第二絶
縁膜を貼り合せる工程と、
前記第二絶縁膜によって隔てられた前記貫通孔の減圧された内部に対して、前記貫通孔
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の外部を加圧することによって、前記第二絶縁膜を、前記貫通孔を形成している側面およ
び底面上に貼り付ける工程と、を備えることを特徴とする請求項１１〜１８の何れか１項
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
前記第三絶縁膜を除去する工程は、
前記貫通孔を覆うようにマスク用の感光性樹脂膜を形成する工程と、
前記マスク用の感光性樹脂に対してフォトリソグラフィー処理を行うことによって、前
記半導体基板の第一面に対して垂直な方向からみて上記貫通孔の底面と重なる領域よりも
内側に開口を有するエッチングマスクを形成する工程と、
前記エッチングマスクを用いた異方性ドライエッチングによって、前記貫通孔の底面上
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に形成されている前記第三絶縁膜のうち、前記貫通孔の底面の外周にかからない領域を除
去する工程と、を含むことを特徴とする請求項１７〜１９の何れか１項に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項２１】
前記マスク用の感光性樹脂膜は、減圧された状態にて前記貫通孔を覆うように形成され
た後、前記マスク用の感光性樹脂膜によって隔てられた前記貫通孔の減圧された内部に対
して、前記貫通孔の外部を加圧することによって、前記貫通孔を形成している側面および
底面上に貼り付けられることを特徴とする請求項２０に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２２】
前記マスク用の感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリ
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コーン樹脂からなる膜であることを特徴とする請求項２０または２１に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項２３】
半導体基板の第一面に、第一絶縁膜を介して電極パッドを形成する工程と、
前記第一面とは反対側に位置する、前記半導体基板の第二面から、前記第一絶縁膜に達
する貫通孔を前記半導体基板に設ける工程と、
前記貫通孔を形成している側面および底面上、ならびに前記半導体基板の第二面上に、
導電配線と半導体基板との間を絶縁するための第二絶縁膜を形成する工程と、
前記半導体基板の第二面上に形成された第二絶縁膜上に、前記貫通孔を覆うようにフィ
ルム状のレジスト膜を形成する工程と、
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前記フィルム状のレジスト膜の、前記半導体基板の第一面に対して垂直な方向からみて
、上記貫通孔の底面と重なる領域よりも内側に開口を形成してエッチングマスクを設ける
工程と、
前記エッチングマスクを用いて、異方性ドライエッチングにて貫通孔の底面に重なるよ
うに形成されている第一絶縁膜および第二絶縁膜を除去して、貫通孔の底面の外周にかか
らないように、前記電極パッドに達する接続用開口を形成する工程と、
前記電極パッドと外部接続用端子とを電気的に接続する導電配線を形成する工程と、を
備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２４】
前記第二絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化
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膜、またはこれらの積層膜であることを特徴とする請求項２３に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項２５】
半導体基板の第一面に、第一絶縁膜を介して電極パッドを形成する工程と、
前記第一面とは反対側に位置する、前記半導体基板の第二面から、前記第一面側の第一
絶縁膜に達する貫通孔を前記半導体基板に設ける工程と、
前記貫通孔を形成している側面および底面上、ならびに前記半導体基板の第二面上に、
導電配線と半導体基板との間を絶縁するための第二絶縁膜を形成する工程と、
前記半導体基板の第二面上に形成された第二絶縁膜上に、前記貫通孔を覆うようにフィ
ルム状のレジスト膜を形成する工程と、
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前記フィルム状のレジスト膜の、前記半導体基板の第一面に対して垂直な方向からみて
、上記貫通孔の底面と重なる領域よりも内側に開口を形成してエッチングマスクを設ける
工程と、
前記エッチングマスクを用いて、異方性ドライエッチングにて貫通孔の底面に重なるよ
うに形成されている第一絶縁膜を除去して、貫通孔の底面の外周にかからないように、前
記電極パッドに達する接続用開口を形成する工程と、
前記電極パッドと外部接続用端子とを電気的に接続する導電配線を形成する工程と、を
備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２６】
前記第二絶縁膜は電着材料で形成されていることを特徴とする請求項２５に記載の半導
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体の製造方法。
【請求項２７】
前記電着材料は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリ
カルボン酸樹脂であることを特徴とする請求項２６に記載の半導体の製造方法。
【請求項２８】
半導体基板の第一面に、第一絶縁膜を介して電極パッドを形成する工程と、
前記第一面とは反対側に位置する前記半導体基板の第二面から、前記第一面側の第一絶
縁膜に達する貫通孔を前記半導体基板に設ける工程と、
前記貫通孔を形成している側面および底面上、ならびに前記半導体基板の第二面上に、
導電配線と半導体基板との間を絶縁するための第三絶縁膜を形成する工程と、
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前記第三絶縁膜上に、前記貫通孔を覆うようにマスク用の感光性樹脂膜を形成する工程
と、
前記マスク用の感光性樹脂に対してフォトリソグラフィー処理を行うことによって、前
記半導体基板の第一面に対して垂直な方向からみて上記貫通孔の底面と重なる領域よりも
内側に開口を有するエッチングマスクを形成する工程と、
前記エッチングマスクを用いて、異方性ドライエッチングにて貫通孔の底面に重なるよ
うに形成されている第一絶縁膜と第三絶縁膜とからなる積層膜を除去して、貫通孔の底面
の外周にかからないように、前記電極パッドに達する開口を形成する工程と、
前記エッチングマスクを剥離後、前記第三絶縁膜上に感光性樹脂膜からなる第二絶縁膜
を形成する工程と、
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前記貫通孔の底面に重なるように形成されている第二絶縁膜に対してフォトリソグラフ
ィー処理を行うことにより、貫通孔の底面の外周にかからない領域の第二絶縁膜を除去し
て、前記電極パッドに達する接続用開口を形成する工程と、
前記電極パッドと外部接続用端子とを電気的に接続する導電配線を形成する工程と、を
備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２９】
前記第二絶縁膜およびマスク用の感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリ
ル樹脂またはシリコーン樹脂からなる膜であることを特徴とする請求項２８に記載の半導
体装置の製造方法。
【請求項３０】
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前記第三絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化
膜、またはこれらの積層膜であることを特徴とする請求項２８または２９に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項３１】
前記マスク用の感光性樹脂膜は、減圧された状態にて前記貫通孔を覆うように形成され
た後、前記マスク用の感光性樹脂膜によって隔てられた前記貫通孔の減圧された内部に対
して、前記貫通孔の外部を加圧することによって、前記貫通孔を形成している側面および
底面上に貼り付けられることを特徴とする請求項２８〜３０の何れか１項に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項３２】
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前記第三絶縁膜上に前記第二絶縁膜を形成する工程は、
減圧された状態にて前記第二絶縁膜を貼り合わせて前記貫通孔を覆う工程と、
前記第二絶縁膜によって隔てられた前記貫通孔の減圧された内部に対して、前記貫通孔
の外部を加圧することによって、前記第二絶縁膜を、前記貫通孔を形成している側面およ
び底面上に貼り付ける工程と、を含むことを特徴とする請求項２８〜３１の何れか１項に
記載の半導体の製造方法。
【請求項３３】
前記第一絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化
膜、またはこれらの積層膜によって形成されていることを特徴とする請求項１１〜３２の
何れか１項に記載の半導体装置の製造方法。
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【請求項３４】
前記貫通孔は、異方性プラズマエッチングによって形成されることを特徴とする請求項
１１〜３３の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３５】
前記フィルム状のレジスト膜に形成される開口は、フォトリソグラフィーによって形成
されることを特徴とする請求項１２、２３または２５の何れか１項に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項３６】
前記貫通孔を半導体基板に設ける工程において、前記半導体基板の第一面側に、半導体
基板を補強する補強板を設けることを特徴とする請求項１１〜３５の何れか１項に記載の
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半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体装置およびその製造方法に関するものである。より詳細には、絶縁膜
によって良好に絶縁された導電配線を有する半導体装置、およびその製造方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
近年、ますます半導体装置の小型化・薄型化の要求が高まっている。それゆえ、複数の
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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（例えば、
特許文献１参照）。
【０００３】
特 許 文 献 １ に は 、 貫 通 電 極 を 有 す る Ｂ Ｇ Ａ （ 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 に 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 Ｃ Ｖ Ｄ （ Che
mical Vapor Deposition） 法 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、貫通電極を形成している。
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【０００４】
さらに近年では、携帯電話に代表される小型のカメラモジュールにおいても、更なる小
型・薄型化の要求が高まっている。
【０００５】
例えば、貫通電極の製造方法と貫通電極とを適用したＣＣＤ固体撮像素子をカメラモジ
ュールとして組み立て、当該カメラモジュールを携帯電話に組み込み、その機能を評価し
た結果が報告されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００６】
非特許文献１によれば、半導体基板の素子が搭載された第一面側にある電極パッドと、
電極パッドと半導体基板とを電気的に分離するための第一絶縁膜と、半導体基板に対して

50

(7)

JP 2007‑305960 A 2007.11.22

、ウェハ裏面からウェハ表面の電極パッドに至る貫通孔を形成した後、貫通孔内の導電部
材からなる導電配線と半導体基板とを電気的に分離するため、貫通孔の側面と貫通孔の底
面とを覆う第二絶縁膜を形成する。この後、貫通孔内の導電配線と電極パッドとの導通を
取 る た め の コ ン タ ク ト を 形 成 す る た め 、 リ ア ク テ ィ ブ ・ イ オ ン ・ エ ッ チ (RIE)に よ る 異 方
性ドライエッチングを用いて、半導体基板裏面、貫通孔の側面、および貫通孔の底面に備
えられる電極パッドの裏面部分を覆う第二絶縁膜を、出来るだけ垂直方向にエッチングし
て除去し、半導体基板裏面と貫通孔の側面とに備えられる第二絶縁膜を残し、貫通孔の底
面（電極パッド裏に相当）に備えられる第二絶縁膜を除去して電極パッドの裏部分のみ露
出させて、コンタクトを形成している。
【０００７】
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このように、貫通電極を備えた半導体装置、および貫通電極形成プロセスは、メモリだ
けでなく固体撮像素子など幅広いデバイスの小型・薄型化を実現するために注目されてい
る。
【０００８】
以下に、図１６を用いて、貫通電極の形成方法を具体的に説明する。
【０００９】
図１６（ａ）〜（ｃ）は、貫通電極を備えた半導体装置の各製造過程における電極部付
近の断面図である。図１６（ｃ）に示すように、通常、半導体基板（半導体ウェハ）１０
１の第一面（基板おもて面）には第一絶縁膜１０２が形成されており、その上に多層配線
の金属配線層が形成されている。金属配線層には半導体装置の信号入出力を行うための電

20

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領域に形成される。
更に金属配線層の上に、酸化膜や窒化膜からなる保護膜１０４が形成されている。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、当該貫通孔の側面お
よび底面と、半導体基板１０１の第二面（基板うら面）とを覆うように第二絶縁膜１０５
が形成されている。また、貫通孔の底面から半導体基板１０１の第二面にかけて導電層１
０６が形成され、貫通孔内の導電層１０６が貫通電極として機能する。半導体基板１０１
の第２面は保護膜１０８によって保護され、外部接続端子１０７のみが開口される。これ
によって、半導体基板１０１の第二面における導電層１０６は、外部接続端子１０７と接
続される。その結果、半導体基板１０１の第一面に存在する電極パッド１０３と、第二面
に存在する外部接続端子１０７とは、導電層１０６によって導通する。
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【００１０】
図１６（ｃ）に示す半導体装置を製造する場合、第二絶縁膜１０５は、第一絶縁膜１０
２、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１０１に対し
て、第二面側から、例えばＣＶＤ法などによって形成される。しかしながら、この場合、
図１６（ａ）に示すように、第二絶縁膜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、導電層１０６を形成する前
に、図１６（ｂ）に示すように、貫通孔の側面に形成された第二絶縁膜１０５を残しなが
ら、電極パッド１０３の裏面に形成された第二絶縁膜１０５のみを除去する必要がある。
【００１１】
ここで、電極パッド裏面に形成された第２の絶縁膜１０５を除去する方法はいくつか考
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えられる。
【００１２】
第１の方法としては、半導体基板１０１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、その後ドライエッチングによって電極パッド１０３の
裏面に形成された第二絶縁膜１０５をエッチング除去することが考えられる。また、第２
の方法としては、異方性のドライエッチングを用いることにより、貫通孔の側面の第二絶
縁膜１０５をエッチングせずに、電極パッド１０３の裏面に形成された第二絶縁膜１０５
のみをエッチングする方法が考え得る。なお、上記特許文献１および非特許文献１では、
上記第２の方法が用いられている。
【特許文献１】特開２００３−３０９２２１号公報（平成１５年１０月３１日公開）
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【 非 特 許 文 献 １ 】 The 2004 International Conference on Solid State Devices and Mat
erials,Tokyo,2004,276‑277
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
しかしながら、上記従来の貫通電極を用いた半導体装置およびその製造方法では、絶縁
性の高い貫通電極を形成するには、制御が困難な非常に複雑な工程を経なくてはならない
という問題点を有している。
【００１４】
例えば、上記第１の方法では、貫通孔が開いた半導体基板の第二面にレジストを均一に
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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という問題点
を有する。
【００１５】
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。また、半導体
基板の厚さは様々であるが、１００〜８００μｍ程度の厚さの半導体基板が用いられるこ
とが多い。例えば、７０μｍ角の貫通孔を２００μｍの厚さの半導体基板に形成する場合
、この微細な貫通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。また、たとえ
微細な貫通孔の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、現像することによって、貫通
孔内部のレジストを開口させることは困難である。
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【００１６】
一方、第２の方法を用いた場合には、第１の方法と比較して、電極パッドの裏面に形成
された第二絶縁膜を開口することが容易であると考えられる。しかし、上記貫通孔の内部
にＣＶＤ法で酸化膜を成膜することによって第二絶縁膜を形成する場合、半導体基板の第
二面に形成される第二絶縁膜の膜厚に比べ、貫通孔の側面に形成される第二絶縁膜の膜厚
の方が薄くなるという問題点を有している。また、異方性エッチングにより電極パッド裏
面に形成される第二絶縁膜をエッチングする際、電極パッド裏面の第二絶縁膜に比べて半
導体基板の第二面に形成される第二絶縁膜のエッチングレートの方が大きく、半導体基板
の第二面の絶縁膜も同時にエッチングされてしまうという問題点を有している。また、異
方性エッチングとはいえ、貫通孔の側面に形成される第二絶縁膜がエッチングにより減少
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することも避けられない。さらに、後工程の導電配線の形成に先立ち、バリアメタルやシ
ードメタルをＰＶＤで形成する必要がある場合、貫通孔の側面は傾きをつける必要がある
。この場合、異方性エッチングとはいえ、貫通孔の側面に形成される第二絶縁膜がエッチ
ングにより減少し、貫通孔の側面の半導体基板が露出しやすくなるという問題点を有して
いる。さらに、図１７に示すように、貫通孔の底面近傍の半導体基板１０１に対して更な
る傾斜をつけている場合には、貫通孔の側面に形成された第二絶縁膜１０５（特に、上記
傾斜上に形成された第二絶縁膜）がエッチングによりさらに減少する結果、貫通孔の側面
の半導体基板１０１が露出するという問題点を有している。
【００１７】
従って上記第２の方法では、半導体基板の第二面および貫通孔の側面に形成される第二
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絶縁膜の厚さに比べて、貫通孔の底面に形成される第二絶縁膜の厚さを薄くする必要があ
る。そのため、形成条件を変えながら第二絶縁膜を複数回積層し、半導体基板の第二面、
および貫通孔の側面に形成される第二絶縁膜の膜厚を、貫通孔の底面に形成される第二絶
縁膜の膜厚に比べて厚く形成する必要がある。または、電極パッド裏面の第二絶縁膜をエ
ッチング除去した後に、再度、半導体基板の第二面上に第二絶縁膜を形成することが必要
になる。
【００１８】
更 に 、 上 記 従 来 の 方 法 で は 、 貫 通 孔 を リ ア ク テ ィ ブ ・ イ オ ン ・ エ ッ チ (RIE)に よ る 異 方
性エッチングで形成する途中において、図１８（ａ）〜（ｃ）に示すように一般にノッチ
１３１と言われる凹みが発生する場合がある。図１８（ａ）に示すように、上記従来の方
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法で貫通孔を形成する場合、半導体基板１０１上にレジスト膜１１２が形成される。そし
てレジスト膜１１２を用いた異方性エッチングによって、電極パッド１０３に至る貫通孔
が形成される。このとき、上記貫通孔では、第一絶縁膜１０２に接する半導体基板１０１
の領域にノッチ１３１が形成される。この後、図１８（ｂ）に示すように、ＣＶＤ法など
によって第二絶縁膜１０５を形成しても、ノッチ１３１上には第二絶縁膜が十分に形成さ
れない。そして、図１８（ｃ）に示すように、このような状態のまま導電層１０６を形成
すれば、半導体基板１０１と導電層１０６との間にリークが生じてしまう。これを回避す
るには、エッチング条件を複数段階に変更してエッチングを行う必要がある。このように
、上記従来の方法では、貫通孔形成時のエッチング条件、及び貫通孔内壁や半導体基板の
第２面を覆うように第２の絶縁膜を被覆する際に成膜条件を変更して複数回の成膜を実施
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するなど、非常に煩雑なプロセスを経て、ようやく、電極パッド裏面の一部を露出させ、
電極パッドと導電配線の間の導通を取っている。
【００１９】
以上のように、異方性エッチングで電極パッド裏面の酸化膜を除去する方法は、半導体
基板の裏面および側面の第二絶縁膜の膜厚、貫通孔の底面の第二絶縁膜の膜厚、ならびに
貫通孔の側面の傾き形状等、非常に多くの条件を考慮してプロセス条件を決定する必要が
ある。つまり、半導体基板面内、半導体基板間およびロット間の各種パラメータ、ならび
に半導体装置の状態の経時変化等、制御すべきプロセス条件が非常に複雑になるという問
題点を有している。
【００２０】
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本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、信頼性の高い
貫通電極を用いた半導体装置およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
本発明の半導体装置は、上記課題を解決するために、両面を貫通して形成される貫通孔
を有する半導体基板と、前記半導体基板の第一面において貫通孔を覆うように設けられる
電極パッドと、前記半導体基板の第二面に設けられる外部接続用端子と、前記貫通孔を通
り、電極パッドと外部接続用端子とを導通するための導電配線と、前記電極パッドと前記
半導体基板とを絶縁するために、半導体基板の第一面上に設けられる第一絶縁膜と、前記
導電配線と前記半導体基板とを絶縁するために、半導体基板の第二面上および貫通孔内部
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の表面上に設けられる第二絶縁膜と、を備え、前記導電配線は、前記半導体基板の第一面
に対して垂直な方向からみて、前記貫通孔の底面に少なくとも一部が重なるように設けら
れる第一絶縁膜および第二絶縁膜の少なくとも一方に形成される接続用開口を介して電極
パッドと接続される半導体装置において、前記接続用開口は、貫通孔の底面の外周にかか
らないように形成されていることを特徴としている。
【００２２】
上記構成によれば、貫通孔内部の側面は、第二絶縁膜によって覆われており、当該第二
絶縁膜によって導電配線と半導体基板とを絶縁することができる。つまり、貫通孔内部の
側面で半導体基板が露出して、貫通孔内の導電配線と半導体基板との間の絶縁性が損なわ
れてリークを生ずるということがない。また、上記構成によれば、貫通孔の側面が底面に
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対して９０度の角度にて形成されている場合でも、貫通孔の底面の絶縁膜のみが除去され
ているので、半導体装置を小さくすることができる。
【００２３】
本発明の半導体装置では、前記第二絶縁膜と、前記半導体基板および前記第一絶縁膜と
の間には、第三絶縁膜が形成され、当該第三絶縁膜の、前記半導体基板の第一面に対して
垂直な方向からみて前記接続用開口と重なる領域には、開口が形成されていることが好ま
しい。
【００２４】
上記構成によれば、導電配線と半導体基板との間を、第二絶縁膜および第三絶縁膜の２
層の絶縁膜によって絶縁することになる。したがって、導電配線と半導体基板との間を第
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二絶縁膜のみによって絶縁する場合と比較して、導電配線と半導体基板との絶縁を、より
確実にすることができる。
【００２５】
本発明の半導体装置では、前記第三絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜
、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、これらの積層膜または電着材料によって形成される膜、ま
たは感光性樹脂膜であることが好ましい。
【００２６】
本発明の半導体装置では、前記第二絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜
、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、これらの積層膜または電着材料によって形成される膜、ま
たは感光性樹脂膜であることが好ましい。
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【００２７】
さらに、本発明の半導体装置では、前記感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキシ樹脂、
アクリル樹脂またはシリコーン樹脂からなる膜であることが好ましい。
【００２８】
上記構成によれば、導電配線と半導体基板とを絶縁することができる。また、上記構成
として、電着材料を用いれば、第二絶縁膜または第三絶縁膜を、導電性材料上にのみ形成
することができる。また、上記第二絶縁膜および／または第三絶縁膜が感光性樹脂である
場合、フォトリソグラフィーによって開口（接続用開口）を有する第二絶縁膜および／ま
たは第三絶縁膜を形成することができる。この場合、第二絶縁膜および／または第三絶縁
膜に開口を形成する過程でエッチングを行うことがないので、第二絶縁膜および／または
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第三絶縁膜の下部に存在する絶縁膜を除去することなく、所望の箇所に開口を形成するこ
とができる。したがって、第二絶縁膜および／または第三絶縁膜の下部に存在する絶縁膜
を除去することがないので、導電配線と半導体とを、より確実に絶縁することができる。
【００２９】
本発明の半導体装置では、前記電着材料は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂
、ポリアミン、またはポリカルボン酸樹脂であることが好ましい。
【００３０】
上記構成によれば、第二絶縁膜を導電性材料上のみに形成することが可能になり、当該
第二絶縁膜によって、導電配線と半導体基板とを絶縁することができる。例えば、第一絶
縁膜とＳｉ基板などの半導体基板とが露出している場合を考える。これらのうち、導電性
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材料であるのは半導体基板である。したがって、半導体基板に電流を流しているときに、
電着材料を第一絶縁膜および半導体基板に加えれば、半導体基板上にのみ第二絶縁膜を形
成することができる。
【００３１】
本発明の半導体装置では、前記第一絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜
、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜によって形成されていることが好ま
しい。
【００３２】
上記構成によれば、電極パッドと半導体基板とを絶縁することができる。
【００３３】

40

本発明の半導体装置では、前記半導体基板の第一面側に、半導体基板を補強する補強板
が設けられていることが好ましい。
【００３４】
上記構成によれば、半導体基板に補強板が設けられていることにより、半導体基板の強
度を増すことができる。その結果、厚さの薄い半導体基板を提供することができる。例え
ば、研磨などによって半導体基板を薄くする場合、ある程度まで研磨が進むと半導体基板
の強度が低下するので、それ以上は研磨することができなくなる。しかしながら、補強板
を貼り合わせることによって半導体基板の強度が増し、更に研磨を進めることができる。
その結果、薄い半導体基板を提供することができる。半導体基板が薄いと多くの利点があ
る。例えば、半導体基板が厚いと、半導体基板に貫通孔を形成する際、エッチング時間が
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長くなることでコストアップにつながるとともに、孔の形状をコントロールすることが困
難となるが、半導体基板を薄くすることで上記問題点を回避できる。
【００３５】
本発明の半導体装置では、前記半導体基板と前記補強板との間には、光を受光するため
の画素領域が配置されていることが好ましい。
【００３６】
上記構成によれば、本発明の半導体装置をＣＣＤ固体撮像素子として構成することがで
きる。
【００３７】
本発明の半導体装置では、前記補強板は、光を透過することが好ましい。
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【００３８】
上記構成によれば、補強板を通して、光が画素領域に効率よく照射され得る。したがっ
て、本発明の半導体装置をＣＣＤ固体撮像素子として構成した場合、上記補強板は、画素
領域への光の照射を妨げることなく、半導体基板を補強することができる。
【００３９】
本発明の半導体装置の製造方法は、上記課題を解決するために、半導体基板の第一面に
、第一絶縁膜を介して電極パッドを形成する工程と、前記第一面とは反対側に位置する、
前記半導体基板の第二面から、前記第一面側の電極パッドに達する貫通孔を前記半導体基
板に設ける工程と、前記貫通孔を形成している側面および底面上、ならびに前記半導体基
板の第二面上に、導電配線と半導体基板との間を絶縁するための第二絶縁膜を形成する工
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程と、前記貫通孔の底面に重なるように形成されている第二絶縁膜を除去して、貫通孔の
底面の外周にかからないように、前記電極パッドに達する接続用開口を形成する工程と、
前記電極パッドと外部接続用端子とを電気的に接続する導電配線を形成する工程と、を備
えることを特徴としている。
【００４０】
上記構成によれば、貫通孔の底面に重なるように形成されている第二絶縁膜のうち、貫
通孔の底面の外周にかからない部分を除去し、当該第二絶縁膜が除去された領域を接続用
開口として用いる。したがって、当該接続用開口は、確実に第二絶縁膜によって囲まれて
いる。その結果、導電配線と半導体基板との間を絶縁することができる。
【００４１】
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本発明の半導体装置の製造方法では、前記接続用開口を形成する工程は、前記半導体基
板の第二面上に形成された第二絶縁膜上に、前記貫通孔を覆うようにフィルム状のレジス
ト膜を設ける工程と、前記フィルム状のレジスト膜の、前記半導体基板の第一面に対して
垂直な方向からみて、前記貫通孔の底面と重なる領域よりも内側に開口を形成してエッチ
ングマスクを設ける工程と、前記エッチングマスクを用いて、異方性ドライエッチングに
て貫通孔の底面に重なるように形成されている第二絶縁膜を除去して、貫通孔の底面の外
周にかからないように、前記電極パッドに達する接続用開口を形成する工程と、を備える
ことが好ましい。
【００４２】
上記構成によれば、貫通孔の底面よりも小さい開口を有するフィルム状のレジスト膜を
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用いた異方性ドライエッチングによって、貫通孔の底面に重なるように形成されている第
二絶縁膜が除去される。したがって、貫通孔内部の側面に形成された第二絶縁膜を除去す
ることなく、貫通孔の底面に重なるように形成された第二絶縁膜のみを除去することがで
きる。その結果、貫通孔内部の側面で半導体基板などが露出することなく、貫通孔内の導
電配線と半導体基板との間の絶縁性を良好に保つことができる。また、上記構成によれば
、貫通孔の側面が底面に対して９０度の角度にて形成されている場合でも、貫通孔の底面
の絶縁膜のみを除去することができるので、半導体装置を小さくすることができる。
【００４３】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第二絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン
含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜、あるいは電着材料によ
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って形成される膜であることが好ましい。
【００４４】
上記構成によれば、導電配線と半導体基板とを絶縁することができる。
【００４５】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記電着材料が、ポリイミド、エポキシ樹脂、ア
クリル樹脂、ポリアミン、またはポリカルボン酸樹脂であることが好ましい。
【００４６】
上記構成によれば、第二絶縁膜を導電性材料上のみに形成することが可能になり、当該
第二絶縁膜によって、導電配線と半導体基板とを絶縁することができる。例えば、電極パ
ッドとＳｉ基板などの半導体基板とが露出している場合を考える。これらは共に導電性材
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料である。したがって、半導体基板および電極パッドに電流を流しているときに、電着材
料を半導体基板および電極パッドに加えれば、半導体基板上と電極パッド上との両方に第
二絶縁膜を形成することができる。
【００４７】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第二絶縁膜は、感光性樹脂膜であり、前記接
続用開口を形成する工程は、貫通孔の底面に重なるように形成されている第二絶縁膜に対
してフォトリソグラフィー処理を行うことにより、貫通孔の底面の外周にかからない領域
の第二絶縁膜を除去して、前記電極パッドに達する接続用開口を形成する工程を備えるこ
とが好ましい。
【００４８】
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上記構成によれば、所望の開口を有する第二絶縁膜を形成することができる。当該開口
を形成する過程ではエッチングを用いることがないので、第二絶縁膜の下に別の絶縁膜が
形成されている場合でも、当該別の絶縁膜を除去することなく、第二絶縁膜に所望の開口
を形成することができる。したがって、電極パッドと半導体基板とを、より確実に絶縁す
ることができる。
【００４９】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキシ樹脂
、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂からなる膜であることが好ましい。
【００５０】
上記構成によれば、上記感光性樹脂膜を用いて、所望の開口を有する第二絶縁膜を容易
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に形成することができる。
【００５１】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記貫通孔を前記半導体基板に設ける工程と前記
第二絶縁膜を形成する工程との間に、前記貫通孔の側面および底面上、ならびに前記半導
体基板の第二面上に第三絶縁膜を形成する工程と、前記半導体基板の第一面に対して垂直
な方向からみて、前記接続用開口と重なる領域にある前記第三絶縁膜をエッチングによっ
て除去する工程と、を有することが好ましい。
【００５２】
上記構成によれば、導電配線と半導体基板との間を、第二絶縁膜および第三絶縁膜の２
層の絶縁膜によって絶縁することになる。したがって、導電配線と半導体基板との間を第
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二絶縁膜のみによって絶縁する場合と比較して、導電配線と半導体基板との絶縁を、より
確実にすることができる。
【００５３】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第三絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン
含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜であることが好ましい。
【００５４】
上記構成によれば、導電配線と半導体基板とを絶縁することができる。
【００５５】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記貫通孔を形成している側面および底面上、な
らびに前記半導体基板の第二面上に第二絶縁膜を形成する工程は、減圧された状態にて前
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記貫通孔を覆うように、前記半導体装置の第二面上に前記第二絶縁膜を貼り合せる工程と
、前記第二絶縁膜によって隔てられた前記貫通孔の減圧された内部に対して、前記貫通孔
の外部を加圧することによって、前記第二絶縁膜を、前記貫通孔を形成している側面およ
び底面上に貼り付ける工程と、を備えることが好ましい。
【００５６】
上記構成によれば、上記第二絶縁膜によって隔てられた貫通孔の内部を減圧し、当該貫
通孔の外部を加圧することによって、上記第二絶縁膜は、貫通孔の内部に向かって吸い込
まれる。その結果、上記第二絶縁膜を、貫通孔の側面上および底面上に貼り付けることが
できる。また、一度に多数の貫通孔に対して、貫通孔の内部と外部との気圧差を形成する
ことができるので、多数の貫通孔に対して、同時に第二絶縁膜を貼り付けることができる

10

。
【００５７】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第三絶縁膜を除去する工程は、前記貫通孔を
覆うようにマスク用の感光性樹脂膜を形成する工程と、前記マスク用の感光性樹脂に対し
てフォトリソグラフィー処理を行うことによって、前記半導体基板の第一面に対して垂直
な方向からみて上記貫通孔の底面と重なる領域よりも内側に開口を有するエッチングマス
クを形成する工程と、前記エッチングマスクを用いた異方性ドライエッチングによって、
前記貫通孔の底面上に形成されている前記第三絶縁膜のうち、前記貫通孔の底面の外周に
かからない領域を除去する工程と、を含むことが好ましい。
【００５８】
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上記構成によれば、貫通孔の底面上に形成されている第三絶縁膜のうち、貫通孔の底面
の外周にかからない領域を除去することができる。その結果、導電配線と半導体基板とを
絶縁することができる。
【００５９】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記マスク用の感光性樹脂膜は、減圧された状態
にて前記貫通孔を覆うように形成された後、前記マスク用の感光性樹脂膜によって隔てら
れた前記貫通孔の減圧された内部に対して、前記貫通孔の外部を加圧することによって、
前記貫通孔を形成している側面および底面上に貼り付けられることが好ましい。
【００６０】
上記構成によれば、上記マスク用の感光性樹脂によって隔てられた貫通孔の内部を減圧

30

し、当該貫通孔の外部を加圧することによって、上記マスク用の感光性樹脂膜は、貫通孔
の内部に向かって吸い込まれる。その結果、上記マスク用の感光性樹脂を、貫通孔の側面
上および底面上に貼り付けることができる。また、一度に多数の貫通孔に対して、貫通孔
の内部と外部との気圧差を形成することができるので、多数の貫通孔に対して、同時にマ
スク用の感光性樹脂膜を貼り付けることができる。マスク用の感光性樹脂膜が貫通孔の内
部に貼り合わされれば、エッチングマスクと第三絶縁膜との距離が短くなる。そして、エ
ッチングマスクと第三絶縁膜との距離が短くなれば、異方性ドライエッチングによって、
より正確に、第三絶縁膜の所望の領域のみを除去することができる。
【００６１】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記マスク用の感光性樹脂膜は、ポリイミド、エ
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ポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂からなる膜であることが好ましい。
【００６２】
上記構成によれば、上記マスク用の感光性樹脂を用いて、所望の開口を有するエッチン
グマスクを容易に形成することができる。
【００６３】
本発明の半導体装置の製造方法は、上記課題を解決するために、半導体基板の第一面に
、第一絶縁膜を介して電極パッドを形成する工程と、前記第一面とは反対側に位置する、
前記半導体基板の第二面から、前記第一絶縁膜に達する貫通孔を前記半導体基板に設ける
工程と、前記貫通孔を形成している側面および底面上、ならびに前記半導体基板の第二面
上に、導電配線と半導体基板との間を絶縁するための第二絶縁膜を形成する工程と、前記
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半導体基板の第二面上に形成された第二絶縁膜上に、前記貫通孔を覆うようにフィルム状
のレジスト膜を形成する工程と、前記フィルム状のレジスト膜の、前記半導体基板の第一
面に対して垂直な方向からみて、上記貫通孔の底面と重なる領域よりも内側に開口を形成
してエッチングマスクを設ける工程と、前記エッチングマスクを用いて、異方性ドライエ
ッチングにて貫通孔の底面に重なるように形成されている第一絶縁膜および第二絶縁膜を
除去して、貫通孔の底面の外周にかからないように、前記電極パッドに達する接続用開口
を形成する工程と、前記電極パッドと外部接続用端子とを電気的に接続する導電配線を形
成する工程と、を備えることを特徴としている。
【００６４】
上記構成によれば、貫通孔の底面よりも小さい開口を有するフィルム状のレジスト膜を
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用いた異方性ドライエッチングによって、貫通孔の底面に重なるように形成されている第
一絶縁膜および第二絶縁膜が除去される。したがって、貫通孔内部の側面に形成された第
二絶縁膜を除去することなく、貫通孔の底面に重なるように形成された第一絶縁膜および
第二絶縁膜のみを除去することができる。その結果、貫通孔内部の側面で半導体基板など
が露出することなく、貫通孔内の導電配線と半導体基板との間の絶縁性を良好に保つこと
ができる。また、上記構成によれば、貫通孔の側面が底面に対して９０度の角度にて形成
されている場合でも、貫通孔の底面の絶縁膜のみを除去することができるので、半導体装
置を小さくすることができる。
【００６５】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第二絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン
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含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜であることが好ましい。
【００６６】
上記構成によれば、導電配線と半導体基板とを絶縁することができる。
【００６７】
本発明の半導体装置の製造方法は、上記課題を解決するために、半導体基板の第一面に
、第一絶縁膜を介して電極パッドを形成する工程と、前記第一面とは反対側に位置する、
前記半導体基板の第二面から、前記第一面側の第一絶縁膜に達する貫通孔を前記半導体基
板に設ける工程と、前記貫通孔を形成している側面および底面上、ならびに前記半導体基
板の第二面上に、導電配線と半導体基板との間を絶縁するための第二絶縁膜を形成する工
程と、前記半導体基板の第二面上に形成された第二絶縁膜上に、前記貫通孔を覆うように
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フィルム状のレジスト膜を形成する工程と、前記フィルム状のレジスト膜の、前記半導体
基板の第一面に対して垂直な方向からみて、上記貫通孔の底面と重なる領域よりも内側に
開口を形成してエッチングマスクを設ける工程と、前記エッチングマスクを用いて、異方
性ドライエッチングにて貫通孔の底面に重なるように形成されている第一絶縁膜を除去し
て、貫通孔の底面の外周にかからないように、前記電極パッドに達する接続用開口を形成
する工程と、前記電極パッドと外部接続用端子とを電気的に接続する導電配線を形成する
工程と、を備えることを特徴としている。
【００６８】
上記構成によれば、貫通孔の底面よりも小さい開口を有するフィルム状のレジスト膜を
用いた異方性ドライエッチングによって、貫通孔の底面に重なるように形成されている第
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一絶縁膜が除去される。したがって、貫通孔内部の側面に形成された第二絶縁膜を除去す
ることなく、貫通孔の底面に重なるように形成された第一絶縁膜のみを除去することがで
きる。その結果、貫通孔内部の側面で半導体基板などが露出することなく、貫通孔内の導
電配線と半導体基板との間の絶縁性を良好に保つことができる。また、上記構成によれば
、貫通孔の側面が底面に対して９０度の角度にて形成されている場合でも、貫通孔の底面
の絶縁膜のみを除去することができるので、半導体装置を小さくすることができる。
【００６９】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第二絶縁膜は電着材料で形成されていること
が好ましい。
【００７０】
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さらに、本発明の半導体装置の製造方法では、前記電着材料は、ポリイミド、エポキシ
樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリカルボン酸樹脂であることが好ましい。
【００７１】
上記構成によれば、半導体基板などの導電性材料上にのみ第二絶縁膜を形成することが
できる。例えば、第一絶縁膜とＳｉ基板などの半導体基板とが露出している場合を考える
。これらのうち、導電性材料であるのは半導体基板である。したがって、半導体基板に電
流を流しているときに、電着材料を第一絶縁膜および半導体基板に加えれば、半導体基板
上にのみ第二絶縁膜を形成することができる。
【００７２】
本発明の半導体装置の製造方法は、上記課題を解決するために、半導体基板の第一面に

10

、第一絶縁膜を介して電極パッドを形成する工程と、前記第一面とは反対側に位置する前
記半導体基板の第二面から、前記第一面側の第一絶縁膜に達する貫通孔を前記半導体基板
に設ける工程と、前記貫通孔を形成している側面および底面上、ならびに前記半導体基板
の第二面上に、導電配線と半導体基板との間を絶縁するための第三絶縁膜を形成する工程
と、前記第三絶縁膜上に、前記貫通孔を覆うようにマスク用の感光性樹脂膜を形成する工
程と、前記マスク用の感光性樹脂に対してフォトリソグラフィー処理を行うことによって
、前記半導体基板の第一面に対して垂直な方向からみて上記貫通孔の底面と重なる領域よ
りも内側に開口を有するエッチングマスクを形成する工程と、前記エッチングマスクを用
いて、異方性ドライエッチングにて貫通孔の底面に重なるように形成されている第一絶縁
膜と第三絶縁膜とからなる積層膜を除去して、貫通孔の底面の外周にかからないように、
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前記電極パッドに達する開口を形成する工程と、前記エッチングマスクを剥離後、前記第
三絶縁膜上に感光性樹脂膜からなる第二絶縁膜を形成する工程と、前記貫通孔の底面に重
なるように形成されている第二絶縁膜に対してフォトリソグラフィー処理を行うことによ
り、貫通孔の底面の外周にかからない領域の第二絶縁膜を除去して、前記電極パッドに達
する接続用開口を形成する工程と、前記電極パッドと外部接続用端子とを電気的に接続す
る導電配線を形成する工程と、を備えることを特徴としている。
【００７３】
上記構成によれば、貫通孔の底面よりも小さい開口を有する感光性樹脂膜をエッチング
マスクとして用いる異方性ドライエッチングによって、貫通孔の底面に重なるように形成
されている、第一絶縁膜と第三絶縁膜とからなる積層膜を除去することができる。さらに
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、上記構成によれば、感光性樹脂膜を用いて第二絶縁膜が形成される。したがって、貫通
孔内部の側面に形成された第三絶縁膜を除去することなく、所望の開口を有する第二絶縁
膜を形成することができる。その結果、貫通孔内部の側面で半導体基板などが露出するこ
となく、貫通孔内の導電配線と半導体基板との間の絶縁性を良好に保つことができる。ま
た、上記構成によれば、貫通孔の側面が底面に対して９０度の角度にて形成されている場
合でも、貫通孔の底面の絶縁膜のみを除去することができるので、半導体装置を小さくす
ることができる。
【００７４】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第二絶縁膜およびマスク用の感光性樹脂膜は
、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂からなる膜であること
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が好ましい。
【００７５】
上記構成によれば、所望の開口を有する第二絶縁膜およびエッチングマスクを形成する
ことができる。
【００７６】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第三絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン
含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜であることを特徴とする
請求項２８または２９に記載の半導体装置の製造方法。
【００７７】
上記構成によれば、導電配線と半導体基板とを絶縁することができる。
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【００７８】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記マスク用の感光性樹脂膜は、減圧された状態
にて前記貫通孔を覆うように形成された後、前記マスク用の感光性樹脂膜によって隔てら
れた前記貫通孔の減圧された内部に対して、前記貫通孔の外部を加圧することによって、
前記貫通孔を形成している側面および底面上に貼り付けられることが好ましい。
【００７９】
上記構成によれば、上記マスク用の感光性樹脂によって隔てられた貫通孔の内部を減圧
し、当該貫通孔の外部を加圧することによって、上記マスク用の感光性樹脂膜は、貫通孔
の内部に向かって吸い込まれる。その結果、上記マスク用の感光性樹脂を、貫通孔の側面
上および底面上に貼り付けることができる。また、一度に多数の貫通孔に対して、貫通孔
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の内部と外部との気圧差を形成することができるので、多数の貫通孔に対して、同時にマ
スク用の感光性樹脂膜を貼り付けることができる。
【００８０】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第三絶縁膜上に前記第二絶縁膜を形成する工
程は、減圧された状態にて前記第二絶縁膜を貼りあわせて前記貫通孔を覆う工程と、前記
第二絶縁膜によって隔てられた前記貫通孔の減圧された内部に対して、前記貫通孔の外部
を加圧することによって、前記第二絶縁膜を、前記貫通孔を形成している側面および底面
上に貼り付ける工程と、を含むことが好ましい。
【００８１】
上記構成によれば、上記第二絶縁膜によって隔てられた貫通孔の内部を減圧し、当該貫
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通孔の外部を加圧することによって、上記第二絶縁膜は、貫通孔の内部に向かって吸い込
まれる。その結果、上記第二絶縁膜を、貫通孔の側面上および底面上に貼り付けることが
できる。また、一度に多数の貫通孔に対して、貫通孔の内部と外部との気圧差を形成する
ことができるので、多数の貫通孔に対して、同時に第二絶縁膜を貼り付けることができる
。
【００８２】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記第一絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン
含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜によって形成されている
ことが好ましい。
【００８３】

30

上記構成によれば、電極パッドと半導体基板とを絶縁することができる。
【００８４】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記貫通孔は、異方性プラズマエッチングによっ
て形成されることが好ましい。
【００８５】
上記構成によれば、所望の貫通孔を形成することができる。
【００８６】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記フィルム状のレジスト膜に形成される開口は
、フォトリソグラフィーによって形成されることが好ましい。
【００８７】
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上記構成によれば、貫通孔を覆うフィルム状のレジスト膜上の領域に、貫通孔の底面よ
りも小さい開口を容易に形成することができる。
【００８８】
本発明の半導体装置の製造方法では、前記貫通孔を半導体基板に設ける工程において、
前記半導体基板の第一面側に、半導体基板を補強する補強板を設けることが好ましい。
【００８９】
上記構成によれば、半導体基板に補強板を設けることにより、半導体基板の強度を増す
ことができる。その結果、半導体基板を研磨などによって薄くする場合でも、半導体基板
の強度が増しているので、半導体基板を薄く研磨することができる。その結果、薄い半導
体基板を提供することができる。
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【発明の効果】
【００９０】
本発明の半導体装置およびその製造方法では、以上のように、第一絶縁膜および第二絶
縁膜の少なくとも一方に形成される接続用開口は、貫通孔の底面の外周にかからないよう
に形成されている。
【００９１】
それゆえ、貫通孔の側面に形成されている絶縁膜をエッチングすることなく接続用開口
を形成し得るので、信頼性の高い貫通電極を有する半導体装置およびその製造方法を提供
することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】

10

【００９２】
本発明の一実施形態について図１〜１５、１９〜３７に基づいて説明すれば、以下の通
りである。
【００９３】
〔実施の形態１〕
図１に、本実施の形態の半導体装置の電極部付近の断面構造を示す。
【００９４】
図１に示すように、本実施の形態の半導体装置は、半導体基板１の第一面（基板おもて
面）に、第一絶縁膜２を介して、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
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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。なお
、図１においては、上記金属配線層に含まれる電極パッド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。なお、上記半
導体基板１の材料は特に限定されず、適宜公知の基板を用いることができる。例えば、Ｓ
ｉ基板またはＧａＡｓ基板などを用いることができる。また、第一絶縁膜２の材料も特に
限定されず、適宜公知の絶縁膜を用いることができる。例えば、Ｓｉ酸化膜、ボロン又は
リン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜によって形成されて
いることが好ましい。更に好ましくは、Ｓｉ酸化膜等の酸化膜を用いることが好ましい。
【００９５】
本実施の形態の半導体装置では、貫通電極は電極パッド３の領域に形成される。このた
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め、半導体基板１において、電極パッド３直下には貫通孔が形成され、当該貫通孔の内部
（側面および底面）と半導体基板１の第二面（基板うら面）とを覆うように第二絶縁膜５
が形成されている。なお、上記第二絶縁膜５は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜
、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜、あるいは電着材料によって形成さ
れる膜、あるいは感光性樹脂膜であることが好ましい。また、上記電着材料としては、ポ
リイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリカルボン酸樹脂を用い
ることが好ましい。また、上記感光性樹脂膜としては、ポリイミド、エポキシ樹脂、アク
リル樹脂またはシリコーン樹脂からなる膜を用いることが好ましい。
【００９６】
また、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、貫通孔の底面に少なくとも
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一部が重なるように設けられている第二絶縁膜５は、部分的に開口されている。つまり、
上記第二絶縁膜５では、貫通孔の底面の外周にかからないように開口が形成されている。
上記開口は、貫通孔の底面の外周にかからないように形成されていればよく、その形状な
どは特に限定されない。
【００９７】
上記貫通孔の内部から半導体基板１の第二面にかけて導電配線層６（導電配線）が形成
され、貫通孔内部の導電配線層６が、貫通電極としての機能を有している。このとき、電
極パッド３および導電配線層６は、第一絶縁膜２および第二絶縁膜５によって、半導体基
板１に対して絶縁性が保たれている。
【００９８】
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半導体基板１の第二面における導電配線層６は、外部入出力端子７（外部接続用端子）
と接続されている。このとき、半導体基板１の第二面は保護膜８によって覆われ、外部入
出力端子７のみが開口される。これにより、半導体基板１の第一面に存在する電極パッド
３と、第二面に存在する外部入出力端子７とが、導電配線層６によって導通する。
【００９９】
本実施の形態の半導体装置の製造方法を、図７（ａ）〜（ｇ）を用いて、以下に説明す
る。図７（ａ）〜（ｇ）は、本実施の形態の半導体装置を製造するときの、各工程におけ
る電極部付近の断面構造を示している。
【０１００】
まず、図７（ａ）に示すように、半導体基板１の第二面上に、レジスト膜１１が形成さ
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れる。上記レジスト膜１１には、後の工程において貫通孔を形成するための開口が形成さ
れている。また、半導体基板１の第一面上に、第一絶縁膜２が形成され、当該第一絶縁膜
２上に、電極パッド３を含む金属配線層および保護膜４が形成される。
【０１０１】
上記半導体基板１の厚さは、特に限定するものではないが、裏面研磨などによって１０
０μｍ〜３００μｍに調節されていることが好ましい。これは、半導体基板１が厚すぎる
と、後工程で半導体基板１に貫通孔を形成する際、貫通孔が深くなりエッチング時間が長
くなって処理能力が低下すると共にコストアップを招くことや、貫通孔の形状をコントロ
ールすることが困難になるためである。それ故、半導体基板１の厚さをある程度薄くする
ことで、エッチングの深さを浅くしている。また逆に、半導体基板１が薄すぎると、破損
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の危険性が上昇したり、反りが発生しやすくなるなど、後工程での取り扱いが難しくなる
。したがって、上記半導体基板１の厚さは、１００μｍ〜３００μｍに調節されているこ
とが好ましい。また、上述したように、半導体基板１の第二面（研磨面）にレジストを添
付し、第一面の電極パッド３に対応した位置を開口するようにレジストの露光・現像を行
って、レジスト膜１１を形成する。上記レジスト膜１１は、半導体基板１に貫通孔を形成
するためのドライエッチングにおいて、マスクとして機能する。なお、上記レジスト膜１
１の形成方法は、特に限定されず、適宜公知の方法を用いることができる。また、上記レ
ジスト膜１１の原料も特に限定されず、適宜公知のレジスト膜を用いることができる。
【０１０２】
次に、図７（ｂ）に示すように、レジスト膜１１をマスクとして、半導体基板１をドラ
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イエッチングして貫通孔を形成する。ドライエッチングによって、半導体基板１、および
電極パッド３直下の第一絶縁膜２がエッチングされて、電極パッド３の裏面が露出する。
なお、エッチング後は、上記レジスト膜１１は剥離される。
【０１０３】
次に、図７（ｃ）に示すように、貫通孔の側面、電極パッド３の裏面、および半導体基
板１の第二面上に第二絶縁膜５が形成される。上記第二絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又
はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜、あるいは電着材
料によって形成される膜、あるいは感光性樹脂膜であることが好ましい。さらに、上記電
着材料は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリカルボン
酸樹脂であることが好ましい。また、上記感光性樹脂膜としては、ポリイミド、エポキシ
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樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂からなる膜を用いることが好ましい。また、上
記第二絶縁膜の形成方法も特に限定されず、適宜公知の方法によって形成することができ
る。例えば、第二絶縁膜がＳｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ
窒化膜、またはこれらの積層膜である場合には、プラズマＣＶＤ法を用いて上記第二絶縁
膜を形成することが好ましい。また、第二絶縁膜が電着材料である場合には、電着膜形成
法によって上記第二絶縁膜を形成することが好ましい。例えば、上記第二絶縁膜として電
着材料を用いれば、図１８（ａ）〜（ｃ）に示すようなノッチが形成された場合でも、ノ
ッチ内に電着材料が被覆される。その結果、後述する図７（ｆ）において貫通孔内に導電
配線層が形成されても、導電配線層と半導体基板との間の絶縁性が維持されるという利点
を有する。

50

(19)

JP 2007‑305960 A 2007.11.22

【０１０４】
また、第二絶縁膜の形成方法としては、例えば、図１９に示す方法を用いることもでき
る。なお、当該方法を用いて第二絶縁膜を形成する場合には、第二絶縁膜５としては特に
限定されないが、感光性樹脂膜であることが好ましい。上記感光性樹脂膜としても特に限
定されないが、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂からなる
膜であることが好ましい。当該方法にて第二絶縁膜を形成する場合には、以下に示すよう
に、第二絶縁膜が変形する変形工程を含む。したがって、上記変形工程では、第二絶縁膜
は柔軟性を有していることが好ましい。したがって、第二絶縁膜として感光性樹脂を用い
れば、上記変形工程の前に光を照射しないことによって、第二絶縁膜の柔軟性を保つこと
ができる。その結果、貫通孔内部に、より密着して第二絶縁膜を貼り付けることができる
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。そして、貫通孔内部に密着させた後で上記第二絶縁膜に光を照射すれば、貫通孔の内部
に密着した第二絶縁膜を形成することができる。さらに、光を照射するときにマスクを用
いれば、第二絶縁膜に所望の開口（接続用開口）を形成することができる。
【０１０５】
図１９（ａ）・（ｂ）に示す工程は、図７（ａ）・（ｂ）に示す工程と同じであるので
、ここではその説明を省略する。第二絶縁膜の形成方法としては、まず、図１９（ｃ）に
示すように、貫通孔の開口部を覆うようにして、半導体基板１の第二面上に第二絶縁膜５
が貼り付けられる。
【０１０６】
次に、図１９（ｄ）に示すように、減圧下においてシート状の第二絶縁膜５を半導体基
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板１の第二面に貼り合せた後、加圧して貫通孔の外側（加圧）と内側（減圧）の圧差を利
用して、シート状の第二絶縁膜５を半導体基板１の第二面側の表面、および貫通孔内壁に
被覆して貼り合せることによって形成することができる。なお、この場合、第二絶縁膜５
および半導体基板１を加熱して、変形しやすい状態にしておくことが好ましい。
【０１０７】
貫通孔の外側と内側とに圧差を形成する方法としては特に限定されない。例えば、真空
ラミネータを用いて減圧環境を形成し、当該減圧環境下において第二絶縁膜５を半導体基
板１の第二面に貼り合わせる。このとき、貫通孔の内部は、第二絶縁膜５および電極パッ
ド３によって密閉されているので、真空状態となる。なお、このとき、第二絶縁膜５と半
導体基板１の第二面との間で気泡が発生することを防ぐために、プレス機構を用いて、半
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導体装置を、加熱（例えば、３０〜２５０℃）および加圧（例えば、１０Ｋ〜２０ＭＰａ
）しておくことが好ましい。なお、貫通孔の内部の真空度としては１００Ｋ〜１Ｐａであ
ることが好ましい。上述したように、減圧環境下において第二絶縁膜５を半導体基板１の
第二面に張り合わせたあと、貫通孔の外部を加圧すればよい。当該加圧方法としては特に
限定されないが、例えば、窒素などの不活性ガスを貫通孔の外部に加えればよい。これに
よって第二絶縁膜５は貫通孔の内部に引き込まれ、その結果、貫通孔の内部に第二絶縁膜
５を貼り合わせることができる。
【０１０８】
なお、当該方法は、第二絶縁膜５に限らず、あらゆる膜の形成方法として用いることが
できる。当該方法は、所望の構成を膜状に形成したあとで当該構成を構造体上に貼り付け
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るので、貫通孔の内部などに代表される複雑な形状を有する構造体の上に、均等な膜厚を
有する膜を形成することができる。つまり、構造体の形状によらず、当該構造体のあらゆ
る箇所の上に、均等な厚さを有する膜を形成することができる。その結果、例えば、半導
体装置内の構成を確実に絶縁することが可能である。また、当該方法によって、エッチン
グマスク等を形成すれば、保護したい箇所を確実に保護することが可能である。
【０１０９】
次に、図７（ｄ）に示すように、上記貫通孔の開口面を覆うようにレジスト膜１２が形
成される。上記レジスト膜１２は、フィルム状であることが好ましく、その厚さは特に限
定されない。また、上記レジスト膜１２の材料は特に限定されず、適宜公知のレジスト膜
を用いることができる。例えば、エポキシ系などの感光性樹脂を用いることが好ましい。
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当該レジスト膜１２には、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、上記貫通
孔の底面と重なる領域の内側に開口が形成される。当該開口の形成方法は、特に限定され
ないが、フォトリソグラフィーによって形成されることが好ましい。
【０１１０】
上述したように、本実施の形態の半導体装置の製造方法においては、レジスト膜１２の
、貫通孔の底面と重なる領域の内側に開口が形成されている。ここで、「レジスト膜の、
貫通孔の底面と重なる領域」とは、上記貫通孔の底面の外周から、当該貫通孔の底面に対
して垂線を引いた場合、当該垂線と上記レジスト膜１２との接点によって囲まれる領域の
ことである。そして、上記開口は、当該領域よりも内側に形成されている。
【０１１１】

10

レジスト膜１２に形成される開口について、図１０（ａ）を用いて、さらに詳細に説明
する。図１０（ａ）に示すように、本実施の形態の半導体装置の製造方法では、レジスト
膜１２において、貫通孔の底面と重なる領域の内側に開口が形成される。つまり、上記開
口は、貫通孔の底面の外周から、当該底面に対して垂線を引いた場合、当該垂線とレジス
ト膜１２との接点によって囲まれる領域（レジスト膜１２の領域であって、矢印６０に相
当する領域）の内側に形成されている。したがって、本実施の形態においてレジスト膜１
２に形成される開口としては、矢印５０に相当する領域の開口などが含まれる。矢印５０
に相当する領域の開口を有する場合、後段の異方性ドライエッチングにて第二絶縁膜５を
除去しようとすれば、矢印５０にて示す領域と重なる第二絶縁膜５の領域が除去される。
したがって、貫通孔の側面に形成されている第二絶縁膜５を除去することなく、貫通孔の

20

底面に重なるように形成された第二絶縁膜５のみを除去することができる。仮に、矢印７
０に相当する領域の開口を有すれば、矢印７０にて示す領域と重なる第二絶縁膜５が除去
される。したがって、貫通孔の側面に形成されている第二絶縁膜５も除去されて、その結
果、半導体基板１が露出することになる。したがって、レジスト膜１２において、上記矢
印７０に相当する領域に形成される開口は、本願発明の範囲に含まれない。
【０１１２】
次に、図７（ｅ）に示すように、異方性ドライエッチングを行うことによって、電極パ
ッド３の裏面と導電配線とを隔てる第二絶縁膜５が部分的に除去される。このとき除去さ
れる第二絶縁膜５の部分は、貫通孔の底面よりも内側の領域である。その大きさは、貫通
孔の底面よりも小さければよく、特に限定されない。また、その形状も特に限定されない
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。上記レジスト膜１２を用いて第二絶縁膜５を除去することによって、貫通孔の側面に設
けられた第二絶縁膜５をエッチングすることなく、電極パッド３の裏面上に形成された第
二絶縁膜５のみを除去することができる。また、この後、半導体基板１の裏面にバリアメ
タル層、および電解メッキのためのシードメタル層が形成される（図示せず）。上記バリ
アメタル層およびシードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって
形成され得る。例えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などによって形成することができる。
【０１１３】
上述したように第二絶縁膜５が感光性樹脂膜である場合、上記図７（ｄ）・（ｅ）にて
説明した工程は、別の工程に置き換えることができる。以下に、上記別の工程を、図１９
（ｅ）を用いて説明する。図１９（ｅ）に示すように、第二絶縁膜５には、半導体基板１
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の第一面に対して垂直な方向からみて、上記貫通孔の底面と重なる領域の内側に開口が形
成される。当該開口の形成方法は、特に限定されないが、フォトリソグラフィーの露光・
現像によって形成されることが好ましい。このとき開口される部分の大きさは、貫通孔の
底面よりも小さければよく、特に限定されない。また、その形状も特に限定されない。
【０１１４】
フォトリソグラフィーによって開口を形成する場合には、貫通孔の底面上に形成された
第二絶縁膜に照射する光を制限するような遮光マスクを用いればよい。つまり、第二絶縁
膜５中の上記開口を形成したい領域にのみ、光を照射しないような遮光マスクを用いれば
よい。例えば、当該遮光マスクは、図１０（ａ）〜図１０（ｃ）におけるレジスト膜１２
に形成される開口の位置に形成されてもよい。
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【０１１５】
また、第二絶縁膜５として感光性樹脂膜を用いれば、第二絶縁膜５をエッチングする必
要がなく、電極パッド３の裏面上に形成された第二絶縁膜５を部分的に除去・開口する必
要もない。
【０１１６】
次に、図７（ｆ）に示すように、電極パッド３の裏面と後に形成される外部接続端子と
を電気的に接続する再配線パターンとして機能する導電配線層６が、上記シードメタル層
上に形成される。なお、図１９（ｆ）に示す工程は、図７（ｆ）に示す工程と同じである
。上記導電配線層６の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法を用いることができる
。例えば、電解銅メッキなどによって形成することができる。
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【０１１７】
上記導電配線層６の具体的な形成方法としては、まず、半導体基板１の裏面にレジスト
を塗布し、当該レジストを通常のフォトリソ工程にて露光・現像することによって、再配
線パターンが形成される。なお、貫通孔が設けられた半導体基板１に対して、液状のレジ
ストを塗布することが困難である場合には、レジストとしてフィルム状レジストなどを用
いることもできる。続いて、上記シードメタル層を陰極として電解銅メッキを行うことに
よって、上記レジストの開口部分にあたる再配線パターンの膜厚が増加し、導電配線層６
が形成される。このとき、上記導電配線層６の膜厚は、特に限定されない。例えば、後工
程で外部入出力端子として半田ボールを搭載するためには、膜厚は１０μｍであることが
好ましい。その後、レジストが除去されるとともに、不要なシードメタル層とバリアメタ
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ル層とが、エッチングによって除去される。なお、フォトリソ工程によって再配線パター
ンを形成する工程と電解銅メッキを行う工程とは、行う順番を逆にすることもできる。即
ち、まず、半導体基板１の裏面全面に形成されたシードメタル層の上に、電解銅メッキな
どによって導電配線層が形成される。次に、再配線パターンのレジストを残し、かつ再配
線パターン以外のレジストが除去されるように、レジストを通常のフォトリソ工程にて露
光・現像することによって、再配線パターンが形成される。その後、不要な銅メッキ層、
シードメタル層およびバリアメタル層が、エッチングによって除去される。
【０１１８】
次に、図７（ｇ）に示すように、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８が形成される。なお、図１９（ｇ）に示す工程は、図７（ｇ）に示す工程と同じで
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ある。上記感光性絶縁樹脂としては特に限定されず、適宜公知の感光性絶縁樹脂を用いる
ことができる。その後、保護膜８に、外部接続端子の形成部が開口される。当該開口部の
形成方法は、特に限定されず、適宜公知の方法によって形成することができる。例えば、
フォトリソ工程において露光・現像することによって、上記開口部を形成することができ
る。そして、上記保護膜８の開口部に、外部入力端子となる半田ボールを搭載して、個別
の半導体チップにダイシングすることによって、本実施の形態の半導体装置が完成する。
【０１１９】
なお、図７（ｅ）〜（ｇ）では、バリアメタル層およびシードメタル層を記載していな
いが、上記工程において形成されたバリアメタル層９およびシードメタル層１０を図１２
（ａ）〜（ｄ）に示す。図１２（ａ）〜（ｄ）に示すように、第二絶縁膜５が部分的に除
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去されたあと、半導体基板１の裏面にバリアメタル層９が形成され、さらに当該バリアメ
タル９層上にシードメタル層１０が形成される。
【０１２０】
〔実施の形態２〕
以下に、本実施の形態の半導体装置について説明する。なお、本実施の形態において説
明すること以外の構成は、実施の形態１と同じである。また、説明の便宜上、実施の形態
１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説
明を省略する。
【０１２１】
図２に、本発明の他の実施の形態の半導体装置の電極部付近の断面構造を示す。

50

(22)

JP 2007‑305960 A 2007.11.22

【０１２２】
図２に示すように、本実施の形態の半導体装置でも、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直下には貫通孔が形成され
ている。上記貫通孔の側面と半導体基板１の第二面とを覆うように第二絶縁膜５が形成さ
れるとともに、上記貫通孔の底面に重なるように第一絶縁膜２および第二絶縁膜５が形成
されている。なお、上記第二絶縁膜５は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ
酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜であることが好ましい。
【０１２３】
また、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、貫通孔の底面に少なくとも
一部が重なるように設けられている第一絶縁膜２および第二絶縁膜５は、部分的に開口さ
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れている。つまり、上記第一絶縁膜２および第二絶縁膜５では、貫通孔の底面の外周にか
からないように開口が形成されている。上記開口は、貫通孔の底面の外周にかからないよ
うに形成されていればよく、その形状などは特に限定されない。
【０１２４】
本実施の形態の半導体装置においても、導電配線層６、保護膜８および外部入出力端子
７などが形成されているが、実施の形態１と同じであるので、その説明は省略する。
【０１２５】
本実施の形態の半導体装置の製造方法を、図８（ａ）〜（ｇ）を用いて、以下に説明す
る。なお、図８（ａ）・（ｆ）・（ｇ）に示される工程は、それぞれ実施の形態１におい
て図７（ａ）・（ｆ）・（ｇ）に示される工程と同じである。したがって、これらの工程
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についての説明は、省略する。
【０１２６】
本実施の形態の半導体装置の製造方法では、図８（ｂ）に示すように、レジスト膜１１
をマスクとして、半導体基板１をドライエッチングして貫通孔を形成する。ドライエッチ
ングによって、半導体基板１のみがエッチングされる。つまり、電極パッド３直下の第一
絶縁膜２は残される。なお、エッチング後は、上記レジスト膜１１は剥離される。
【０１２７】
次に、８（ｃ）に示すように、貫通孔の側面、貫通孔内部の第一絶縁膜２、および半導
体基板１の第二面上に第二絶縁膜５が形成される。上記第二絶縁膜の形成方法は特に限定
されないが、プラズマＣＶＤ法などを用いて形成されることが好ましい。また、上記第二
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絶縁膜５は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、また
はこれらの積層膜であることが好ましい。以上のように第二絶縁膜５を形成することによ
って、電極パッド３の直下において電極パッド３と貫通孔の底面とを隔てる絶縁膜は、第
一絶縁膜２および第二絶縁膜５となる。これによって、貫通電極の絶縁性を更に高めるこ
とができる。
【０１２８】
次に、図８（ｄ）に示すように、上記貫通孔の開口面を覆うようにレジスト膜１２が形
成される。上記レジスト膜１２は、フィルム状であることが好ましく、その厚さは特に限
定されない。また、上記レジスト膜１２の材料は特に限定されず、適宜公知のレジスト膜
を用いることができる。例えば、エポキシ系などの感光性樹脂を用いることが好ましい。
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当該レジスト膜１２には、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、上記貫通
孔の底面と重なる領域の内側に開口が形成される。当該開口の形成方法は、特に限定され
ないが、フォトリソグラフィーによって形成されることが好ましい。レジスト膜１２に形
成される開口について、図１０（ｂ）を用いて、その詳細を図示した。本願実施の形態に
おける開口は、貫通孔の底面の外周から、当該底面に対して垂線を引いた場合、当該垂線
とレジスト膜１２との接点によって囲まれる領域（レジスト膜１２の領域であって、矢印
６０に相当する領域）の内側に形成されている。したがって、本実施の形態においてレジ
スト膜１２に形成される開口としては、矢印５０に相当する領域の開口などが含まれる。
矢印５０に相当する領域の開口を有する場合、後段の異方性ドライエッチングにて第一絶
縁膜２および第二絶縁膜５を除去しようとすれば、矢印５０にて示す領域と重なる第一絶
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縁膜２および第二絶縁膜５の領域が除去される。したがって、貫通孔の側面に形成されて
いる第二絶縁膜５を除去することなく、貫通孔の底面に重なるように形成された第一絶縁
膜２および第二絶縁膜５のみを除去することができる。仮に、矢印７０に相当する領域の
開口を有すれば、矢印７０にて示す領域と重なる第二絶縁膜５が除去される。したがって
、貫通孔の側面に形成されている第二絶縁膜５も除去されて、その結果、半導体基板１が
露出することになる。したがって、レジスト膜１２において、上記矢印７０に相当する領
域に形成される開口は、本願発明の範囲に含まれない。
【０１２９】
次に、図８（ｅ）に示すように、異方性ドライエッチングを行うことによって、電極パ
ッド３の裏面と導電配線とを隔てる第一絶縁膜２および第二絶縁膜５が部分的に除去され

10

る。このとき除去される第一絶縁膜２および第二絶縁膜５の部分は、貫通孔の底面よりも
内側の領域である。その大きさは、貫通孔の底面よりも小さければよく、特に限定されな
い。また、その形状も特に限定されない。上記レジスト膜１２を用いて第一絶縁膜２およ
び第二絶縁膜５を除去することによって、貫通孔の側面に設けられた第二絶縁膜５をエッ
チングすることなく、電極パッド３の裏面上に形成された第一絶縁膜２および第二絶縁膜
５のみを除去することができる。また、この後、半導体基板１の裏面にバリアメタル層、
および電解メッキのためのシードメタル層が形成される（図示せず）。上記バリアメタル
層およびシードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形成され
得る。例えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などによって形成することができる。
【０１３０】
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また、上述したように、この後の工程、つまり図８（ｆ）・（ｇ）に示される工程は、
図７（ｆ）・（ｇ）に示される工程と同じであるので、その説明は省略することとする。
【０１３１】
なお、図８（ｅ）〜（ｇ）では、バリアメタル層およびシードメタル層を記載していな
いが、上記工程において形成されたバリアメタル層９およびシードメタル層１０を図１３
（ａ）〜（ｄ）に示す。図１３（ａ）〜（ｄ）に示すように、第二絶縁膜５が部分的に除
去されたあと、半導体基板１の裏面にバリアメタル層９が形成され、さらに当該バリアメ
タル層９上にシードメタル層１０が形成される。
【０１３２】
〔実施の形態３〕
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以下に、本実施の形態の半導体装置について説明する。なお、本実施の形態において説
明すること以外の構成は、実施の形態１と同じである。また、説明の便宜上、実施の形態
１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説
明を省略する。
【０１３３】
図３に、本発明の他の実施の形態の半導体装置の電極部付近の断面構造を示す。
【０１３４】
図３に示すように、本実施の形態の半導体装置でも、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直下には貫通孔が形成され
ている。上記貫通孔の側面と半導体基板１の第二面とを覆うように第二絶縁膜５が形成さ
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れるとともに、上記貫通孔の底面に重なるように第一絶縁膜２が形成されている。なお、
上記第二絶縁膜５は、電着材料で形成されていることが好ましい。また、上記電着材料と
しては、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリカルボン酸
樹脂であることが好ましい。上記第二絶縁膜５が、電着材料で形成されることにより、貫
通孔の底面にある第一絶縁膜２上に第二絶縁膜５を形成することなく、半導体基板１の第
二面上および貫通孔の側面にのみ第二絶縁膜５を形成することができる。
【０１３５】
また、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、貫通孔の底面に少なくとも
一部が重なるように設けられている第一絶縁膜２は、部分的に開口されている。つまり、
上記第一絶縁膜２では、貫通孔の底面の外周にかからないように開口が形成されている。
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上記開口は、貫通孔の底面の外周にかからないように形成されていればよく、その形状な
どは特に限定されない。
【０１３６】
本実施の形態の半導体装置においても、導電配線層６、保護膜８および外部入出力端子
７などが形成されているが、実施の形態１と同じであるので、その説明は省略する。
【０１３７】
本実施の形態の半導体装置の製造方法を、図９（ａ）〜（ｇ）を用いて、以下に説明す
る。なお、図９（ａ）・（ｂ）・（ｆ）・（ｇ）に示される工程は、それぞれ実施の形態
２において図８（ａ）・（ｂ）・（ｆ）・（ｇ）に示される工程と同じである。したがっ
て、これらの工程についての説明は、省略することとする。
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【０１３８】
本実施の形態の半導体装置の製造方法では、図９（ｃ）に示すように、貫通孔の側面、
および半導体基板１の第二面上に第二絶縁膜５が形成される。上記第二絶縁膜５は、電着
材料にて形成されることが好ましい。さらに、上記電着材料は、ポリイミド、エポキシ樹
脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリカルボン酸樹脂であることが好ましい。上記
第二絶縁膜は、電着膜形成法によって形成されることが好ましい。以上のようにして第二
絶縁膜５が形成される。したがって、貫通孔の底面には第一絶縁膜２が残存するため、貫
通孔の底面には第二絶縁膜５が形成されない。その結果、電極パッド３と貫通孔の底面と
は、第一絶縁膜２のみによって隔てられている。また、上記第二絶縁膜２として電着材料
を用いれば、ノッチが形成された場合でも、ノッチ内に電着材料が被覆される。その結果
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、貫通孔内に導電配線層が形成されても、導電配線層と半導体基板との間の絶縁性が維持
されるという利点を有する。
【０１３９】
次に、図９（ｄ）に示すように、上記貫通孔の開口面を覆うようにレジスト膜１２が形
成される。上記レジスト膜１２は、フィルム状であることが好ましく、その厚さは特に限
定されない。また、上記レジスト膜１２の材料は特に限定されず、適宜公知のレジスト膜
を用いることができる。例えば、エポキシ系などの感光性樹脂を用いることが好ましい。
当該レジスト膜１２には、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、上記貫通
孔の底面と重なる領域の内側に開口が形成される。当該開口の形成方法は、特に限定され
ないが、フォトリソグラフィーによって形成されることが好ましい。レジスト膜１２に形

30

成される開口について、図１０（ｃ）を用いて、その詳細を図示した。本願実施の形態に
おける開口は、貫通孔の底面の外周から、当該底面に対して垂線を引いた場合、当該垂線
とレジスト膜１２との接点によって囲まれる領域（レジスト膜１２の領域であって、矢印
６０に相当する領域）の内側に形成されている。したがって、本実施の形態においてレジ
スト膜１２に形成される開口としては、矢印５０に相当する領域の開口などが含まれる。
矢印５０に相当する領域の開口を有する場合、後段の異方性ドライエッチングにて第一絶
縁膜２を除去しようとすれば、矢印５０にて示す領域と重なる第一絶縁膜２の領域が除去
される。したがって、貫通孔の側面に形成されている第二絶縁膜５を除去することなく、
貫通孔の底面に重なるように形成された第一絶縁膜２のみを除去することができる。仮に
、矢印７０に相当する領域の開口を有すれば、矢印７０にて示す領域と重なる第二絶縁膜
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５が除去される。したがって、貫通孔の側面に形成されている第二絶縁膜５も除去されて
、その結果、半導体基板１が露出することになる。したがって、レジスト膜１２において
、上記矢印７０に相当する領域に形成される開口は、本願発明の範囲に含まれない。
【０１４０】
次に、図９（ｅ）に示すように、異方性ドライエッチングを行うことによって、電極パ
ッド３の裏面と導電配線とを隔てる第一絶縁膜２が部分的に除去される。このとき除去さ
れる第一絶縁膜２の部分は、貫通孔の底面よりも内側の領域である。その大きさは、貫通
孔の底面よりも小さければよく、特に限定されない。また、その形状も特に限定されない
。上記レジスト膜１２を用いて第一絶縁膜２を除去することによって、貫通孔の側面に設
けられた第二絶縁膜５をエッチングすることなく、電極パッド３の裏面上に形成された第
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一絶縁膜２のみを除去することができる。また、この後、半導体基板１の裏面にバリアメ
タル層、および電解メッキのためのシードメタル層が形成される（図示せず）。上記バリ
アメタル層およびシードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって
形成され得る。例えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などによって形成することができる。
【０１４１】
また、上述したように、この後の工程、つまり図９（ｆ）・（ｇ）に示される工程は、
図８（ｆ）・（ｇ）に示される工程と同じであるので、その説明は省略することとする。
【０１４２】
なお、図９（ｅ）〜（ｇ）では、バリアメタル層およびシードメタル層を記載していな
いが、上記工程において形成されたバリアメタル層９およびシードメタル層１０を図１４
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（ａ）〜（ｄ）に示す。図１４（ａ）〜（ｄ）に示すように、第二絶縁膜５が部分的に除
去されたあと、半導体基板１の裏面にバリアメタル層９が形成され、さらに当該バリアメ
タル層９上にシードメタル層１０が形成される。
【０１４３】
〔実施の形態４〕
以下に、本実施の形態の半導体装置について説明する。なお、本実施の形態において説
明すること以外の構成は、実施の形態１と同じである。また、説明の便宜上、実施の形態
１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説
明を省略する。
【０１４４】
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図２０に、本発明の他の実施の形態の半導体装置の電極部付近の断面構造を示す。
【０１４５】
図２０に示すように、本実施の形態の半導体装置でも、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直下には貫通孔が形成さ
れている。上記貫通孔の側面と半導体基板１の第二面とを覆うように第二絶縁膜５形成さ
れるとともに、上記貫通孔の底面に重なるように第三絶縁膜１３が形成されている。なお
、上記第三絶縁膜１３は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ
窒化膜、またはこれらの積層膜であることが好ましい。上記第二絶縁膜５は、感光性樹脂
膜で形成されており、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂か
らなる膜であることが好ましい。
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【０１４６】
また、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、貫通孔の底面に少なくとも
一部が重なるように設けられている第一絶縁膜２および第二絶縁膜５は、部分的に開口さ
れている。つまり、上記第一絶縁膜２および第二絶縁膜５では、貫通孔の底面の外周にか
からないように開口が形成されている。上記開口は、貫通孔の底面の外周にかからないよ
うに形成されていればよく、その形状などは特に限定されない。
【０１４７】
本実施の形態の半導体装置においても、導電配線層６、保護膜８および外部入出力端子
７などが形成されているが、実施の形態１と同じであるので、その説明は省略する。
【０１４８】
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本実施の形態の半導体装置の製造方法を、図２１（ａ）〜図２１（ｄ）および図２２（
ａ）〜図２２（ｅ）を用いて、以下に説明する。なお、図２１（ａ）・（ｂ）に示される
工程は、それぞれ実施の形態１において図７（ａ）・（ｂ）に示される工程と同じである
。したがって、これらの工程についての説明は、省略する。
【０１４９】
本実施の形態の半導体装置の製造方法では、図２１（ｂ）に示す貫通孔に対して、図２
１（ｃ）に示すように、貫通孔の側面、底面、および半導体基板１の第二面上に第三絶縁
膜１３が形成される。上記第三絶縁膜１３の形成方法は特に限定されないが、プラズマＣ
ＶＤ法などを用いて形成されることが好ましい。また、上記第三絶縁膜１３は、Ｓｉ酸化
膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜であ
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ることが好ましい。
【０１５０】
次に、図２１（ｄ）に示すように、半導体基板１の第二面、及び貫通孔内壁と底面に形
成された第三絶縁膜１３をＡｒ、Ｘｅ等のイオンを用いて異方性エッチングし、貫通孔内
部の側面に形成された第三絶縁膜１３を除去することなく、貫通孔の底面に重なるように
形成された第三絶縁膜１３のみを除去する。
【０１５１】
次に、図２２（ａ）に示すように、上記貫通孔の開口面を覆うように第二絶縁膜５が形
成される。貫通孔の開口部を覆うようにして、半導体基板１の第二面上に第二絶縁膜５が
貼り付けられる。上記第二絶縁膜５としては特に限定されないが、観光性樹脂膜であるこ
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とが好ましい。また、感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂または
シリコーン樹脂からなる膜であることが好ましい。
【０１５２】
次に、図２２（ｂ）に示すように、減圧下においてシート状の第二絶縁膜５を半導体基
板１の第二面に貼り合せた後、加圧して貫通孔の外側（加圧）と中側（減圧）の圧差を利
用して、シート状の第二絶縁膜５を半導体基板１の第二面側の表面、および貫通孔内壁に
被覆して貼り合せる。このとき、第二絶縁膜５および半導体基板１を加熱し、変形しやす
い状態にしておくことが好ましい。また、上記第二絶縁膜５の形状としては特に限定され
ないが、シート状であることが好ましく、その厚さは特に限定されない。
【０１５３】
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次に、図２２（ｃ）に示すように、当該第二絶縁膜５には、半導体基板１の第一面に対
して垂直な方向からみて、上記貫通孔の底面と重なる領域の内側に開口が形成される。当
該開口の形成方法は、特に限定されないが、フォトリソグラフィーの露光・現像によって
形成されることが好ましい。このとき開口される部分の大きさは、貫通孔の底面よりも小
さければよく、特に限定されない。また、その形状も特に限定されない。以上のように、
第二絶縁膜５と第三絶縁膜１３とを併用すれば、貫通電極の絶縁性を更に高めることがで
きる。
【０１５４】
また、この後、図２２（ｄ）・（ｅ）に示すように、半導体基板１の裏面にバリアメタ
ル層、および電解メッキのためのシードメタル層が形成される（図示せず）。上記バリア
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メタル層およびシードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形
成され得る。例えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などによって形成することができる。
【０１５５】
また、上述したように、この工程、つまり図２２（ｄ）・（ｅ）に示される工程は、図
７（ｆ）・（ｇ）に示される工程と同じであるので、その説明は省略することとする。
【０１５６】
〔実施の形態５〕
以下に、本実施の形態の半導体装置について説明する。なお、本実施の形態において説
明すること以外の構成は、実施の形態１と同じである。また、説明の便宜上、実施の形態
１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説
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明を省略する。
【０１５７】
図２３に、本発明の他の実施の形態の半導体装置の電極部付近の断面構造を示す。
【０１５８】
図２３に示すように、本実施の形態の半導体装置でも、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直下には貫通孔が形成さ
れている。上記貫通孔の側面と半導体基板１の第二面とを覆うように第三絶縁膜１３と第
二絶縁膜５とが形成されるとともに、上記貫通孔の底面に重なるように第三絶縁膜１３と
第二絶縁膜５とが形成されている。なお、上記第三絶縁膜１３は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又
はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜、あるいは電着材
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料膜であることが好ましい。上記第二絶縁膜５は、感光性樹脂膜で形成されており、ポリ
イミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂からなる膜であることが好ま
しい。また、上記電着材料としては、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリア
ミン、またはポリカルボン酸樹脂であることが好ましい。上記第三絶縁膜１３と第二絶縁
膜５とが積層膜として形成されることにより、貫通電極の絶縁性を更に高めることができ
る。
【０１５９】
また、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、貫通孔の底面に少なくとも
一部が重なるように設けられている第三絶縁膜１３は、部分的に開口されている。つまり
、上記第三絶縁膜１３では、貫通孔の底面の外周にかからないように、内側に開口が形成
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されている。上記開口は、貫通孔の底面の外周にかからないように形成されていればよく
、その形状などは特に限定されない。
【０１６０】
本実施の形態の半導体装置においても、導電配線層６、保護膜８および外部入出力端子
７などが形成されているが、実施の形態１と同じであるので、その説明は省略する。
【０１６１】
本実施の形態の半導体装置の製造方法を、図２４（ａ）〜図２４（ｇ）、図２５（ａ）
〜図２５（ｅ）を用いて、以下に説明する。なお、図２４（ａ）・（ｂ）・（ｃ）、図２
５（ａ）・（ｂ）・（ｃ）・（ｄ）・（ｅ）に示される工程は、それぞれ図２１（ａ）・
（ｂ）・（ｃ）、図２２（ａ）・（ｂ）・（ｃ）・（ｄ）・（ｅ）に示される工程と同じ

20

である。したがって、これらの工程についての説明は、省略することとする。
【０１６２】
本実施の形態の半導体装置の製造方法では、図２４（ｃ）に示すように、貫通孔の側面
、および半導体基板１の第二面上に第三絶縁膜１３が形成される。上記第三絶縁膜１３は
、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの
積層膜、あるいは電着材料膜であることが好ましい。また、上記電着材料としては、ポリ
イミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリカルボン酸樹脂であるこ
とが好ましい。上記電着材料膜は、電着膜形成法によって形成されることが好ましい。以
上のようにして第三絶縁膜１３が形成される。したがって、貫通孔の底面には第三絶縁膜
１３が形成される。その結果、電極パッド３と貫通孔の底面とは、第三絶縁膜１３のみに
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よって隔てられている。また、上記第三絶縁膜１３として電着材料を用いれば、ノッチが
形成された場合でも、ノッチ内に電着材料が被覆される。その結果、貫通孔内に導電配線
層が形成されても、導電配線層と半導体基板との間の絶縁性が維持されるという利点を有
する。
【０１６３】
次に、図２４（ｄ）に示すように、上記貫通孔の開口面を覆うように第二絶縁膜５が形
成される。貫通孔の開口部を覆うようにして、半導体基板１の第二面上に第二絶縁膜５が
貼り付けられる。第二絶縁膜５としては特に限定されないが、感光性樹脂膜であることが
好ましい。上記感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコ
ーン樹脂からなる膜であることが好ましい。
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次に、図２４（ｅ）に示すように、減圧下においてシート状の第二絶縁膜５を半導体基板
１の第二面に貼り合せた後、加圧して貫通孔の外側（加圧）と中側（減圧）の圧差を利用
して、シート状の第二絶縁膜５を半導体基板１の第二面側の表面、および貫通孔内壁に被
覆して貼り合せる。このとき、第二絶縁膜５および半導体基板１を加熱し、変形しやすい
状態にしておくことが好ましい。また、上記第二絶縁膜５の形状としては特に限定されな
いが、シート状であることが好ましく、その厚さは特に限定されない。
【０１６４】
次に、図２４（ｆ）に示すように、当該第二絶縁膜５には、半導体基板１の第一面に対
して垂直な方向からみて、上記貫通孔の底面と重なる領域の内側に開口が形成されてエッ
チングマスクとして機能する。当該開口の形成方法は、特に限定されないが、フォトリソ

50

(28)

JP 2007‑305960 A 2007.11.22

グラフィーの露光・現像によって形成されることが好ましい。このとき開口される部分の
大きさは、貫通孔の底面よりも小さければよく、特に限定されない。その形状も特に限定
されない。
【０１６５】
次に、図２４（ｇ）に示すように、上記エッチングマスクを用いて異方性ドライエッチ
ングにて貫通孔の底面に重なるように形成されている第三絶縁膜１３を除去して、貫通孔
の底面の外周にかからないように、電極パッド３に達する接続用開口を形成する。上記エ
ッチングマスクは、公知の方法によって剥離されて除去されることが好ましい。
【０１６６】
次に、図２５（ａ）・（ｂ）・（ｃ）に示すように、図２４（ｄ）・（ｅ）・（ｆ）に
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示した工程と同様の工程によって、前記第二絶縁膜５を形成する。以上のようにして、第
二絶縁膜５と第三絶縁膜１３とを併用することによって、貫通電極の絶縁性を更に高める
ことができる。
【０１６７】
また、この後、図２５（ｄ）・（ｅ）に示すように、半導体基板１の裏面にバリアメタ
ル層、および電解メッキのためのシードメタル層が形成される（図示せず）。上記バリア
メタル層およびシードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形
成され得る。例えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などによって形成することができる。
【０１６８】
また、上述したように、この工程、つまり図２５（ｄ）・（ｅ）に示される工程は、図
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７（ｆ）・（ｇ）に示される工程と同じであるので、その説明は省略する。
【０１６９】
〔実施の形態６〕
以下に、本実施の形態の半導体装置について説明する。なお、本実施の形態において説
明すること以外の構成は、実施の形態１と同じである。また、説明の便宜上、実施の形態
１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説
明を省略する。
【０１７０】
図２６に、本発明の他の実施の形態の半導体装置の電極部付近の断面構造を示す。
【０１７１】
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図２６に示すように、本実施の形態の半導体装置でも、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直下には貫通孔が形成さ
れている。上記貫通孔の側面と半導体基板１の第二面とを覆うように第三絶縁膜１３と第
二絶縁膜５とが形成されるとともに、上記貫通孔の底面に重なるように第三絶縁膜１３、
第二絶縁膜５および第一絶縁膜２が形成されている。なお、上記第三絶縁膜１３は、Ｓｉ
酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜
であることが好ましい。上記第二絶縁膜５は、感光性樹脂膜であることが好ましく、上記
感光性樹脂膜としては、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂
からなる膜であることが好ましい。また、上記第一絶縁膜２としては、Ｓｉ酸化膜、ボロ
ン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜であることが
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好ましい。上記第三絶縁膜１３と第二絶縁膜５の積層膜、および第一絶縁膜２が形成され
ることにより、貫通電極の絶縁性を更に高めることができる。
【０１７２】
また、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、貫通孔の底面に少なくとも
一部が重なるように設けられている第三絶縁膜１３、第二絶縁膜５および第一絶縁膜２は
、部分的に開口されている。つまり、貫通孔の底面の外周にかからないように内側に開口
が形成されている。上記開口は、貫通孔の底面の外周にかからないように形成されていれ
ばよく、その形状などは特に限定されない。
【０１７３】
本実施の形態の半導体装置においても、導電配線層６、保護膜８および外部入出力端子
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７などが形成されているが、実施の形態１と同じであるので、その説明は省略する。
【０１７４】
本実施の形態の半導体装置の製造方法を、図２７（ａ）〜図２７（ｇ）および図２８（
ａ）〜図２８（ｅ）を用いて、以下に説明する。なお、図２７（ａ）・（ｂ）、図２８（
ａ）・（ｂ）・（ｃ）・（ｄ）・（ｅ）に示される工程は、図２４（ａ）・（ｂ）、図２
５（ａ）・（ｂ）・（ｃ）・（ｄ）・（ｅ）に示される工程と同じである。したがって、
これらの工程についての説明は、省略することとする。
【０１７５】
本実施の形態の半導体装置の製造方法では、図２７（ｂ）に示すように、レジスト膜１
１をマスクとして、半導体基板１をドライエッチングして貫通孔を形成する。ドライエッ
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チングによって、半導体基板１がエッチングされて、電極パッド３裏面の第一絶縁膜２が
露出する。なお、エッチング後は、上記レジスト膜１１は剥離される。
【０１７６】
図２７（ｃ）に示すように、貫通孔の側面、および半導体基板１の第二面上に第三絶縁
膜１３が形成される。上記第三絶縁膜１３は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、
Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこれらの積層膜であることが好ましい。また、上記第
一絶縁膜２としては、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化
膜、またはこれらの積層膜であることが好ましい。以上のようにして、貫通孔の底面には
第三絶縁膜１３と第一絶縁膜２との積層膜が形成される。
【０１７７】
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次に、図２７（ｄ）に示すように、上記貫通孔の開口面を覆うように第二絶縁膜５が形
成される。貫通孔の開口部を覆うようにして、半導体基板１の第二面上に第二絶縁膜５が
貼り付けられる。第二絶縁膜５としては特に限定されないが、感光性樹脂膜であることが
好ましい。上記感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコ
ーン樹脂からなる膜であることが好ましい。
【０１７８】
次に、図２７（ｅ）に示すように、上記第二絶縁膜５は、減圧下においてシート状の感
光性樹脂膜を半導体基板１の第二面に貼り合せた後、加圧して貫通孔の外側（加圧）と中
側（減圧）の差圧を利用して、シート状の第二絶縁膜５を半導体基板１の第二面側の表面
および貫通孔内壁に被覆して貼り合せる。このとき、第二絶縁膜５および半導体基板１を
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加熱し、変形しやすい状態にしておくことが好ましい。また、上記第二絶縁膜５の形状と
しては特に限定されないが、シート状であることが好ましく、その厚さは特に限定されな
い。
【０１７９】
次に、図２７（ｆ）に示すように、当該第二絶縁膜５には、半導体基板１の第一面に対
して垂直な方向からみて、上記貫通孔の底面と重なる領域の内側に開口が形成されてエッ
チングマスクとして機能する。当該開口の形成方法は、特に限定されないが、フォトリソ
グラフィーの露光・現像によって形成されることが好ましい。このとき開口される部分の
大きさは、貫通孔の底面よりも小さければよく、特に限定されない。その形状も特に限定
されない。
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【０１８０】
次に、図２７（ｇ）に示すように、上記エッチングマスクを用いて異方性ドライエッチ
ングにて貫通孔の底面に重なるように形成されている第三絶縁膜１３と第一絶縁膜２とを
除去して、貫通孔の底面の外周にかからないように、前記電極パッドに接続用開口を形成
する。その後、上記エッチングマスクは、公知の方法によって剥離され、除去されること
が好ましい。
【０１８１】
次に、図２８（ａ）・（ｂ）・（ｃ）に示すように、図２７（ｄ）・（ｅ）・（ｆ）に
示した工程と同様の工程によって、前記第二絶縁膜５を形成する。以上のようにして、第
二絶縁膜５と第三絶縁膜１３とを併用することによって、貫通電極の絶縁性を更に高める
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ことができる。
【０１８２】
また、この後、図２８（ｄ）・（ｅ）に示すように、半導体基板１の裏面にバリアメタ
ル層、および電解メッキのためのシードメタル層が形成される（図示せず）。上記バリア
メタル層およびシードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形
成され得る。例えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などによって形成することができる。
【０１８３】
また、上述したように、この工程、つまり図２８（ｄ）・（ｅ）に示される工程は、図
７（ｆ）・（ｇ）に示される工程と同じであるので、その説明は省略する。
【０１８４】
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〔実施の形態７〕
以下に、本実施の形態の半導体装置について説明する。なお、本実施の形態において説
明すること以外の構成は、実施の形態１と同じである。また、説明の便宜上、実施の形態
１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説
明を省略する。
【０１８５】
本 発 明 の 半 導 体 装 置 を 用 い て な る Ｃ Ｃ Ｄ （ Charge Coupled Device） 固 体 撮 像 素 子 パ ッ
ケージの構造例を、図４〜６、図２９〜図３１に示す。図４、５、６、２９、３０および
３１に示すＣＣＤ固体撮像素子パッケージの貫通孔周辺の構造は、それぞれ、実施の形態
１、２、３、４、５および６にて説明した半導体装置の構造と同じである。
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【０１８６】
図４〜６、図２９〜図３１に示すＣＣＤ固体撮像素子パッケージでは、半導体基板１の
第一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、半導体基板１の第一面に形
成された電極パッド３と半導体基板１の第二面に形成された外部入出力端子７とが、導電
配線層６によって電気的に接続されている。上記導電配線層６は特に限定されず、適宜公
知の導電配線を用いることができる。例えば、導電配線層６は、銅メッキによって形成さ
れてもよい。この時、電極パッド３および導電配線層６と、半導体基板１とは電気的に絶
縁されている。つまり、第一絶縁膜２と第二絶縁膜５とにより上記絶縁性が保たれている
。なお、上記構成の詳細に関しては、実施の形態１〜６に記載したので、ここではその説
明を省略する。
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【０１８７】
本実施の形態のＣＣＤ固体撮像素子パッケージでは、半導体基板１の第一面には、接着
層２１を介して補強板２２が接着されている。また、上記半導体基板１と上記補強板２２
との間には、ＣＣＤ受光部２３（画素領域）が配置されている。なお、上記接着層２１は
、ＣＣＤ受光部２３が形成されている領域を避けるように形成されている。上記接着層２
１の材料は特に限定されず、適宜公知の接着剤を用いることができる。また、上記補強板
２２は、光透過性部材であることが好ましい。また、上記光透過性部材としては、例えば
、ガラス、プラスチック、またはアクリル樹脂などを用いることができる。
【０１８８】
本実施の形態の半導体装置の製造方法を、図１１（ａ）〜（ｇ）を用いて、以下に説明

40

する。
【０１８９】
本実施の形態の半導体装置の製造方法では、図１１（ａ）に示すように、第一絶縁膜２
、電極パッド３を含む金属配線層、およびＣＣＤ受光部２３が形成されている半導体基板
１の第一面に、接着剤を含む接着層２１が形成される。上記接着層２１は、ＣＣＤ受光部
２３が形成されている領域を避けるように形成される。これは、ＣＣＤ受光部２３上に接
着層２１を形成すると、ＣＣＤ受光部２３が光学的に劣化するためである。上記接着層２
１を形成する方法は特に限定されず、適宜公知の方法を用いて形成することができる。例
えば、ディスペンス法、印刷法、または感光性樹脂をフォトリソ工程にて露光・現像する
ことによって、接着層２１を半導体基板１上に形成することができる。また、場合によっ
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ては、半導体基板と貼り合わせられる補強板２２側に、接着層２１を形成しても良い。
【０１９０】
次に、マイクロレンズなどを備えたＣＣＤ受光部２３の保護のため、所定の厚さに形成
された接着層２１を介して、半導体基板に補強板２２が貼り合される。上記補強板２２は
、ＣＣＤ受光部２３の保護、および薄くした半導体基板１の補強のために用いられる。上
記補強板２２の厚さは特に限定されないが、例えば、０．５ｍｍ厚のガラス板を補強板２
３として用いることができる。
【０１９１】
次に、半導体基板１の第二面を研磨して半導体基板１の厚さを調節する。半導体基板１
の厚さは特に限定されず、目的に応じて所望の厚さに調節することができる。例えば、半

10

導体基板１を２００μｍの厚さに研磨することができる。このように、半導体基板１をで
きるだけ薄くすることによって、ＣＣＤ固体撮像素子パッケージを薄くすることができる
。ただし、ＣＣＤ受光部２３が形成されている領域は、接着層２１がないため空間となっ
ている。このような空間がある状態にて半導体基板１を薄く研磨しすぎると、半導体基板
１が破損する恐れがある。このような場合には、通常の裏面研磨法によって半導体基板１
をあらかじめ２００μｍ以下の厚さに研磨しておき、当該半導体基板１に対して、接着層
が形成された補強板２２を貼り合わせることによって、上記問題を解決することができる
。
【０１９２】
次に、半導体基板１の第二面（研磨面）にレジスト１１を塗布し、その後、第一面の電
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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。上記レ
ジスト１１は、半導体基板１に貫通孔を形成するためにドライエッチングを行う際に、マ
スクとして機能する。
【０１９３】
この後の工程は、実施の形態１〜６の各製造方法にしたがって形成すればよい。つまり
、図４〜６、図２９〜図３１に示すＣＣＤ固体撮像素子パッケージを製造するには、それ
ぞれ、実施の形態１〜６にて説明した半導体装置の製造方法に従えばよい。例えば、図１
１には、実施の形態１にて説明した半導体装置を用いたＣＣＤ固体撮像素子パッケージの
製造方法が示されている。以下に、その製造方法について説明する。
【０１９４】
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まず、図１１（ｂ）に示すように、レジスト１１をマスクとして、半導体基板１をドラ
イエッチングする。半導体基板１、および電極パッド３直下の第一絶縁膜２がエッチング
されて、その結果、電極パッド３の裏面が露出する。なお、エッチング後は、レジスト１
１を剥離しておく。
【０１９５】
次に、図１１（ｃ）に示すように、貫通孔の側面、電極パッド３の裏面、および半導体
基板１の第二面上に第二絶縁膜５が形成される。上記第二絶縁膜の形成方法は特に限定さ
れないが、プラズマＣＶＤ法などを用いて形成されることが好ましい。また、上記第二絶
縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロン又はリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこ
れらの積層膜、あるいは電着材料、あるいは感光性樹脂膜であることが好ましい。さらに
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、上記電着材料は、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン、またはポリ
カルボン酸樹脂であることが好ましい。また、上記感光性樹脂膜は、ポリイミド、エポキ
シ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂からなる膜であることが好ましい。
【０１９６】
また、上記第二絶縁膜５の形成方法としては、減圧下においてシート状の感光性樹脂膜
などを半導体基板１の第二面に貼り合せた後、加圧して貫通孔の外側（加圧）と中側（減
圧）の圧差を利用して、シート状の感光性樹脂膜を半導体基板１の第二面側の表面、及び
貫通孔内壁に被覆して貼り合せることによって形成することもできる。このように、第二
絶縁膜５として、例えば感光性樹脂膜を用いれば、ノッチが形成された場合でも、当該ノ
ッチを感光性樹脂膜によって被覆することができる。その結果、導電配線層と半導体基板
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との間の絶縁性を維持することができる。
【０１９７】
次に、図１１（ｄ）に示すように、上記貫通孔の開口面を覆うようにレジスト膜１２が
形成される。上記レジスト膜１２は、フィルム状であることが好ましく、その厚さは特に
限定されない。上記レジスト膜１２の材料は特に限定されず、適宜公知のレジスト膜を用
いることができる。例えば、エポキシ系などの感光性樹脂を用いることが好ましい。当該
レジスト膜１２には、半導体基板１の第一面に対して垂直な方向からみて、上記貫通孔の
底面と重なる領域の内側に開口が形成される。当該開口の形成方法は、特に限定されない
が、フォトリソグラフィーによって形成されることが好ましい。
【０１９８】

10

次に、図１１（ｅ）に示すように、異方性ドライエッチングを行うことによって、電極
パッド３の裏面と導電配線とを隔てる第二絶縁膜５が部分的に除去される。このとき除去
される第二絶縁膜５の部分は、貫通孔の底面よりも内側の領域である。その大きさは、貫
通孔の底面よりも小さければよく、特に限定されない。また、その形状も特に限定されな
い。上記レジスト膜１２を用いて第二絶縁膜５を除去することによって、貫通孔の側面に
設けられた第二絶縁膜５をエッチングすることなく、電極パッド３の裏面上に形成された
第二絶縁膜５のみを除去することができる。また、この後、半導体基板１の裏面にバリア
メタル層、および電解メッキのためのシードメタル層が形成される（図示せず）。上記バ
リアメタル層およびシードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によっ
て形成され得る。例えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などによって形成することができる
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。ＣＣＤ固体撮像素子に対する熱的な悪影響を考慮した場合、上記バリアメタル層および
シードメタル層は、スパッタ法によって形成されることが好ましい。
【０１９９】
次に、図１１（ｆ）に示すように、電極パッド３の裏面と後に形成される外部接続端子
７とを電気的に接続する再配線パターンとして機能する導電配線層６が、上記シードメタ
ル層上に形成される。上記導電配線層６の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法を
用いることができる。例えば、電解銅メッキなどによって形成することができる。
【０２００】
上記導電配線層６の具体的な形成方法としては、まず、半導体基板１の裏面にレジスト
を塗布し、当該レジストを通常のフォトリソ工程にて露光・現像することによって、再配
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線パターンが形成される。なお、貫通孔が設けられた半導体基板１に対して、液状のレジ
ストを塗布することが困難である場合には、レジストとしてフィルム状レジストなどを用
いることもできる。続いて、上記シードメタル層を陰極として電解銅メッキを行うことに
よって、上記レジストの開口部分にあたる再配線パターンの膜厚が増加し、導電配線層が
形成される。このとき、上記導電配線層の膜厚は、特に限定されない。例えば、後工程で
外部入出力端子として半田ボールを搭載するためには、膜厚は１０μｍであることが好ま
しい。その後、レジストが除去されるとともに、不要なシードメタル層とバリアメタル層
とが、エッチングによって除去される。なお、フォトリソ工程によって再配線パターンを
形成する工程と電解銅メッキを行う工程とは、行う順番を逆にすることもできる。即ち、
まず、半導体基板１の裏面全面に形成されたシードメタル層の上に、電解銅メッキなどに
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よって導電配線層が形成される。次に、再配線パターンのレジストを残し、かつ再配線パ
ターン以外のレジストが除去されるように、レジストを通常のフォトリソ工程にて露光・
現像することによって、再配線パターンが形成される。その後、不要な銅メッキ層、シー
ドメタル層およびバリアメタル層が、エッチングによって除去される。
【０２０１】
次に、図１１（ｇ）に示すように、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８が形成される。上記感光性絶縁樹脂としては特に限定されず、適宜公知の感光性
絶縁樹脂を用いることができる。その後、保護膜８に、外部接続端子７の形成部が開口さ
れる。当該開口部の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形成することが
できる。例えば、フォトリソ工程において露光・現像することによって、上記開口部を形
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成することができる。そして、上記保護膜８の開口部に、外部入力端子７となる半田ボー
ルを搭載して、個別の半導体チップにダイシングすることによって、本実施の形態のＣＣ
Ｄ固体撮像素子パッケージが完成する。
【０２０２】
なお、図１１（ｅ）〜（ｇ）では、バリアメタル層およびシードメタル層を記載してい
ないが、上記工程において形成されたバリアメタル層９およびシードメタル層１０を図１
５（ａ）〜（ｄ）に示す。図１５（ａ）〜（ｄ）に示すように、第二絶縁膜５が部分的に
除去されたあと、半導体基板１の裏面にバリアメタル層９が形成され、さらに当該バリア
メタル層９上にシードメタル層１０が形成される。
【０２０３】

10

また、図３２および図３３、図３４および図３５、図３６および図３７に、それぞれ実
施 の 形 態 ４ 〜 ６ に て 説 明 し た 半 導 体 装 置 を 用 い て な る Ｃ Ｃ Ｄ （ Charge Coupled Device）
固体撮像素子パッケージの製造方法を示す。なお、図３２および図３３、図３４および図
３５、図３６および図３７に示す製造方法は、実施の形態４〜７に記載の内容に基づいて
行われるものである。したがって、ここでは、その詳細な説明を省略する。
【０２０４】
なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
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【０２０５】
以上のように、本発明の半導体装置は、信頼性の高い貫通電極が形成されているととも
に、本発明は、その製造方法を提供することができる。そのため、本発明は、半導体装置
やその部品を製造する分野に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２０６】
【図１】本発明の実施の一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】本発明の他の実施の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。
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【図３】本発明のさらに他の実施の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４】本発明のさらに他の実施の形態を示すものであり、ＣＣＤ固体撮像素子パッケー
ジの要部構成を示す断面図である。
【図５】本発明のさらに他の実施の形態を示すものであり、ＣＣＤ固体撮像素子パッケー
ジの要部構成を示す断面図である。
【図６】本発明のさらに他の実施の形態を示すものであり、ＣＣＤ固体撮像素子パッケー
ジの要部構成を示す断面図である。
【図７】（ａ）〜（ｇ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって、
上記半導体装置の断面図である。

40

【図８】（ａ）〜（ｇ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって、
上記半導体装置の断面図である。
【図９】（ａ）〜（ｇ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって、
上記半導体装置の断面図である。
【図１０】本発明の実施の一形態を示すものであり、レジスト膜の形成状態を示す断面図
である。
【図１１】（ａ）〜（ｇ）は、上記ＣＣＤ固体撮像素子パッケージの製造プロセスの一部
を表すものであって、上記ＣＣＤ固体撮像素子の断面図である。
【図１２】（ａ）〜（ｄ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
、バリアメタル層およびシードメタル層が設けられた上記半導体装置の断面図である。
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【図１３】（ａ）〜（ｄ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
、バリアメタル層およびシードメタル層が設けられた上記半導体装置の断面図である。
【図１４】（ａ）〜（ｄ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
、バリアメタル層およびシードメタル層が設けられた上記半導体装置の断面図である。
【図１５】（ａ）〜（ｄ）は、上記ＣＣＤ固体撮像素子パッケージの製造プロセスの一部
を表すものであって、バリアメタル層およびシードメタル層が設けられた上記ＣＣＤ固体
撮像素子の断面図である。
【図１６】（ａ）〜（ｃ）は、従来の半導体装置における第１の絶縁膜および第２の絶縁
膜の形成状態を示す断面図である。
【図１７】従来の半導体装置における第１の絶縁膜および第２の絶縁膜の形成状態を示す
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断面図である。
【図１８】従来の半導体装置の製造プロセスにおける、（ａ）半導体基板の貫通孔形成直
後の状態を示す断面図、（ｂ）第２の絶縁膜の形成状態を示す断面図、（ｃ）貫通孔の底
面に形成される第２の絶縁膜を異方性エッチングによって除去した後、導電配線が形成さ
れた状態を示す断面図である。
【図１９】（ａ）〜（ｇ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
、上記半導体装置の断面図である。
【図２０】本発明のさらに他の実施の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２１】（ａ）〜（ｄ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
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、上記半導体装置の断面図である。
【図２２】（ａ）〜（ｅ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
、上記半導体装置の断面図である。
【図２３】本発明のさらに他の実施の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２４】（ａ）〜（ｇ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
、上記半導体装置の断面図である。
【図２５】（ａ）〜（ｅ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
、上記半導体装置の断面図である。
【図２６】本発明のさらに他の実施の形態を示すものであり、半導体装置の要部構成を示
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す断面図である。
【図２７】（ａ）〜（ｇ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
、上記半導体装置の断面図である。
【図２８】（ａ）〜（ｅ）は、上記半導体装置の製造プロセスの一部を表すものであって
、上記半導体装置の断面図である。
【図２９】本発明のさらに他の実施の形態を示すものであり、ＣＣＤ固体撮像素子パッケ
ージの要部構成を示す断面図である。
【図３０】本発明のさらに他の実施の形態を示すものであり、ＣＣＤ固体撮像素子パッケ
ージの要部構成を示す断面図である。
【図３１】本発明のさらに他の実施の形態を示すものであり、ＣＣＤ固体撮像素子パッケ
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ージの要部構成を示す断面図である。
【図３２】（ａ）〜（ｄ）は、上記ＣＣＤ固体撮像素子パッケージの製造プロセスの一部
を表すものであって、上記ＣＣＤ固体撮像素子の断面図である。
【図３３】（ａ）〜（ｅ）は、上記ＣＣＤ固体撮像素子パッケージの製造プロセスの一部
を表すものであって、上記ＣＣＤ固体撮像素子の断面図である。
【図３４】（ａ）〜（ｇ）は、上記ＣＣＤ固体撮像素子パッケージの製造プロセスの一部
を表すものであって、上記ＣＣＤ固体撮像素子の断面図である。
【図３５】（ａ）〜（ｅ）は、上記ＣＣＤ固体撮像素子パッケージの製造プロセスの一部
を表すものであって、上記ＣＣＤ固体撮像素子の断面図である。
【図３６】（ａ）〜（ｇ）は、上記ＣＣＤ固体撮像素子パッケージの製造プロセスの一部
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を表すものであって、上記ＣＣＤ固体撮像素子の断面図である。
【図３７】（ａ）〜（ｅ）は、上記ＣＣＤ固体撮像素子パッケージの製造プロセスの一部
を表すものであって、上記ＣＣＤ固体撮像素子の断面図である。
【符号の説明】
【０２０７】
１

半導体基板

２

第一絶縁膜

３

電極パッド

４

保護膜

５

第二絶縁膜

６

導電配線層（導電配線）

７

外部入出力端子（外部接続用端子）

８

保護膜

９

バリアメタル層

１０

シードメタル層

１１

レジスト膜

１２

レジスト膜

１３

第三絶縁膜

２１

接着層

２２

補強板

２３

ＣＣＤ受光部（画素領域）
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