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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板と、
　底部から頂部まで所定の積層方向に順に積み重ねられ且つ電気的絶縁性の接着剤を用い
て一体化された第１～第ｎ（ｎは２以上の整数）の回路層を含む積層構造とを備え、
　前記積層構造は、その底部に位置する前記第１回路層において前記支持基板上に固定さ
れることで、前記支持基板によって支持され、
　前記積層構造の頂部に位置する前記第ｎ回路層は、前記第１～第ｎの回路層のうちの少
なくとも一つに電気的に接続された外部回路接続用の複数の電極を有し、
　前記第１～第ｎの回路層の各々は、少なくとも一つの半導体回路を含んでいると共に、
前記半導体回路はその厚さ方向に貫通する埋込配線を有し、
　前記第１～第ｎの回路層の各々とそれに隣接する他の前記回路層との間の隙間には、少
なくとも一方の前記回路層から突出形成された複数の導電性接触子が配置されていると共
に、前記接着剤が充填されていて、前記第１～第ｎの回路層の各々とそれに隣接する他の
前記回路層は、前記導電性接触子によって機械的及び電気的に相互接続されていると共に
、前記接着剤によって機械的に相互接続されており、
　前記第１～第ｎの回路層の間の電気的接続は、前記埋込配線と前記導電性接触子とを用
いて実現されており、
　前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つは、その中に含まれる前記半導体回路の持つ
前記積層方向に直交する平面内における物理寸法が、当該平面内における当該回路層の物
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理寸法よりも小さく、当該半導体回路の側面が前記接着剤によって覆われており、
　前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つは、当該回路層の一面とそれに隣接する他の
前記回路層または前記支持基板の対向面との間に延在し、且つ、当該回路層の一面とそれ
に隣接する他の前記回路層または前記支持基板の対向面との距離を所望値に規定する剛性
部材を有していることを特徴とする、三次元積層構造を持つ半導体装置。
【請求項２】
　前記剛性部材が、当該回路層とそれに隣接する他の前記回路層または前記支持基板とを
接続する際に、当該回路層とそれに隣接する他の前記回路層または前記支持基板との距離
を前記所望値に設定するストッパとして機能する請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記導電性接触子が、互いに隣接する二つの前記回路層の各々から突出形成されており
、それら導電性接触子が相互接続されることで、互いに隣接する二つの前記回路層が機械
的及び電気的に相互接続されている請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記導電性接触子が、互いに隣接する二つの前記回路層のいずれか一方から突出形成さ
れており、それら導電性接触子が他方の前記回路層に接続されることで、互いに隣接する
二つの前記回路層が機械的及び電気的に相互接続されている請求項１または２に記載の半
導体装置。
【請求項５】
　前記積層構造の側壁の全面が前記接着剤で覆われている請求項１～４のいずれか１項に
記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つに含まれる前記半導体回路が、前記積層構造
の側壁を覆う前記接着剤から露出している請求項１～４のいずれか１項に記載の半導体装
置。
【請求項７】
　前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つが、前記積層方向に直交する面内で所定位置
に配置された複数の半導体回路を含んでいる請求項１～６のいずれか１項に記載の半導体
装置。
【請求項８】
　当該回路層内の複数の前記半導体回路が、配線層を介して電気的に相互接続されている
請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記配線層が、当該回路層とそれに隣接する他の回路層との間に配置されている請求項
８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つに含まれる前記半導体回路が、少なくとも一
つのダミーの半導体回路を含んでいる請求項１～９のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記支持基板が内部回路または配線を有しており、その内部回路または配線が前記第１
～第ｎの回路層の少なくとも一つと電気的に接続されている請求項１～１０のいずれか１
項に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記接着剤がフィラーを含んでいる請求項１～１１のいずれか１項に記載の半導体装置
。
【請求項１３】
　前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つに含まれる前記半導体回路が、冗長構成を有
している請求項１～１２のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　支持基板と、
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　底部から頂部まで所定の積層方向に順に積み重ねられ且つ電気的絶縁性の接着剤を用い
て一体化された第１～第ｎ（ｎは２以上の整数）の回路層を含む積層構造とを備え、
　前記積層構造は、その底部に位置する前記第１回路層において前記支持基板上に固定さ
れ、
　前記積層構造の頂部に位置する前記第ｎ回路層は、前記第１～第ｎの回路層のうちの少
なくとも一つに電気的に接続された外部回路接続用の複数の電極を有し、
　前記第１～第ｎの回路層の各々は、少なくとも一つの半導体回路を含んでいると共に、
前記半導体回路はその厚さ方向に貫通する埋込配線を有し、
　前記第１～第ｎの回路層の各々とそれに隣接する他の前記回路層との間の隙間には、少
なくとも一方の前記回路層から突出形成された複数の導電性接触子が配置されていると共
に、前記接着剤が充填されていて、前記第１～第ｎの回路層の各々とそれに隣接する他の
前記回路層は、前記導電性接触子によって機械的及び電気的に相互接続されていると共に
、前記接着剤によって機械的に相互接続されており、
　前記第１～第ｎの回路層の間の電気的接続は、前記埋込配線と前記導電性接触子とを用
いて実現されており、
　前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つは、その中に含まれる前記半導体回路の持つ
前記積層方向に直交する平面内における物理寸法が、当該平面内における当該回路層の物
理寸法よりも小さく、当該半導体回路の側面が前記接着剤によって覆われている、三次元
積層構造を持つ半導体装置の製造方法であって、
　前記支持基板または前記第（ｎ－２）回路層の一面の所定箇所に、その厚さ方向に貫通
しない第１埋込配線を有する少なくとも一つの第１半導体回路を、複数の第１導電性接触
子を介して機械的及び電気的に接続する工程と、
　機械的及び電気的に接続された前記第１半導体回路と前記支持基板または前記第（ｎ－
２）回路層の間に生じる隙間に、電気的絶縁性の第１接着剤を充填して硬化させる工程と
、
　前記第１接着剤の充填・硬化が行われた前記第１半導体回路の前記支持基板とは反対側
の面を研磨することによって、前記第１半導体回路を所望厚さに調整すると共に、前記第
１埋込配線を前記第１半導体回路の厚さ方向に貫通させ、もって前記支持基板または前記
第（ｎ－２）回路層上に前記第（ｎ－１）回路層を形成する工程と、
　前記第（ｎ－１）回路層の表面の所定箇所に、その厚さ方向に貫通しない第２埋込配線
を有する少なくとも一つの第２半導体回路を、複数の第２導電性接触子を介して機械的及
び電気的に接続する工程と、
　機械的及び電気的に接続された前記第２半導体回路と前記第（ｎ－１）回路層の間に生
じる隙間に、電気的絶縁性の第２接着剤を充填して硬化させる工程と、
　前記第２接着剤の充填・硬化が行われた前記第２半導体回路の前記支持基板とは反対側
の面を研磨することによって、前記第２半導体回路を所望厚さに調整すると共に、前記第
２埋込配線を前記第２半導体回路の厚さ方向に貫通させ、もって前記第（ｎ－１）回路層
上に前記第ｎ回路層を形成する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１５】
　前記第（ｎ－１）回路層上に前記第ｎ回路層を形成する工程の後に、前記第ｎ回路層上
の所定箇所に外部回路接続用の複数の前記電極を形成する工程をさらに含む請求項１４に
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記第１導電性接触子が、前記支持基板または前記第（ｎ－２）回路層と、前記第１半
導体回路とからそれぞれ突出形成されており、それら導電性接触子が相互接続されること
で、前記支持基板または前記第（ｎ－２）回路層と前記第（ｎ－１）回路層とが機械的及
び電気的に相互接続され、
　前記第２導電性接触子が、前記第（ｎ－１）回路層と、前記第２半導体回路とからそれ
ぞれ突出形成されており、それら導電性接触子が相互接続されることで、前記第（ｎ－１
）回路層と前記第ｎ回路層とが機械的及び電気的に相互接続される請求項１４または１５
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に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記支持基板または前記第（ｎ－２）回路層及び前記第１半導体回路の少なくとも一方
が、その対向面に向かって突出する剛性部材を有しており、その剛性部材は、前記第１半
導体回路の前記積層方向の位置決めを行うためのストッパとして使用され、
　前記第（ｎ－１）回路層と前記第２半導体回路との少なくとも一方が、その対向面に向
かって突出する剛性部材を有しており、その剛性部材は、前記第２半導体回路の前記積層
方向の位置決めを行うためのストッパとして使用される請求項１４～１６のいずれか１項
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記第１回路層が複数の前記第１半導体回路を含み、前記第２回路層が複数の前記第２
半導体回路を含む請求項１４～１７のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記第１回路層の前記積層方向に直交する平面内における物理寸法が、少なくとも一つ
の前記第１半導体回路の同平面内における物理寸法よりも大きく、前記第１半導体回路の
側面は前記第１接着剤によって覆われ、前記第２回路層の前記積層方向に直交する平面内
における物理寸法が、少なくとも一つの前記第２半導体回路の同平面内における物理寸法
よりも大きく、前記第２半導体回路の側面は前記第２接着剤によって覆われる請求項１４
～１８のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記第１接着剤または前記第２接着剤の前記隙間への充填が、前記第１接着剤または前
記第２接着剤を噴霧することによって行われる請求項１４～１９のいずれか１項に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
　前記第１接着剤または前記第２接着剤の前記隙間への充填が、前記第１半導体回路を前
記支持基板または前記第（ｎ－２）回路層に固定した状態で、あるいは前記第２半導体回
路と前記第１半導体回路とを固定した状態で、液状とした接着剤の中に浸漬することによ
って行われる請求項１４～１９のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記第１接着剤または前記第２接着剤の前記隙間への充填が、前記支持基板または前記
第（ｎ－２）回路層及び前記第１半導体回路を一対の加圧部材によって挟んだ状態で、あ
るいは前記第１半導体回路及び前記第２半導体回路を一対の加圧部材によって挟んだ状態
で、液状の前記接着剤中に浸漬することによって行われる請求項１４～１９のいずれか１
項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２３】
　前記第１接着剤または前記第２接着剤の前記隙間への充填が、前記支持基板または前記
第（ｎ－２）回路層及び前記第１半導体回路を、あるいは前記第１半導体回路及び前記第
２半導体回路を、閉じた空間を有する部材の中に配置した状態で、液状の前記接着剤中を
前記空間内に加圧注入することによって行われる請求項１４～１９のいずれか１項に記載
の半導体装置の製造方法。
【請求項２４】
　前記第１接着剤または前記第２接着剤の前記隙間への充填が、複数の前記第１半導体回
路または複数の前記第２半導体回路を、前記支持基板または前記第（ｎ－２）回路層上、
または前記第１回路層上に規則的に配置した後、それらの第１半導体回路または第２半導
体回路の間の隙間と周辺に、前記第１接着剤及び前記第２接着剤の少なくとも一方をディ
スペンサを使用して塗布することによって行われる請求項１４～１９のいずれか１項に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項２５】
　前記隙間に充填された前記第１接着剤を硬化させる際に、前記隙間に前記第１接着剤を
充填する前に、前記支持基板または前記第（ｎ－２）回路層の前記第１回路層とは反対側
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の面に、前記支持基板の反りを防止する層が配置される請求項１４～２４のいずれか１項
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２６】
　前記隙間に前記第１接着剤を充填して硬化させる際に、前記隙間に前記第１接着剤を充
填した後に、前記支持基板または前記第（ｎ－２）回路層の前記第１回路層とは反対側の
面に、前記支持基板の反りを防止する反り防止層が配置される請求項１４～２４のいずれ
か１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２７】
　前記隙間に前記第１接着剤を充填する際またはそれを硬化させる際に、前記支持基板ま
たは前記第（ｎ－２）回路層の前記第１回路層とは反対側の面に、前記支持基板の反りを
防止する第１反り防止層が配置され、前記隙間に前記第２接着剤を充填する際またはそれ
を硬化させる際に、前記第１反り防止層の上に、前記支持基板の反りを防止する第２反り
防止層が配置される請求項１４～２４のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２８】
　前記支持基板または前記第（ｎ－２）回路層上に前記第（ｎ－１）回路層を形成する工
程の後に、前記第１接着剤の硬化によって生じる前記支持基板の反りの向きとは反対側に
、前記支持基板を湾曲させる工程を含んでいる請求項１４～２４のいずれか１項に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記第１接着剤及び前記第２接着剤の少なくとも一方がフィラーを含む請求項１４～２
８いずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記支持基板と前記積層構造を前記積層方向に平行な切断面によってダイシングし、複
数の半導体装置を形成する工程をさらに含んでいる請求項１４～２９のいずれか１項に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項３１】
　前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つに含まれる前記半導体回路として、冗長構成
を有するものを使用する請求項１４～３０のいずれか１項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】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、さらに言えば、複数の半導体回路層を
支持基板上に積層してなる三次元積層構造を持つ半導体装置と、その半導体装置の製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数の半導体チップを積層して三次元構造とした半導体装置が提案されている。
例えば、栗野らは１９９９年に発行された「１９９９アイ・イー・ディー・エム　テクニ
カル・ダイジェスト」において、「三次元構造を持つインテリジェント・イメージセンサ
・チップ」を提案している（非特許文献１参照）。
【０００３】
　このイメージセンサ・チップは、４層構造を持っており、第１層にプロセッサ・アレイ
と出力回路を配置し、第２層にデータラッチとマスキング回路を配置し、第３層に増幅器
とアナログ・デジタル変換器を配置し、第４層にイメージセンサ・アレイを配置している
。イメージセンサ・アレイの最上面は、マイクロレンズ・アレイを含む石英ガラス層で覆
われており、マイクロレンズ・アレイはその石英ガラス層の表面に形成されている。イメ
ージセンサ・アレイ中の各イメージセンサには、半導体受光素子としてフォトダイオード
が形成されている。
【０００４】
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　４層構造を構成する各層の間は、接着剤を用いて機械的に接続されていると共に、導電
性プラグを用いた埋込配線とそれら埋込配線に接触せしめられたマイクロバンプ電極とを
用いて電気的に接続されている。
【０００５】
　また、李らは、２０００年４月に発行された「日本応用物理学会誌」において、「高度
並列画像処理チップ用の三次元集積技術の開発」とのタイトルで栗野らの提案した固体イ
メージセンサと同様のイメージセンサを含む画像処理チップを提案している（非特許文献
２）。
【０００６】
　李らのイメージセンサ・チップは、栗野らが上記論文で提案した固体イメージセンサと
ほぼ同じ構造を持っている。
【０００７】
　上述した三次元積層構造を持つ二つの半導体装置は、いずれも、複数の半導体ウェーハ
を積層して互いに固着させた後、得られた積層体を切断（ダイシング）して複数のチップ
群に分割することにより、当該半導体装置を得るようになっている。すなわち、内部に集
積回路を形成した半導体ウェーハをウェーハレベルで積層・固着して三次元積層構造を実
現しているのである。
【０００８】
　ところで、最近、複数の半導体装置のチップ（半導体チップ）や微小電子部品を基板上
に順次積層して構成されるマイクロエレクトロメカニカル・システムが注目されている。
このシステムによれば、機能や大きさの異なる半導体チップを必要に応じて組み合わせて
使用できる可能性があるからである。また、これが実現すれば、設計の自由度が広くなる
という利点もあるからである。
【０００９】
　例えば、非特許文献３には、マイクロエレクトロメカニカル・システム（microelectro
-
mechanical system,ＭＥＭＳ）に使用されるマイクロデバイスのセルフ・アッセンブリ技
術が開示されている。この技術は、疎水性（hydrophobicity）と毛管力（capillary forc
e）を利用して単一基板の上に複数の微小電子部品を搭載する技術である。その基板は、
疎水性のアルカンチオールを被覆した金製の結合部位（biding sites）を複数個持ってい
る。組立（アッセンブリ）時には、基板表面に塗布された炭化水素オイルが、水中で疎水
性の結合部位以外の部分を濡らす。次に、微小電子部品は水中に投入され、炭化水素オイ
ルで濡れた結合部位上にそれぞれ集められる。ここで、電気化学的な方法を用いて特定の
結合部位を不活性化することにより、微小電子部品は毛管力によって所望の結合部位に集
められる。これらの工程を繰り返すことにより、単一基板上に微小電子部品の種々のバッ
チ（群）を連続して組み立てることが可能となる。組立完了後、電気メッキ（electropla
ting）を行うことにより、組み立てられた微小電子部品と基板との間の電気的接続が行わ
れる。
【非特許文献１】栗野ら、「三次元構造を持つインテリジェント・イメージセンサ・チッ
プ」、１９９９アイ・イー・ディー・エム　テクニカル・ダイジェストｐ．３６．４．１
～３６．４．４、１９９９年（H. Kurino et al.,” Intelligent Image Sensor Chip wi
th Three Dimensional Structure”, 1999 IEDM Technical Digest, pp. 36.4.1 - 36.4.
4, 1999）
【非特許文献２】李ら、「高度並列画像処理チップ用の三次元集積技術の開発」、「日本
応用物理学会誌」第３９巻、ｐ．２４７３～２４７７、第１部４Ｂ、２０００年４月、（
K.Lee et al.,” Development of Three-Dimensional Integration Technology for High
lyParallel Image-Processing Chip”, Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 39, pp. 2474 - 2477
, April 2000）
【非特許文献３】ションら、「マイクロデバイスの制御されたマルチバッチ・セルフ・ア
ッセンブリ」、ジャーナル・オブ・マイクロエレクトロメカニカル・システムズ、第１２
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巻、第２号、ｐ．１１７～１２７、２００３年４月」（X. Xiong et al.,” Controlled 
Multibatch Self-Assembly of Microdevices”, Journal of Michroelectromechanical S
ystems, Vol. 12, No. 2, pp. 117-127, April 2003）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記の非特許文献１と２に開示された、複数の半導体チップを積層して三次元構造とし
た半導体装置は、多数の集積回路を内蔵した半導体ウェハーを複数個積層・固着して一体
化した後、得られたウェハー積層体を分割（ダイシング）して製造される。この場合、各
半導体ウェハー上に形成される多数の集積回路は通常、互いに同一であるため、当該ウェ
ハー積層体を分割して製造される半導体装置は、すべて同じ構成と機能を持つものに限定
されてしまうという難点がある。
【００１１】
　近年、異なる機能を持つ集積回路（例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）やＤＳ
Ｐ（Digital Signal Processor））を一つの基板上に集積してなる「システムＬＳＩ」が
開発されているが、集積回路の機能に応じて好適な素材や製造プロセスが非常に異なるた
め、その実現は容易ではない。また、基板上に搭載可能な回路にも制限がある。このため
、種々の集積回路を内蔵した半導体回路群を、内蔵集積回路に好適な素材や製造プロセス
を用いて製造しておき、こうして得た種々の機能を持つ半導体回路群を単一の支持基板上
に適宜組み合わせて搭載・集積することにより、三次元積層構造を構成し、もってシステ
ムＬＳＩと同様の機能を持つ半導体装置を実現する技術が強く要望されている。これが実
現すれば、機能や大きさの異なる半導体回路を必要に応じて組み合わせることにより、シ
ステムＬＳＩと同様にシステム化された半導体装置を簡易に得ることができるからである
。
【００１２】
　また、半導体回路群を搭載する際には、それら半導体回路群の所定の電極を支持基板上
あるいは対応する半導体回路群上の電極にそれぞれ電気的に接続する必要があるので、こ
の点に上記の非特許文献３に開示されたマイクロデバイスのセルフ・アッセンブリ技術を
適用することが考えられる。しかし、非特許文献３に開示されたマイクロデバイスのセル
フ・アッセンブリ技術では、単一基板上に組み立てられた微小電子部品と基板との間の電
気的接続を行うのが困難である。
【００１３】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであって、その主たる目的は、内部回
路間の電気的相互接続（配線）やパッケージングの点での困難性を解消ないし低減しなが
ら、異なる機能を持つ複数の半導体回路を必要に応じて組み合わせて所望のシステム化さ
れた機能を実現できる、三次元積層構造を持つ半導体装置及びその製造方法を提供するこ
とにある。
【００１４】
　本発明の他の目的は、組み合わせるべき半導体回路の大きさや形状や厚さが互いに異な
っていても単一の支持基板上に組み合わせて搭載することができる、三次元積層構造を持
つ半導体装置及びその製造方法を提供することにある。
【００１５】
　本発明のさらに他の目的は、必要に応じて多彩な機能を実現することができる、三次元
積層構造を持つ半導体装置及びその製造方法を提供することにある。
【００１６】
　ここに明記しない本発明の他の目的は、以下の説明及び添付図面から明らかになるであ
ろう。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　（１）　本発明の第１の観点では、三次元積層構造を持つ半導体装置が提供される。こ
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の半導体装置は、
　支持基板と、
　底部から頂部まで所定の積層方向に順に積み重ねられ且つ電気的絶縁性の接着剤を用い
て一体化された第１～第ｎ（ｎは２以上の整数）の回路層を含む積層構造であって、前記
底部において前記支持基板上に固定されたものとを備え、
　前記積層構造内で互いに隣接する前記回路層は、それら回路層の間に形成された複数の
接続部を介して機械的及び電気的に相互接続されていると共に、前記接続部以外の部分で
は前記接着剤によって電気的に絶縁されており、
　前記第１～第ｎの回路層の各々は、少なくとも一つの半導体回路を含んで形成されてお
り、
　前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つは、その中に含まれる前記半導体回路の持つ
前記積層方向に直交する平面内における物理寸法が、当該平面内における当該回路層の物
理寸法よりも小さく、当該半導体回路の側面が前記接着剤によって覆われている、という
ものである。
【００１８】
　（２）　本発明の第１の観点の三次元積層構造を持つ半導体装置は、上述したように、
支持基板と、底部から頂部まで所定の積層方向に順に積み重ねられ且つ電気的絶縁性の接
着剤を用いて一体化された第１～第ｎの回路層を含む積層構造であって、前記底部におい
て前記支持基板上に固定されたものとを備えている。さらに、前記積層構造内で互いに隣
接する前記回路層は、それら回路層の間に形成された複数の接続部を介して機械的及び電
気的に相互接続されていると共に、前記接続部以外の部分では前記接着剤によって電気的
に絶縁されている。前記第１～第ｎの回路層の各々は、少なくとも一つの半導体回路を含
んで形成されている。
【００１９】
　このため、異なる機能を持つ複数の半導体回路（例えば半導体チップすなわち、チップ
状の半導体回路ないし半導体装置）を用意しておき、それらを必要に応じて前記第１～第
ｎの回路層中に配置することにより、異なる機能を持つ複数の半導体回路を必要に応じて
組み合わせて所望のシステム化された機能を実現することが可能である。その際に、内部
回路間すなわち前記第１～第ｎの回路層間（ひいては前記半導体回路間）の電気的相互接
続（配線）については、複数の前記接続部を介して前記積層構造の内部で行われ、パッケ
ージングについては、前記支持基板と、前記積層構造を形成するために使用される電気的
絶縁性の前記接着剤とによってパッケージを形成可能である。よって、内部回路間の電気
的相互接続（配線）とパッケージングにおける困難性を解消ないし低減することができる
。
【００２０】
　また、前記積層構造は、少なくとも一つの半導体回路を含む前記第１～第ｎの回路層を
順に積み重ねて形成されている。このため、それら回路層の各々が単一の半導体回路を含
む場合は、例えば、その半導体回路の周囲に隙間が生じるように配置すると共に、その隙
間に前記接着剤を充填することにより、前記回路層を形成することができる。また、前記
回路層の各々が複数の半導体回路を含む場合は、例えば、それら半導体回路を互いに離し
て配置すると共にそれら半導体回路の周囲の隙間に前記接着剤を充填することにより、前
記回路層を形成することができる。前記回路層のいずれか一つに配置される半導体回路の
厚さが互いに異なっている場合は、例えば、積層時にその半導体回路の回路が形成されて
いない側を研磨して厚さを調整することにより、その厚さの差異を解消することができる
。その結果、組み合わせるべき半導体回路の大きさや形状や厚さが互いに異なっていても
、前記支持基板上に組み合わせて搭載することができる。
【００２１】
　さらに、前記積層構造は、第１～第ｎの回路層を所定の積層方向に積み重ねたものであ
ると共に、それら回路層の各々は少なくとも一つの前記半導体回路を含んでいるから、前
記回路層の中に配置される前記半導体回路の種類（機能）を適宜組み合わせることにより
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、必要に応じて多彩な機能を実現することが可能となる。
【００２２】
　なお、本発明の第１の観点の半導体装置では、前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一
つは、その中に含まれる前記半導体回路の持つ前記積層方向に直交する平面内における物
理寸法が、当該平面内における当該回路層の物理寸法よりも小さく、当該半導体回路の側
面が前記接着剤によって覆われている。このため、本発明の第１の観点の半導体装置は、
支持基板の上に複数の半導体チップ（すなわち、チップ状の半導体回路ないし半導体装置
）を積層して接着すると共に、それら半導体チップ同士をワイヤで互いに電気的に接続し
、その全体を合成樹脂製パッケージで覆って構成される従来より公知の半導体装置とは明
らかに異なる。さらに、互いに異なる集積回路を内蔵した複数の半導体ウェーハを積層・
固着してウェーハ積層体を形成し、その後、当該ウェーハ積層体をダイシングして製造さ
れる、背景技術欄で説明した上記従来の半導体装置とも異なる。
【００２３】
　（３）　本発明の第１の観点の半導体装置において「支持基板」とは、「積層構造」を
支持する基板の意味であり、「積層構造」を支持することができる剛性を有していれば、
任意の板状部材を使用することができる。「支持基板」の材質は問わない。半導体であっ
てもよいし、絶縁体であってもよいし、導電体であってもよい。また、積層構造との接触
面に、回路あるいは配線を有していてもよい。この場合、その回路または配線は、「積層
構造」内の前記回路層のいずれかと電気的に接続されるのが好ましい。
【００２４】
　「積層構造」は、第１～第ｎの「回路層」を所定の積層方向に順に積み重ねることによ
り形成されているから、これら「回路層」の各々は、少なくとも一つの「半導体回路」を
含んでいると共に、それらを複数の接続部を介して機械的及び電気的に相互接続させて「
積層構造」を形成できるものであれば、任意の構造を採り得る。したがって、「回路層」
は、一つの「半導体回路」を含んでいてもよいし、二つあるいはそれ以上の「半導体回路
」を含んでいてもよい。
【００２５】
　「半導体回路」とは、任意の半導体により形成された固体回路または固体回路群を意味
する。「半導体回路」は、典型的には、単結晶半導体（例えばシリコン、あるいはガリウ
ム砒素等の化合物半導体）の基板の一面に集積回路または集積回路群を形成してなる個別
半導体チップ（すなわち、チップ状の半導体回路ないし半導体装置）であるが、本発明は
これに限定されるものではない。「半導体回路」は、単一の半導体チップにより形成され
てもよいし、複数の半導体チップを組み合わせたものでもよい。
【００２６】
　「回路層」とは、少なくとも一つの「半導体回路」すなわち任意の半導体により形成さ
れた固体回路または固体回路群を含む層を意味する。したがって、「回路層」は、少なく
とも一つの「半導体回路」のみから形成されてもよいし、そのような「半導体回路」に加
えて他の材料（絶縁層、接着剤等）を含んでいてもよい。
【００２７】
　「回路層」が一つの「半導体回路」を含む場合は、その「半導体回路」が当該「回路層
」の全体を占めていてもよいし、その「半導体回路」の周囲に他の材料（例えば、上記の
電気的絶縁性接着剤や他の電気的絶縁性材料、あるいは導電性材料）が存在していてもよ
い。「半導体回路」が「回路層」の全体を占めている場合は、当該「回路層」はその半導
体回路のみから形成される。「回路層」が「半導体回路」以外に他の材料を含む場合は、
当該「回路層」はその半導体回路とその周囲に配置された他の材料から形成される。
【００２８】
　「回路層」が二つあるいはそれ以上の「半導体回路」を含む場合には、それらの「半導
体回路」が当該「回路層」の内部で互いに接触して配置されていてもよいし、互いに離れ
て配置されていてもよい。それら「半導体回路」の配置は任意である。それら「半導体回
路」の間やその周囲に他の材料（例えば、上記の電気的絶縁性接着剤や他の電気的絶縁性
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材料、あるいは導電性材料）が存在していてもよい。また、それら「半導体回路」は、必
要に応じて、当該「回路層」内で電気的に相互接続されていてもよいし、当該「回路層」
外に設けられた配線を介して電気的に相互接続されていてもよい。これらの「半導体回路
」は、通常は「回路層」の内部で互いに同じ向きに配置される（例えば、すべての半導体
回路の表面が上向きになるように配置される）が、必要に応じて異なる向きに配置されて
もよい。
【００２９】
　「電気的絶縁性の接着剤」は、所定の積層方向に積み重ねられた前記第１～第ｎの回路
層を一体化することができるものであれば、任意のものが使用できる。この接着剤は、好
ましくは、前記積層構造の内部において複数の前記回路層の周囲に生じる隙間に充填され
、当該積層構造の側壁を形成する。
【００３０】
　「接続部」は、前記積層構造内で互いに隣接する前記回路層の間に形成され、そしてそ
れら回路層が、当該接続部を介して機械的及び電気的に相互接続されるものであればよく
、任意の構成が使用可能である。
【００３１】
　（４）　本発明の第１の観点の半導体装置の好ましい例では、前記積層構造の前記頂部
に配置されると共に、前記第１～第ｎの回路層のうちの少なくとも一つに電気的に接続さ
れた外部回路接続用の複数の電極を有する。これらの電極は、前記積層構造の前記頂部に
配置されていること、そして前記第１～第ｎの回路層のうちの少なくとも一つに電気的に
接続されていることという条件を満たせば、任意の構成のものが使用できる。例えば、前
記積層構造の前記頂部に配置されたバンプ（電極）により形成されてもよいし、バンプと
その上に固着されたハンダ・ボールによって形成されてもよい。
【００３２】
　本発明の第１の観点の半導体装置の他の好ましい例では、前記積層構造内で互いに隣接
する前記回路層間の機械的及び電気的相互接続を行うための接続部の各々では、互いに隣
接する二つの前記回路層のうちの一方の前記半導体回路に突出形成された導電性接触子と
、互いに隣接する二つの前記回路層のうちの他方の前記半導体回路に突出形成された導電
性接触子とが機械的に接続されており、前記積層構造内の互いに隣接する前記回路層間の
隙間には前記接着剤が充填される。この場合、隣接する前記回路層間の機械的相互接続と
電気的相互接続が、高い信頼性をもって行われるという利点がある。ここで、接触子（コ
ンタクト）としては、マイクロバンプ（電極）が好適に使用される。
【００３３】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記積層構造内で互い
に隣接する前記回路層間の機械的及び電気的相互接続を行うための接続部の各々では、前
記回路層間に導電性接触子が配置されていると共に、その導電性接触子の両端が互いに隣
接する前記回路層にそれぞれ機械的に接続されており、前記積層構造内の互いに隣接する
前記回路層間の隙間には前記接着剤が充填される。
【００３４】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記第１～第ｎの回路
層の少なくとも一つが、当該回路層の一面とそれに隣接する他の前記回路層または前記支
持基板の対向面との間に延在する剛性部材を有する。この剛性部材は、例えば、当該回路
層について前記積層方向の位置決めを行うためのストッパとして使用されるものである。
【００３５】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記第１～第ｎの回路
層の少なくとも一つが、当該回路層を前記積層方向に貫通する埋込配線を有しており、そ
の埋込配線を用いて当該回路層またはそれに隣接する他の前記回路層との電気的接続が行
われる。
【００３６】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記積層構造の側壁の
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全面が電気的絶縁性の前記接着剤で覆われる。これは、典型的には、前記第１～第ｎの回
路層のすべてにおいて、前記積層方向に直交する平面内における物理寸法が当該回路層よ
りも小さい半導体回路を使用した場合に対応する。この場合は通常、当該半導体回路は当
該回路層の一部を占めるだけであるため、当該半導体回路の側面に隙間が生じ、その隙間
には前記接着剤が充填されるからである。
【００３７】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記第１～第ｎの回路
層の少なくとも一つに含まれる前記半導体回路が、前記積層構造の側壁を覆う前記接着剤
から露出する。これは、典型的には、前記積層構造中の前記回路層の少なくとも一つにお
いて、当該回路層と同じ大きさの半導体回路（半導体ウェーハの切断片）を使用した場合
に対応する。この場合は通常、当該半導体回路は当該回路層の全体を占めるため、当該半
導体回路の側面には前記接着剤が存在しないからである。
【００３８】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記第１～第ｎの回路
層の少なくとも一つが、前記積層方向に直交する面内で所定位置に配置された複数の半導
体回路を含む。この場合、当該回路層内の複数の前記半導体回路が、配線層を介して電気
的に相互接続されてもよい。前記配線層は、当該回路層とそれに隣接する他の回路層との
間に配置されるのが好ましい。
【００３９】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記第１～第ｎの回路
層の少なくとも一つに含まれる前記半導体回路が、少なくとも一つのダミーの半導体回路
を含む。ここで、「ダミーの半導体回路」とは、内部に固体回路を有していないか、内部
に固体回路を有してはいるが、その固体回路が使用されていない（他の半導体回路とは電
気的に接続されていない）ものをいう。
【００４０】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記支持基板が内部回
路または配線を有しており、その内部回路または配線は前記第１～第ｎの回路層の少なく
とも一つと電気的に接続される。
【００４１】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記接着剤がフィラー
を含む。この場合、前記接着剤の熱膨張係数を適当に設定して、前記支持基板や前記回路
層の反りを低減できる利点がある。
【００４２】
　本発明の第１の観点の半導体装置のさらに他の好ましい例では、前記第１～第ｎの回路
層の少なくとも一つに含まれる前記半導体回路が、冗長構成を有する。ここで「冗長構成
」とは、前記半導体回路の構成要素の一部が故障してもその機能を全うできるように余分
な構成要素が付加されていることをいう。この例は、三次元積層構造を持つ当該半導体装
置の製造歩留まりの向上に効果的である。
【００４３】
　（５）　本発明の第２の観点では、支持基板と、底部から頂部まで所定の積層方向に順
に積み重ねられ且つ電気的絶縁性接着剤を用いて一体化された第１～第ｎ（ｎは２以上の
整数）の回路層を含む積層構造であって、前記底部において前記支持基板上に固定された
ものとを備え、前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つは、その中に含まれる前記半導
体回路の持つ前記積層方向に直交する平面における物理寸法が、当該平面内における当該
回路層の物理寸法よりも小さく、当該半導体回路の側面が前記接着剤によって覆われてい
る、三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法が提供される。この製造方法は、
　前記支持基板の一面の所定箇所に、少なくとも一つの第１半導体回路を複数の第１接続
部を介して機械的に接続する工程と、
　機械的に接続された前記第１半導体回路と前記支持基板の間に生じる隙間に、第１電気
的絶縁性接着剤を充填して硬化させる工程と、
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　前記第１接着剤の充填・硬化が行われた前記第１半導体回路の前記支持基板とは反対側
の面を研磨することによって、前記第１半導体回路を所望厚さに調整し、もって前記積層
構造を形成する第１回路層を形成する工程と、
　前記第１回路層の表面の所定箇所に、少なくとも一つの第２半導体回路を複数の第２接
続部を介して機械的及び電気的に接続する工程と、
　機械的及び電気的に接続された前記第２半導体回路と前記第１回路層の間に生じる隙間
に、第２電気的絶縁性接着剤を充填して硬化させる工程と、
　前記第２接着剤の充填・硬化が行われた前記第２半導体回路の前記支持基板とは反対側
の面を研磨することによって、前記第２半導体回路を所定厚さに調整し、もって前記積層
構造を形成する第２回路層を形成する工程とを含む、というものである。
【００４４】
　（６）　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法では、まず、前記支持基板の一面
の所定箇所に、少なくとも一つの第１半導体回路を複数の第１接続部を介して機械的に接
続する。そして、機械的に接続された前記第１半導体回路と前記支持基板の間に生じる隙
間に、第１電気的絶縁性接着剤を充填して硬化させ、その後、前記第１半導体回路の前記
支持基板とは反対側の面を研磨することによって、前記第１半導体回路を所望厚さに調整
し、もって前記積層構造を形成する第１回路層を形成する。
【００４５】
　続いて、前記第１回路層の表面の所定箇所に、少なくとも一つの第２半導体回路を複数
の第２接続部を介して機械的及び電気的に接続する。そして、機械的及び電気的に接続さ
れた前記第２半導体回路と前記第１回路層の間に生じる隙間に、第２電気的絶縁性接着剤
を充填して硬化させ、その後、前記第２接着剤の充填・硬化が行われた前記第２半導体回
路の前記支持基板とは反対側の面を研磨することによって、前記第２半導体回路を所定厚
さに調整し、もって前記積層構造を形成する第２回路層を形成する。
【００４６】
　その後、例えば、前記第２回路層を形成するための三つの前記工程を（ｎー２）回繰り
返すことにより、少なくとも一つの前記第１半導体回路を含む前記第１回路層と、少なく
とも一つの前記第２半導体回路を含む前記第２回路層と、・・・少なくとも一つの第ｎ半
導体回路を含む第ｎ回路層とが順に前記支持基板上に積み重ねられるため、前記積層構造
が得られる。
【００４７】
　このため、異なる機能を持つ複数の半導体回路（例えば半導体チップ）を用意しておき
、それらを必要に応じて前記第１～第ｎの回路層中に配置することにより、異なる機能を
持つ複数の半導体回路を必要に応じて組み合わせて所望のシステム化された機能を実現す
ることが可能である。その際に、内部回路間すなわち前記第１～第ｎの回路層間（ひいて
は前記半導体回路間）の電気的相互接続（配線）については、複数の前記接続部を介して
前記積層構造の内部で行われ、パッケージングについては、前記支持基板と、前記積層構
造を形成するために使用される前記電気的絶縁性接着剤とによってパッケージを形成可能
である。よって、内部回路間の電気的相互接続（配線）とパッケージングにおける困難性
を解消ないし低減することができる。
【００４８】
　また、前記積層構造は、少なくとも一つの半導体回路を含む前記第１～第ｎの回路層を
順に積み重ねて形成される。このため、それら回路層の各々が単一の半導体回路を含む場
合は、例えば、その半導体回路の周囲に隙間が生じるように配置すると共に、その隙間に
前記第１、第２、・・または第ｎの電気的絶縁性接着剤を充填することにより、前記回路
層を形成することができる。また、前記回路層の各々が複数の半導体回路を含む場合は、
例えば、それら半導体回路を互いに離して配置すると共にそれら半導体回路の周囲の隙間
に前記第１、第２、・・または第ｎの電気的絶縁性接着剤を充填することにより、前記回
路層を形成することができる。前記回路層のいずれか一つに配置される半導体回路の厚さ
が互いに異なっている場合は、積層時にその半導体回路の回路が形成されていない側を研
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磨して厚さが調整されるので、その厚さの差異を解消することができる。その結果、組み
合わせるべき半導体回路の大きさや形状や厚さが互いに異なっていても、前記支持基板上
に組み合わせて搭載することができる。
【００４９】
　さらに、前記積層構造は、第１～第ｎの回路層を所定の積層方向に積み重ねたものであ
ると共に、それら回路層の各々は少なくとも一つの前記半導体回路を含んでいるから、前
記回路層の中に配置される前記半導体回路の種類（機能）を適宜組み合わせることにより
、必要に応じて多彩な機能を実現することが可能となる。
【００５０】
　（７）　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法において、「支持基板」、「半導
体回路」、「回路層」、「積層構造」、「接続部」そして「電気的絶縁性接着剤」の意味
するところは、いずれも、本発明の第１の観点の半導体装置について説明したものと同じ
である。
【００５１】
　（８）　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法の好ましい例では、前記第２回路
層を形成するための三つの前記工程を（ｎー２）回繰り返すことにより、前記支持基板上
に、少なくとも一つの前記第１半導体回路を含む前記第１回路層と、少なくとも一つの前
記第２半導体回路を含む前記第２回路層と、・・・少なくとも一つの第ｎ半導体回路を含
む第ｎ回路層とを順に積み重ねて前記積層構造が形成される。
【００５２】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法の他の好ましい例では、前記第ｎ半導体回
路層上の所定箇所に、前記第１～第ｎの回路層の少なくとも一つに電気的に接続された外
部回路接続用の複数の電極を形成する工程をさらに含む。
【００５３】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１回
路層の表面の所定箇所に少なくとも一つの前記第２半導体回路を機械的及び電気的に接続
する工程で使用される複数の前記第２接続部の各々が、前記第２回路層に突出形成された
導電性接触子（コンタクト）と、前記第１回路層に突出形成された導電性接触子（コンタ
クト）とを含んでおり、それら接触子同士を直接機械的に接続する、あるいは接合用金属
を挟んで機械的に接続することによって、前記第１回路層と少なくとも一つの前記第２半
導体回路とが機械的及び電気的に接続される。ここで、導電性接触子としては、マイクロ
バンプ電極が好適に使用される。
【００５４】
　すなわち、前記導電性接触子の材質が、前記導電性接触子同士を加熱・加圧しながら接
触させた時に両者が互いに接合するもの（例えば、インジウム（Ｉｎ）と金（Ａｕ）の積
層体）であれば、接合用金属は不要であり、前記導電性接触子同士を直接接触させて接続
すればよい。しかし、前記導電性接触子の材質が、前記導電性接触子同士を加熱・加圧し
ながら接触させても両者が互いに接合するものでない場合（例えば、タングステン（Ｗ）
）、接合用金属を挟んで前記導電性接触子同士の機械的接続を行う必要がある。接合用金
属としては、例えば、Ｉｎ－Ａｕ合金、錫（Ｓｎ）－金（Ａｇ）合金、Ｉｎ単体、Ｓｎ単
体等を使用することができる。
【００５５】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１回
路層の表面の所定箇所に少なくとも一つの前記第２半導体回路を機械的及び電気的に接続
する工程で使用される複数の前記第２接続部の各々が、前記第２半導体回路または前記第
１回路層に突出形成された導電性接触子（コンタクト）を含んでおり、その導電性接触子
の両端を前記第１回路層と前記第２半導体回路にそれぞれ機械的に接続することによって
、前記第１回路層と少なくとも一つの前記第２半導体回路とが機械的及び電気的に接続さ
れる。導電性接触子としては、マイクロバンプ電極が好適に使用される。
【００５６】
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　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１半
導体回路及び前記第２半導体回路の少なくとも一方が、それに隣接する前記支持基板また
は前記第１回路層の対向面に向かって突出する剛性部材を有しており、その剛性部材は、
前記第１半導体回路及び／又は前記第２半導体回路の前記積層方向の位置決めを行うため
のストッパとして使用される。
【００５７】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１半
導体回路及び前記第２半導体回路の少なくとも一方が、貫通しない埋込配線を有しており
、その埋込配線は、当該半導体回路の前記支持基板とは反対側の面を研磨した時に当該半
導体回路を前記積層方向に貫通する状態となる。
【００５８】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１回
路層が複数の前記第１半導体回路を含み、前記第２回路層が複数の前記第２半導体回路を
含む。
【００５９】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１回
路層の前記積層方向に直交する平面内における物理寸法が、少なくとも一つの前記第１半
導体回路の同平面内における物理寸法よりも大きく、前記第１半導体回路の側面は前記第
１接着剤によって覆われ、前記第２回路層の前記積層方向に直交する平面内における物理
寸法が、少なくとも一つの前記第２半導体回路の同平面内における物理寸法よりも大きく
、前記第２半導体回路の側面は前記第２接着剤によって覆われる。
【００６０】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１接
着剤または前記第２接着剤の前記隙間への充填が、前記第１接着剤または前記第２接着剤
を噴霧することによって行われる。この場合、前記接着剤の充填を真空中で実施するのが
より好ましい。
【００６１】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１接
着剤または前記第２接着剤の前記隙間への充填が、前記第１半導体回路を前記支持基板に
固定した状態で、あるいは前記第２半導体回路と前記第１半導体回路とを固定した状態で
、液状とした接着剤の中に浸漬することによって行われる。この場合、接着剤中への浸漬
を真空中で実施するのがより好ましい。
【００６２】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１接
着剤または前記第２接着剤の前記隙間への充填が、前記支持基板及び前記第１半導体チッ
プ層を一対の加圧部材によって挟んだ状態で、あるいは前記第１半導体回路及び前記第２
半導体回路を一対の加圧部材によって挟んだ状態で、液状の前記接着剤中に浸漬すること
によって行われる。この場合、接着剤中への浸漬を真空中で実施するのがより好ましい。
【００６３】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１接
着剤または前記第２接着剤の前記隙間への充填が、前記支持基板及び前記第１半導体チッ
プ層を、あるいは前記第１半導体チップ層及び前記第２半導体チップ層を、閉じた空間を
有する部材の中に配置した状態で、液状の前記接着剤中を前記空間内に加圧注入すること
によって行われる。
【００６４】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、複数の前記
第１半導体回路または複数の前記第２半導体回路を前記支持基板上または前記第１回路層
上に規則的に配置した後、それらの第１半導体回路または第２半導体回路の間の隙間と周
辺に、前記第１接着剤及び前記第２接着剤の少なくとも一方をディスペンサを使用して塗
布することによって行われる。
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【００６５】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記隙間に
充填された前記第１接着剤を硬化させる際に、前記支持基板の前記第１回路層とは反対側
の面に、前記支持基板の反りを防止する層が配置される。
【００６６】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記隙間に
前記第１接着剤を充填して硬化させる際に、前記支持基板の前記第１回路層とは反対側の
面に、前記支持基板の反りを防止する反り防止層が配置される。
【００６７】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記隙間に
前記第１接着剤を充填する際またはそれを硬化させる際に、前記支持基板の前記第１回路
層とは反対側の面に、前記支持基板の反りを防止する第１反り防止層が配置され、前記隙
間に前記第２接着剤を充填する際またはそれを硬化させる際に、前記第１反り防止層の上
に、前記支持基板の反りを防止する第２反り防止層が配置される。
【００６８】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記支持基
板に前記第１半導体回路を複数の第１接続部を介して機械的に接続した後に、前記第１接
着剤の硬化によって生じる前記支持基板の反りの向きとは反対側に、前記支持基板を湾曲
させる工程を含む。
【００６９】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１接
着剤及び前記第２接着剤の少なくとも一方がフィラーを含む。
【００７０】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法の好ましい例では、前記支持基板と前記積
層構造を前記積層方向に平行な切断面によってダイシングし、複数の半導体装置を形成す
る工程をさらに含む。
【００７１】
　本発明の第２の観点の半導体装置の製造方法のさらに他の好ましい例では、前記第１～
第ｎの回路層の少なくとも一つに含まれる前記半導体回路として、冗長構成を有するもの
を使用する。ここで「冗長構成」とは、本発明の第１の観点の半導体装置について述べた
のと同じ意味である。これにより、三次元積層構造を持つ半導体装置の製造歩留まりが向
上する利点がある。
【発明の効果】
【００７２】
　本発明の三次元積層構造を持つ半導体装置及びその製造方法では、内部回路間の電気的
相互接続（配線）やパッケージングの点での困難性を解消ないし低減しながら、異なる機
能を持つ複数の半導体回路を必要に応じて組み合わせて所望のシステム化された機能を実
現できる。また、組み合わせるべき半導体回路の大きさや形状や厚さが互いに異なってい
ても、単一の支持基板上に組み合わせて搭載することができる。さらに、必要に応じて多
彩な機能を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法の基本概念を示す断面
図である。
【図２】本発明に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法の基本概念を示す断面
図で、図１の続きである。
【図３】本発明に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法の基本概念を示す断面
図で、図２の続きである。
【図４】本発明の第１実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工程
毎に示す断面図である。
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【図５】本発明の第１実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工程
毎に示す断面図で、図４の続きである。
【図６】本発明の第１実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工程
毎に示す断面図で、図５の続きである。
【図７】本発明の第２実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工程
毎に示す断面図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工程
毎に示す断面図で、図７の続きである。
【図９】本発明の第２実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工程
毎に示す断面図で、図８の続きである。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る半導体装置の製造方法において、半導体チップを
支持基板に固着する前の状態を示す断面図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法の変
形例を示す断面図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法の他
の変形例を示す断面図である。
【図１３】本発明の第３実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工
程毎に示す断面図である。
【図１４】本発明の第４実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を示
す断面図である。
【図１５】本発明の第５実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を示
す断面図である。
【図１６】本発明の第６実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を示
す断面図である。
【図１７】本発明の第７実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工
程毎に示す断面図である。
【図１８】本発明の第８実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工
程毎に示す断面図である。
【図１９】本発明の第９実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を工
程毎に示す断面図である。
【図２０】本発明の第１０実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す断面図である。
【図２１】本発明の第１１実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す断面図である。
【図２２】本発明の第１２実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す断面図である。
【図２３】本発明の第１２実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す断面図で、図２２の続きである。
【図２４】本発明の第１３実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す断面図である。
【図２５】本発明の第１３実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す断面図で、図２４の続きである。
【図２６】本発明の第１４実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す断面図である。
【図２７】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される接着
剤充填方法の第２例を示す断面図である。
【図２８】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される接着
剤充填方法の第２例を示す概念図である。
【図２９】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される接着
剤充填方法の第３例を示す概念図である。
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【図３０】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される接着
剤充填方法の第４例を示す概念図である。
【図３１】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される接着
剤充填方法の第５例を示す平面図である。
【図３２】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される接着
剤充填方法の第５例を示す平面図である。
【図３３】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される接着
剤充填方法の第５例を示す平面図である。
【図３４】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される接着
剤充填方法の第５例を示す断面図である。
【図３５】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される接着
剤充填方法の第５例を示す断面図である。
【図３６】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される支持
基板の反り防止方法の第１例を示す断面図である。
【図３７】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される支持
基板の反り防止方法の第２例を示す断面図である。
【図３８】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される支持
基板の反り防止方法の第３例を示す断面図である。
【図３９】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法において起こりう
る支持基板の反りの状況を示す概念図である。
【図４０】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される支持
基板の反り防止方法の第４例を示す概念図である。
【図４１】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される半導
体チップ取り付け方法の第１変形例を示す概念図である。
【図４２】本発明の第１～第１４実施形態に係る半導体装置の製造方法で使用される半導
体チップ取り付け方法の第２変形例を示す概念図である。
【図４３】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法において、接合用金属を用
いた半導体チップ接合工程の詳細を示す部分断面図である。
【図４４】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法において、接合用金属を用
いた半導体チップ接合工程の詳細を示す部分断面図で、図４３の続きである。
【図４５】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法において、接合用金属を用
いた半導体チップ接合工程の詳細を示す部分断面図（接合後に接合用金属が残る場合）で
、図４４の続きである。
【図４６】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法において、接合用金属を用
いた半導体チップ接合工程の詳細を示す部分断面図（接合後に接合用金属が残らない場合
、または接合用金属を使用しない場合）である。
【図４７】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法において使用されるマイク
ロバンプ電極の詳細構成を示す拡大部分断面図である。
【図４８】本発明に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の外部回路接続用のハンダボー
ル及びマイクロバンプ電極の配置をそれぞれ示す概略平面図である。
【図４９】本発明に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の半導体チップの詳細構成を示
す概略断面図である。
【符号の説明】
【００７４】
　１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ　半導体装置
　１１　支持基板
　１１ａ　支持基板の搭載面
　１２　接続部
　１３　半導体チップ
　１４　接着剤
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　１５　接続部
　１６　半導体チップ
　１７　接着剤
　１８　接続部
　１９　半導体チップ
　２０　接着剤
　２１　接続部
　２２　半導体チップ
　２３　接着剤
　２４　絶縁層
　２５　導電性プラグ
　２６　外部回路接続用マイクロバンプ電極
　２７　ハンダボール
　３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ａ'、３０Ｂ'、３０Ｃ'、３０Ｄ　半導体装置
　３１　支持基板
　３２　絶縁層
　３３　配線
　３４　導電性プラグ
　３５、３６　マイクロバンプ電極
　３７　半導体チップ
　３７Ａ　半導体ウェーハ
　３８、３８ａ　接着剤
　３８ａａ　フィラー入り接着剤
　３８ｂ　充填材
　３８ｂｂ　フィラー入り接着剤
　３９　絶縁層
　４０　導電性プラグ
　４１、４２　マイクロバンプ電極
　４３　半導体チップ
　４４　接着剤
　４５　絶縁層
　４６　導電性プラグ
　４７、４８　マイクロバンプ電極
　４９　半導体チップ
　５０　接着剤
　５１、５３、５５　絶縁層
　５２、５４、５６　導電材（埋込配線）
　５７、５７ａ、５７ｂ、５８、５９　ストッパ
　６０　外部回路接続用マイクロバンプ電極
　６１　絶縁層
　７１　配線層
　７２　絶縁層
　８０、８１、８２　反り防止用接着剤
　９０　反り印加装置
　９１、９２　押圧部材
　１００　構造体
　１０１、１０２　押し付け板
　１０３　支持棒
　１０４　基板
　１０４'　基板片
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　１０５　半導体ウェハー
　１０５'　半導体ウェハー片
　１０６　積層体
　１１１　チャンバー
　１１２　接着剤用容器
　１１３　接着剤
　１１４　ヒーター
　１２０　接合用金属
　１２１　クランプ部材
　１２１ａ　注入孔
　１２２　閉じた空間
　１３１、１３２、１３３　キャリア基板
　１５１、１５３　絶縁層
　１５２　配線層
　１５４　導電性プラグ
　１６０　ＭＯＳ型トランジスタ
　１６１　ソース・ドレイン領域
　１６２　ゲート絶縁層
　１６３　ゲート電極
　１７１、１７３　絶縁層
　１７２　配線層
　１７４　導電性プラグ
　Ｒ１、Ｒ２　接続部
　Ｃ　半導体チップに形成された半導体集積回路（半導体固体回路群）
　Ｌ１　第１半導体回路層
　Ｌ２　第２半導体回路層
　Ｌ３　第３半導体回路層
　Ｌ４　第４半導体回路層

【発明を実施するための最良の形態】
【００７５】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
【００７６】
　（本発明の基本概念）
　図１～図３は、本発明に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法の基本概念を
示す断面図である。
【００７７】
　まず最初に、図１（ａ）に示すように、所望の剛性を持つ支持基板１１を用意する。支
持基板１１は、一面に複数の半導体チップ（すなわちチップ型半導体回路）を搭載する平
坦な搭載面１１ａを有している。支持基板１１としては、例えばガラス、単結晶シリコン
（Ｓｉ）製のウェーハ（表面領域に集積回路が形成されたもの、あるいは集積回路が形成
されていないもの）等が好適に使用できる。
【００７８】
　次に、図１（ｂ）に示すように、支持基板１１の搭載面１１ａの所定位置に、公知の構
成を持つ複数個の半導体チップ１３をそれぞれ固着させる。隣接するチップ１３の間と、
チップ１３と支持基板１１の端の間には、所定の隙間が設けられている。これらチップ１
３は、いわゆるKnown Good Die（ＫＧＤ、公知の良品チップ）と呼ばれるもので、必要に
応じて、任意の製法で製造された任意の構成のもの（所望の集積回路を内蔵したもの）を
使用する。これらチップ１３（チップ型半導体回路）は、それらの間及び外周に配置され
た硬化した接着剤１４と共に第１半導体回路層Ｌ１を構成する。換言すれば、第１半導体
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回路層Ｌ１は、複数のチップ１３（チップ型半導体回路）と、それらチップ１３の周囲に
配置された接着剤１４とから構成される。
【００７９】
　なお、実際は数個～数百個のチップ１３を固着させることが多いが、ここでは説明の簡
単化のために、図示された３個のチップについて説明することにする。
【００８０】
　支持基板１１の搭載面１１ａへの半導体チップ１３の固着は、それらチップ１３の表面
に形成された接続部１２を介して行われる。接続部１２の具体的構成は後述するが、例え
ばマイクロバンプ電極を利用して実現できる。これら接続部１２により、チップ１３と搭
載面１１ａの間の機械的接続及び電気的接続が同時に達成される。この時の状態は図１（
ｂ）に示す通りである。これらのチップ１３は、例えば公知の高速チップ・ボンダを用い
て一個づつ順に固着させてもよいし、予め支持部材（図示せず）の上にすべてのチップ１
３を所定レイアウトで配置しておき、その後にその支持部材を用いて全チップ１３を一括
して搭載面１１ａに固着させるようにしてもよい。
【００８１】
　チップ１３の接続部１２に対応して、支持基板１１の搭載面１１ａの所定位置にも接続
部１２と同様の接続部（図示せず）を形成してもよい。この場合は、チップ１３の接続部
１２と、搭載面１１ａの接続部とが接合せしめられ、それによってチップ１３と搭載面１
１ａの間の機械的接続及び電気的接続が同時に達成されることになる。
【００８２】
　次に、図１（ｃ）に示すように、接続部１２を介して搭載面１１ａに固着された半導体
チップ１３の周囲の隙間に、適当な方法で液状ないし流動性の接着剤１４を配置し、その
後、加熱、紫外線照射等を行って接着剤１４を硬化させる。接着剤１４は、電気的絶縁性
を持つ合成樹脂により製作されたものが好ましい。これは、隣接するチップ１３の間を電
気的に絶縁する必要があるからであり、また当該半導体装置のパッケージの一部として機
能するからである。この時、搭載面１１ａ上に形成される接着剤１４の硬化層の厚さは、
チップ１３の全高に及ぶ必要はなく、次の工程でチップ１３を研磨して薄くした時に前記
隙間（接続部１２を含む）が接着剤１４で完全に充填されるように設定すれば足りる。
【００８３】
　なお、ここでは、支持基板１１を上下ひっくり返して搭載面１１ａを上に向けた状態で
液状の接着剤１４を噴霧する方法（噴霧法）を使用した場合の例を示しているので、接着
剤１４は半導体チップ１３の接続部１２とは反対側の面（すなわち裏面）にも付着してい
る。半導体チップ１３の裏面にある接着剤１４は、次の半導体チップ研磨工程で除去され
るので、問題は生じない。
【００８４】
　次に、支持基板１１の搭載面１１ａに固着されたすべての半導体チップ１３について、
それらの接着面とは反対側の面（すなわち裏面）をＣＭＰ（Chemical Mechanical Polish
ing）法により一括して研磨する。この研磨工程は、図１（ｄ）に示すように、各チップ
１３の裏面がそれらチップ１３の周囲にある接着剤１４の硬化層と同一平面となるように
行う。実際には、接着剤１４の硬化層が少し研磨されるまで行い、それによって各チップ
１３の裏面の研磨と同時に接着剤１４の硬化層の露出面の平坦化が行われるようにするの
が好ましい。なお、ＣＭＰ法を用いたこの研磨工程では、必要に応じて、公知の機械的研
磨法を併用してもよい。これは、以下に述べるすべての半導体チップ研磨工程においても
同様である。
【００８５】
　このＣＭＰ工程で半導体チップ１３の裏面を研磨しても、それらチップ１３の動作には
何ら支障は生じない。これは、チップ１３に内蔵された集積回路は、当該チップ１３の支
持基板１１側の表面領域のみに極めて小さい深さで形成されており、これらチップ１３の
表面領域以外の部分はその回路動作に関与していないからである。
【００８６】
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　以上の工程により、図１（ｄ）に示すように、複数の半導体チップ１３を含む第１半導
体回路層Ｌ１が、支持基板１１の搭載面１１ａ上に形成される。したがって、複数のチッ
プ１３を含む第１半導体回路層Ｌ１は、各チップ１３の接続部１２と接着剤１４によって
搭載面１１ａに固着されている、と言うことができる。なお、各チップ１３の搭載面１１
ａに対する機械的接続は、接続部１２だけでなく硬化した接着剤１４によっても行われる
から、十分な接続強度が得られる。
【００８７】
　次に、以上のようにして形成された第１半導体回路層Ｌ１に対して、上記とほぼ同様に
して複数の半導体チップ１６を重ねて配置することにより、第２半導体回路層Ｌ２を形成
する。
【００８８】
　すなわち、図２（ｅ）に示すように、表面に接続部１５を持つ複数の半導体チップ１６
（すなわちチップ型半導体回路）を、第１半導体回路層Ｌ１の接着剤１４の硬化層より露
出した半導体チップ１３の裏面に、それぞれ重なるようにして固着させる。チップ１６の
接続部１５の構成は、第１半導体回路層Ｌ１のチップ１３の接続部１２の構成と同じであ
る。これら接続部１５により、チップ１６と１３の間の機械的接続及び電気的接続が同時
に達成される。
【００８９】
　チップ１６がチップ１３より小さい場合は、チップ１６の接続部１５全体がチップ１３
の裏面に覆われる。しかし、チップ１６がチップ１３より大きい場合は、チップ１６の接
続部１５の一部がチップ１３の裏面からはみ出し、そのはみ出した部分は接着剤１４に接
触することになる。
【００９０】
　その後、図２（ｅ）に示すように、接続部１５を介して第１半導体回路層Ｌ１の対応す
るチップ１３に固着されたチップ１６の周囲の隙間に、チップ１３について上述したのと
同じ方法で液状ないし流動性の接着剤１７を充填し、加熱、紫外線照射等により硬化させ
る。この時の状態は図２（ｆ）に示す通りである。
【００９１】
　次に、固着されたチップ１６の固着面とは反対側の面（裏面）をＣＭＰ法により研磨し
、図２（ｇ）に示すように、各チップ１６の裏面が接着剤１７の硬化層と同一平面となる
ようにする。こうして、複数のチップ１６は、それらの接続部１５によって、対応するチ
ップ１３に対して機械的・電気的に接続される。したがって、複数のチップ１６と接着剤
１７の硬化層とを含む第２半導体回路層Ｌ２は、第１半導体回路層Ｌ１に重ねて形成され
る。第２半導体回路層Ｌ２と第１半導体回路層Ｌ１の機械的・電気的接続は、各チップ１
６の接続部１５によって行われる。
【００９２】
　次に、以上のようにして形成された第２半導体回路層Ｌ２に対して、上記とほぼ同様に
して複数の半導体チップ１９を重ねて配置することにより、第３半導体回路層Ｌ３を形成
する。
【００９３】
　すなわち、図３（ｈ）に示すように、表面に接続部１８を持つ複数の半導体チップ（す
なわちチップ型半導体回路）１９を、第２半導体回路層Ｌ２の接着剤１７の硬化層より露
出した半導体チップ１６の裏面に、それぞれ重なるようにして固着させる。チップ１９の
接続部１８の構成は、第１半導体回路層Ｌ１のチップ１３の接続部１２の構成と同じであ
る。これら接続部１８により、チップ１９と１６の間の機械的接続及び電気的接続が同時
に達成される。
【００９４】
　チップ１９がチップ１６より小さい場合は、チップ１９の接続部１８全体がチップ１６
の裏面に覆われる。しかし、チップ１９がチップ１６より大きい場合は、チップ１９の接
続部１８の一部がチップ１６の裏面からはみ出し、そのはみ出した部分は接着剤１７に接
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触することになる。
【００９５】
　その後、接続部１８を介して第２半導体回路層Ｌ２の対応するチップ１６に固着された
チップ１９の周囲の隙間に、チップ１３について上述したのと同じ方法で液状ないし流動
性の接着剤２０を充填し、加熱、紫外線照射等により硬化させる。
【００９６】
　次に、固着されたチップ１９の固着面とは反対側の面（裏面）をＣＭＰ法により研磨し
、各チップ１９の裏面が接着剤２０の硬化層と同一平面となるようにする。こうして、複
数のチップ１９は、それらの接続部１８によって、対応するチップ１６に対して機械的・
電気的に接続される。したがって、複数のチップ１９と接着剤２０の硬化層とを含む第３
半導体回路層Ｌ３は、第２半導体回路層Ｌ２に重ねて形成される。第３半導体回路層Ｌ３
と第２半導体回路層Ｌ２の機械的・電気的接続は、各チップ１９の接続部１８によって行
われる。
【００９７】
　次に、以上のようにして形成された第３半導体回路層Ｌ３に対して、上記とほぼ同様に
して複数の半導体チップ２２を重ねて配置することにより、第４半導体回路層Ｌ４を形成
する。
【００９８】
　すなわち、図３（ｈ）に示すように、表面に接続部２１を持つ複数の半導体チップ（す
なわちチップ型半導体回路）２２を、第３半導体回路層Ｌ３の接着剤２０の硬化層より露
出した半導体チップ１９の裏面に、それぞれ重なるようにして固着させる。チップ２２の
接続部２１の構成は、第１半導体回路層Ｌ１のチップ１３の接続部１２の構成と同じであ
る。これら接続部２１により、チップ２２と１９の間の機械的接続及び電気的接続が同時
に達成される。
【００９９】
　チップ２２がチップ１９より小さい場合は、チップ２２の接続部２１全体がチップ１９
の裏面に覆われる。しかし、チップ２２がチップ１９より大きい場合は、チップ２２の接
続部２１の一部がチップ１９の裏面からはみ出し、そのはみ出した部分は接着剤２０に接
触することになる。
【０１００】
　その後、接続部２１を介して第３半導体回路層Ｌ３の対応するチップ１９に固着された
チップ２２の周囲の隙間に、チップ１３について上述したのと同じ方法で液状ないし流動
性の接着剤２３を充填し、加熱、紫外線照射等により硬化させる。
【０１０１】
　次に、固着されたチップ２２の固着面とは反対側の面（裏面）をＣＭＰ法により研磨し
、各チップ２２の裏面が接着剤２３の硬化層と同一平面となるようにする。こうして、複
数のチップ２２は、それらの接続部２１によって、対応するチップ１９に対して機械的・
電気的に接続される。したがって、複数のチップ２２と接着剤２３の硬化層とを含む第４
半導体回路層Ｌ４は、第３半導体回路層Ｌ３に重ねて形成される。第４半導体回路層Ｌ４
と第３半導体回路層Ｌ３の機械的・電気的接続は、各チップ２２の接続部２１によって行
われる。
【０１０２】
　その後、第４半導体回路層Ｌ４のチップ２２と接着剤２３の硬化層からなる面に、絶縁
層２４を形成して当該面の全体を覆う。そして、その絶縁層２４を貫通して、対応するチ
ップ２２の内部集積回路に接続された複数の導電性プラグ２５（埋込配線）を所定位置に
形成した後、それらプラグ２５の一端に固着された複数のマイクロバンプ電極（マイクロ
バンプよりなる電極）２６を形成する。最後に、それら電極２６上にそれぞれ球状のハン
ダ（ハンダボール）２７を固着させる。なお、ハンダボール２７は省略可能である。
【０１０３】
　以上のような工程を経ることにより、図３（ｈ）に示すように、支持基板１１の搭載面
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１１ａに第１～第４の半導体回路層Ｌ１～Ｌ４を順に重ねて形成してなる積層構造が得ら
れる。この積層構造は、４個のチップ１３、１６、１９、２２（チップ型半導体回路）を
積み重ねてなるチップ積層体を複数個含んでおり、それらチップ積層体は支持基板１１に
平行な方向に互いに離れて配置されていると共に、それらチップ積層体の周囲の隙間には
硬化した接着剤１４、１７、２０、２３が充填されている。各組のチップ積層体において
、積層されたチップ１３、１６、１９、２２は、電気的に相互接続されている。
【０１０４】
　そこで、第１～第４の半導体回路層Ｌ１～Ｌ４の積層構造を公知の方法によってダイシ
ングし、所望の半導体装置に分割する。このダイシングは、ダイシング用の刃が隣接する
チップ積層体の間を通過するように行う。こうして、図３（ｉ）に示すような半導体装置
１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃが得られる。半導体装置１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃは、分割された
支持基板１１’上に大きさや機能の異なる一組（４個）の半導体チップ１３、１６、１９
、２２が積層された三次元積層構造を有している。
【０１０５】
　図４８（ａ）は、半導体装置１０Ａのハンダボール２７のレイアウトを示す説明図であ
る。外部回路接続用の複数のハンダボール２７（すなわちマイクロバンプ電極２６）は、
このように支持基板１１とは反対側の平面に規則的に配置されている。半導体装置１０Ｂ
と１０Ｃについても同様である。ハンダボール２７を省略してマイクロバンプ電極２６そ
れ自体を外部回路接続用として使用してもよい。
【０１０６】
　ダイシング工程はこのような方法に限定されるものではない。例えば、図３（ｊ）に示
す半導体装置１０Ｄのように、隣接する二組のチップ積層体を含むようにダイシングする
こともできるし、必要に応じて三組あるいはそれ以上のチップ積層体を含むようにダイシ
ングすることも可能である。また、ダイシングをまったくせずに、図３（ｈ）に示す積層
構造の全体をそのまま、ウェーハレベルの半導体装置１０Ｅとして使用することもできる
。
【０１０７】
　以上説明したように、本発明に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法によれ
ば、異なる機能を持つ複数の半導体チップ１３、１６、１９、２２（複数のチップ型半導
体回路）を必要に応じて支持基板１１上に組み合わせて所望のシステム化された機能を実
現できる、三次元積層構造を持つ半導体装置１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄまたは１０
Ｅを製造することができる。よって、従来のシステムＬＳＩと同様にシステム化された半
導体装置を簡易に得ることができるだけでなく、要求に応じて多彩な機能を実現すること
が可能となる。
【０１０８】
　また、第１～第４の半導体回路層Ｌ１～Ｌ４中の半導体チップ１３、１６、１９、２２
は、いずれも、各半導体回路層中Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３またはＬ４において、支持基板１１に
対して平行な方向に隙間をあけて配置され、そして、それらチップ１３、１６、１９、２
２を絶縁性接着剤１４、１７、２０、２３で固着した後にそれらの裏面側から研磨するこ
とにより、チップ１３、１６、１９、２２の厚さが調整される。このため、組み合わせる
べきチップ１３、１６、１９、２２（すなわち、組み合わせるべき半導体回路）の大きさ
や形状や厚さが互いに異なっていても、単一の支持基板１１上に組み合わせて搭載するこ
とができる。
【０１０９】
　さらに、本発明に係るこの製造方法によれば、三次元積層構造を持つ半導体装置１０Ａ
と１０Ｂと１０Ｃ、あるいは三次元積層構造を持つ半導体装置１０Ａと１０Ｄ、または三
次元積層構造を持つ半導体装置１０Ｅが得られるが、これらの半導体装置１０Ａ、１０Ｂ
、１０Ｃ、１０Ｄ、１０Ｅは、支持基板１１あるいはそれを分割してなる支持基板１１’
の上に、異なる機能を持つ複数の半導体チップ１３、１６、１９、２２を必要に応じて組
み合わせて搭載している。そして、その三次元積層構造の支持基板１１または１１’とは
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反対側の面は、絶縁層２４またはそれを分割してなる絶縁層２４’で覆われており、その
絶縁層１１または１１’上に外部回路接続用の複数のバンダボール２７が配置されている
。さらに、その三次元積層構造の側面は、絶縁性合成樹脂製の接着剤１４、１７、２０、
２３よりなる被覆材で覆われている。
【０１１０】
　このように、本発明に係る半導体装置１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ、１０Ｅでは、
接続部１２、１５、１８、２１によって半導体回路層Ｌ１～Ｌ４の間の電気的な相互接続
が実現されている。また、支持基板１１または１１’と被覆材（接着剤１４、１７、２０
、２３）と絶縁層２４または２４’は、半導体回路層Ｌ１～Ｌ４を収容して保護するパッ
ケージとしての機能を果たしており、支持部材１１または１１’とは反対側の一面に配置
された複数のマイクロバンプ電極２６またはハンダボール２７を用いて、外部回路・装置
との電気的接続が可能になっている。したがって、本願発明に係る半導体装置１０Ａ、１
０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ、１０Ｅは、半導体回路層Ｌ１～Ｌ４とパッケージとを一体化した
構造を持つ、換言すれば、パッケージ一体型の三次元積層構造を持つ。その結果、内部回
路間の電気的相互接続（配線）やパッケージングの点での困難性を解消ないし低減しなが
ら、従来のシステムＬＳＩと同様のシステム化を簡易に実現することができ、しかも、要
求に応じて多彩な機能を実現することも可能である。
【０１１１】
　なお、上記説明では、第１～第４の半導体回路層Ｌ１～Ｌ４の各々を構成する半導体回
路として、ここでは半導体チップ（チップ型半導体回路）を使用しているが、半導体ウェ
ーハ（ウェーハ型半導体回路）を使用してもよい。また、第１～第４の半導体回路層Ｌ１
～Ｌ４の各々において、一つの半導体回路層中の一つの半導体チップを、それに隣接する
他の一つの半導体回路層中の一つの半導体チップに重ねているが、これには限定されない
。一つの半導体回路層中の一つの半導体チップを、それに隣接する他の一つの半導体回路
層中の二つ以上の半導体チップに重ねるようにしてもよい。
【０１１２】
　また、第１～第４の半導体回路層Ｌ１～Ｌ４の各々に、ＫＧＤである半導体チップを使
用しているが、各半導体回路層中のチップがすべてＫＧＤである必要はない。ＫＧＤであ
る半導体チップは、その内部に形成されている回路の全部が使用され（あるいは動作して
）いなくてもよい。一部に使用されていない（あるいは動作しない）回路（例えば冗長部
）を含んでいてもよい。ここで「冗長部」とは、半導体チップの構成要素の一部が故障し
てもその機能を全うできるように、余分な構成要素が予め付加されていることをいう。積
層後の検査で第１～第４の半導体回路層Ｌ１～Ｌ４の一部の回路要素に不良があることが
判明すると、その不良の回路要素に代えて冗長部の回路要素を使用するように調整する。
これは、外部から所定の電流を供給する等の方法によって不良回路要素に通じる配線を切
断すると共に、冗長部の回路要素に通じるように配線を切り替える、という方法により容
易に実施できる。この方法は当業界で良く知られているから、その説明は省略する。「冗
長部」を持たせることにより、三次元積層構造を持つ当該半導体装置の製造歩留まりが向
上するという利点がある。
【０１１３】
　第１～第４の半導体回路層Ｌ１～Ｌ４のいずれかにおいて、特定の回路機能を提供する
半導体チップが不要な部分がある場合は、その部分にいわゆるダミーチップ（内部には回
路が形成されていないが、外形はＫＧＤと同じ半導体チップ、あるいは内部に回路が形成
されているがその全部が使用されていなく、外形はＫＧＤと同じ半導体チップ）を使用す
るのが好ましい。この場合、ダミーチップの中には、必要に応じて、他の半導体チップと
の電気的接続のための埋込配線のみが形成される。これは、半導体チップの存在しない空
白箇所が半導体回路層Ｌ１～Ｌ４のいずれかに生じると、半導体チップの積層工程（半導
体回路層の形成工程）の実施に支障が生じたり、製造後の半導体装置に機械的強度に関す
る問題が生じたりすると考えられるからである。しかし、そのような問題が回避できるの
であれば、ダミーチップ以外の任意の充填部材を配置することも可能である。
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【０１１４】
　（第１実施形態）
　次に、本発明の第１実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法につい
て、図４～図６を参照しながら説明する。この製造方法は、上述した本発明の基本概念に
基づくものであり、図１～図３で使用した「接続部」が導電性接触子（導電性コンタクト
）、すなわちマイクロバンプ電極により実現される。
【０１１５】
　図４～図６に示される導電性プラグと埋込配線とマイクロバンプ電極は、分かりやすく
するために拡大・誇張して描いてある。したがって、これらの実際の大きさは、半導体チ
ップの大きさに比べてずっと小さい。
【０１１６】
　まず最初に、図４（ａ）に示すように、所望の剛性を持つ支持基板３１を用意し、その
搭載面（下面）に固着される複数の半導体チップ（チップ型半導体回路）３７にそれぞれ
対応して、複数組の配線３３を形成する。そして、それら配線３３の全体を覆うように支
持基板３１の搭載面に絶縁層３２を形成してから、公知のエッチング法により絶縁層３２
の所定箇所に複数組の配線３３にそれぞれ達する貫通孔を形成する。その後、絶縁層３２
を覆うように導電層（図示せず）を形成してそれら貫通孔に埋め込んでから、ＣＭＰ法で
その導電層を絶縁層３２が露出するまで研磨する。その結果、それら貫通孔に埋め込まれ
た導電層が残って導電性プラグ３４となり、配線３３と共に支持基板３１の埋込配線を形
成する。こうして、図４（ａ）に示すように、配線３３と導電性プラグ３４からなる複数
組の埋込配線が内部に埋設され且つ表面が平坦化された絶縁層３２が得られる。
【０１１７】
　支持基板３１としては、例えばガラス、単結晶シリコン（Ｓｉ）製のウェーハ（表面領
域に集積回路が形成されたもの、あるいは集積回路が形成されていないもの）等が好適に
使用できる。しかし、所望の剛性を有するものであれば、これら以外の剛性材料からなる
部材も使用可能である。絶縁層３２としては、二酸化シリコン（ＳｉＯ2）その他の絶縁
層が使用可能である。配線３３や導電性プラグ３４としては、ポリシリコン、タングステ
ン、銅、アルミニウム等の種々の導電性材料が使用できる。
【０１１８】
　次に、後述する複数の半導体チップ３７との機械的・電気的接続を実現するために、平
坦化された絶縁層３２の表面に複数のマイクロバンプ電極３５を形成する。これら電極３
５の形成法としては、公知の方法が任意に使用できる。例えば、絶縁層３２の表面に適当
な導電層を形成した後、その導電層をフォトリソグラフィ及びエッチングによって選択的
に除去し、必要部分のみを残すようにすればよい。図４（ａ）に示すように、各電極３５
の一端（図４（ａ）では上端）は、絶縁層３２中に埋設された導電性プラグ３４の対応す
るものに接触せしめられている。ここでは、すべての電極３５が同じ形状（例えば、矩形
、円形）で同じ大きさとされているが、必要に応じて形状及び大きさの少なくとも一方を
異なるものとしてもよいことは言うまでもない。
【０１１９】
　絶縁層３２の表面に形成されたマイクロバンプ電極３５は、図４（ａ）に示すように、
複数の組に分けられており、各組のマイクロバンプ電極３５が対応する半導体チップ３７
（これについては後述する）用の接続部Ｒ１を構成する。これらのチップ３７は、第１半
導体回路層Ｌ１を構成するためのものである。
【０１２０】
　他方、表面（図４（ａ）では上面）の所定箇所に複数のマイクロバンプ電極３６を露出
形成してなる複数の半導体チップ３７を用意し、それら電極３６を、図４（ａ）に示すよ
うに、支持基板３１上の対応するマイクロバンプ電極３５に対して一対一で対向・接触さ
せる。そして、各チップ３７に対して支持基板３１に向かう加圧力を適当に印加しながら
、支持基板３１及びチップ３７を含む積層構造の全体を所定温度まで加熱し、所定時間経
過後、室温まで冷却する。こうすることにより、各チップ３７上の電極３６は支持基板３
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１上の対向する電極３５に接合せしめられる。その結果、チップ３７と支持基板３１上の
埋込配線との間の機械的接続及び電気的接続が同時に達成され、チップ３７が支持基板３
１上の所定位置に固定される。この時の状態は図４（ａ）に示すようになる。
【０１２１】
　各チップ３７上に形成された一組のマイクロバンプ電極３６は、当該チップ３７用の接
続部Ｒ２を構成する。これらの接続部Ｒ２は、図１～図３に示されたチップ１２上の接続
部１２に対応する。
【０１２２】
　支持基板３１上の電極３５（すなわち接続部Ｒ１）を省略して、チップ３７上の電極３
６（すなわち接続部Ｒ２）を直接、絶縁層３２の表面に接触させることにより、チップ３
７を支持基板３１に固定することも可能である。この場合は、上記と同様に加熱・冷却を
行うことにより、チップ３７の電極３６を支持基板３１の絶縁層３２に埋設されたプラグ
３４に接合する。こうして、チップ３７と支持基板３１上の埋込配線との間の機械的接続
及び電気的接続が同時に達成される。
【０１２３】
　ここで、チップ３７上の電極３６を支持基板３１上の対応する電極３５に対して一対一
で対向・接触させる工程について、図４３～図４６を参照しながら詳細に説明する。図４
３～図４６は、電極３５と電極３６の間に接合用金属を挟んで接合する場合の工程を示す
部分断面図である。
【０１２４】
　まず最初に、図４３に示すように、支持基板３１上の各電極３５の端面と、それに対向
するチップ３７上の各電極３６の端面に、それぞれ、薄膜状の接合用金属１２０（厚さは
例えば、０．２μｍ程度とするのが好ましい）を形成する。電極３６上への接合用金属１
２０の形成方法は、任意である。例えば、公知のメッキ法によって、薄膜状の接合用金属
１２０を直接、電極３５または３６の上端面に選択的に形成する、という方法が使用でき
る。
【０１２５】
　電極３５、３６用の導電性材料としては、例えば、インジウム（Ｉｎ）と金（Ａｕ）の
二層構造（Ｉｎ／Ａｕ）、錫（Ｓｎ）と銀（Ａｇ）の二層構造（Ｓｎ／Ａｇ）、銅（Ｃｕ
）の単層構造あるいはタングステン（Ｗ）の単層構造が好適に使用できる。Ｉｎ／Ａｕの
二層構造の場合は、図４７に示すように、下層３６ａにＩｎ層を配置し、上層３６ｂにＡ
ｕ層を配置するのが好ましい。Ｓｎ／Ａｇの二層構造の場合は、図４７示すように、下層
３６ａにＳｎ層を配置し、上層３６ｂにＡｇ層を配置するのが好ましい。これは電極３５
についても同様である。ＣｕまたはＷの単層構造の場合は、通常、電極３５または３６の
全体をＣｕまたはＷで形成する。
【０１２６】
　接合用金属１２０としては、例えば、Ｉｎ、Ａｕ、インジウム－金合金（Ｉｎ－Ａｕ）
あるいは金－錫合金（Ａｕ－Ｓｎ）が好適に使用できる。
【０１２７】
　次に、チップ３７を持ち上げて、その電極３６上に形成された接合用金属１２０を支持
基板３１の電極３５上の接合用金属１２０に対向・接触させる。この時の状態は図４４に
示すようになる。そして、チップ３７に上向きの加圧力を印加しながら、支持基板３１及
びチップ３７を含む積層構造の全体を、室温から接合用金属１２０が溶融する温度（例え
ば、２００゜Ｃ）まで加熱し、所定時間経過後、室温まで冷却する。
【０１２８】
　こうすることにより、接合用金属１２０がいったん溶融した後、再凝固するので、各半
導体チップ３７上の電極３６は、接合用金属１２０によって、支持基板３１上の対向する
電極３５に接合せしめられる。その結果、再凝固した接合用金属１２０によって、図４５
に示すように、チップ３７と支持基板３１上の埋込配線との間の機械的接続及び電気的接
続が、同時に達成される。
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【０１２９】
　なお、再凝固した接合用金属１２０は、図４５に明瞭に示すように、電極３５と３６の
全体に広がって溶融前よりも薄く（例えば、０．１μｍ程度に）なる。あるいは、図４６
に示すように、電極３５と３６の内部に拡散して消滅し、電極３５と電極３６が直接接触
するようになる。
【０１３０】
　電極３５と電極３６の間に接合用金属１２０を挟まないで、両電極３５と３６を直接接
合させることも可能である。この場合は、室温または加熱下で電極３５と３６を強く押し
付けることにより、電極３５と電極３６に局部的に変形を起こさせて接合する。つまり、
「圧接」により電極３５と電極３６を接合するのである。接合時の状態は図４６に示すよ
うになる。なお、室温で圧接するか、加熱下で圧接するかは、電極３５及び３６に使用さ
れる導電性材料に応じて選択される。
【０１３１】
　図４３に示すように、電極３５と３６の一辺または直径Ｗは、通常５０μｍ以下であり
、典型的な値は５μｍ程度である。電極３５と３６の高さＨは、通常２０μｍ以下であり
、典型的な値は２μｍ程度である。埋込配線を構成する導電材５２の一辺または直径は、
通常、電極３５、３６とほぼ同様の大きさである。しかし、導電性プラグ３４の一辺また
は直径は通常、電極３５、３６よりも小さくされる。他方、チップ３７の大きさは、通常
、数ｍｍ～二十数ｍｍであり、チップ３７の厚さは通常、２００μｍ～１０００μｍであ
る。一つのチップ３７の上には、通常、数十個から数十万個の電極３６が設けられる。
【０１３２】
　ここでは、製造を簡単にするために、半導体チップ３７上のすべてのマイクロバンプ電
極３６が、支持基板３１上のマイクロバンプ電極３５と同じ形状（例えば、矩形、円形）
で同じ大きさとされている。しかし、電極３５との接合が可能であれば、必要に応じて、
電極３６の形状と大きさを電極３５のそれとは異ならせてもよいことは言うまでもない。
【０１３３】
　電極３６を備えた（あるいは電極３６と接合用金属１２０を備えた）半導体チップ３７
は、例えば公知の高速チップ・ボンダを用いて一個づつ順に、支持基板３１上の各組の電
極３５に固着させてもよいし、予め支持部材（図示せず）の上に、電極３６を備えた（あ
るいは電極３６と接合用金属１２０を備えた）必要数のチップ３７を所定レイアウトで配
置しておき、その後にその支持部材を用いて全チップ３７を一括して支持基板３１上に固
着させてもよい。
【０１３４】
　接合用金属１２０は、ここでは電極３５と３６の双方に配置されているが、いずれか一
方のみに配置してもよい。
【０１３５】
　以上のようにして、電極３５と３６を用いてチップ３７が支持基板３１に固着されると
、各チップ３７の内部の表面領域（電極３５側の表面領域）に電極３６とは重ならないよ
うに形成された半導体集積回路（半導体固体回路群）Ｃは、対応する電極３５と３６を介
して、支持基板３１上の対応する埋込配線に電気的に接続される。これは、各チップ３７
上の電極３６が、当該チップ３７の内部の集積回路Ｃを外部回路と接続するための外部接
続端子として機能するように、形成されているからである。
【０１３６】
　上記のようにして固着された各半導体チップ３７の内部には、予め、その表面（図４（
ａ）では上面）に形成された電極３６と電気的に接続された埋込配線が形成されている。
これらの埋込配線（絶縁層５１に囲まれた導電性材料５２より形成される）は、チップ３
７内の集積回路Ｃと、後の工程でチップ３７に重ねて配置される半導体チップ４３内の集
積回路との電気的接続（つまりチップ間接続）に使用されるものであり、次のようにして
形成されたものである。
【０１３７】
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　すなわち、まず、チップ３７の電極３６が形成された面に、公知の方法により、所定深
さのトレンチ（溝）を形成する。このトレンチの深さは、次の半導体チップ研磨工程の終
了時に残されるチップ３７の厚さ（高さ）よりも大きくする必要がある。次に、公知の方
法により、そのトレンチの内側面と内底面を絶縁層（例えばＳｉＯ2）５１で覆う。その
後、公知の方法により、絶縁層５１で覆われたトレンチの内部に導電材５２（例えばポリ
シリコンやタングステンや銅）を充填すると共に、チップ３７の表面を平坦化するのであ
る。電極３６は、こうして形成された埋込配線（つまり導電材５２）の開口端に配置され
ており、埋込配線（つまり導電材５２）の開口面に電気的・機械的に接続されている。こ
うすることにより、次の半導体チップ研磨工程の終了時にチップ３７の裏面（図４（ａ）
では下面）に、埋込配線（導電材）５２を露出させることができる（図５（ｃ）参照）。
【０１３８】
　チップ３７の埋込配線（導電材）５２と電極３６の形成方法は、ここで述べた方法に限
定されるものではない。図４（ａ）に示す構成の埋込配線（導電材）５２と電極３６が得
られるものであれば、他の任意の方法も使用可能である。
【０１３９】
　なお、チップ３７がいわゆる「ダミーチップ」の場合、すなわち、内部には回路が形成
されていないが、外形はＫＧＤと同じである（あるいは異なる）半導体チップ、あるいは
内部に回路が形成されているがその全部が使用されていなく、外形はＫＧＤと同じである
（あるいは異なる）半導体チップの場合は、埋込配線（導電材）５２は、支持基板３１上
の配線３３と、チップ３７に重ねて配置されるチップ４３内の集積回路とを電気的に接続
するために使用される。
【０１４０】
　上記のようにして複数のチップ３７の支持基板３１への固着が完了すると、続いて、接
着剤充填工程が実行される。この工程では、図４（ｂ）に示すように、支持基板３１とチ
ップ３７の間の隙間とチップ３７間の隙間に、適当な方法で、電気的絶縁性を持つ液状な
いし流動性の接着剤３８を充填し、その後、加熱、紫外線照射等によりこの接着剤３８を
硬化させる。電極３５と３６の高さＨは通常、２０μｍ以下（典型的には２μｍ程度）で
あるから、支持基板３１とチップ３７の間の隙間は、通常、４０μｍ以下（典型的には４
μｍ程度）である。チップ３７間の隙間の大きさは、支持基板３１上の配線３３のレイア
ウトや他の半導体チップのレイアウト等に応じて変わるが、例えば、数μｍ～数百μｍで
ある。
【０１４１】
　接着剤充填工程で使用する接着剤３８は、電気的絶縁性を持つと共に加熱、紫外線照射
等によって硬化する合成樹脂により製作されたものが好ましい。これは、支持基板３１と
チップ３７の間、そして隣接するチップ３７の間を、接着剤３８によってそれぞれ電気的
に絶縁する必要があるからであり、また硬化した接着剤３８が当該半導体装置のパッケー
ジの一部となるからである。この時、支持基板３１の絶縁層３２上に形成される接着剤３
８の層の厚さは、チップ３７の全高に及ぶ必要はなく、次の半導体チップ研磨工程でチッ
プ３７を研磨して薄くした時に前記隙間（接合用金属１２０とマイクロバンプ電極３５及
び３６を含む）が接着剤３８で完全に充填されるように設定すれば足りる。
【０１４２】
　接着剤充填工程で使用可能な接着剤３８としては、例えば、エポキシ樹脂、ビスマレイ
ド樹脂、シアナー樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）等がある。これ
ら接着剤の中では、エポキシ樹脂が特に好ましい。エポキシ樹脂は、廉価であると共に取
り扱いが容易であり、しかも化学的安定性が高いからである。
【０１４３】
　ここでは、接着剤充填方法として、支持基板３１を上下逆にひっくり返して絶縁層３２
を上に向けた状態で液状の接着剤３８を噴霧する方法（噴霧法）を使用した場合の例を示
している。このため、接着剤３８は、図４（ｂ）に示すように、前記隙間だけでなく、チ
ップ３７の裏面にも付着している。チップ３７の裏面に付着した接着剤３８は、次の半導
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体チップ研磨工程で自動的に除去されるので、何ら問題は生じない。
【０１４４】
　「噴霧法」は、大気中であるいは適当な容器中で、支持基板３１を上下逆にひっくり返
して絶縁層３２を上に向けてから、公知の噴霧器を用いて、液状の接着剤３８を上方から
噴霧する方法である。しかし、これに限定されず、支持基板３１を上下逆にひっくり返さ
ずに、液状の接着剤３８を下方から上向きに噴霧してもよいし、支持基板３１を横向きに
して液状の接着剤３８を水平方向に噴霧してもよい。「噴霧法」は、最も簡単な方法の一
つであり、接着剤充填工程を容易かつ低コストで実施できる利点がある。
【０１４５】
　接着剤充填工程を実施する簡便な方法として、電気的絶縁性を持つ液状または流動性の
接着剤を所望箇所に塗布する「塗布法」も使用できる。この「塗布法」は、電気的絶縁性
を持つ液状または流動性の接着剤を所望の場所に塗布する方法である。例えば、水平面内
で回転可能に構成された回転板の上に、チップ３７を固定した表面を上向きにして支持基
板３１を載せ、その上に液状または流動性の接着剤を載せる。その後、回転板を回転させ
ることにより、遠心力によって接着剤を支持基板３１の表面全体に広げる。これは「スピ
ンコート法」と呼ばれる。この場合、支持基板３１の表面全体に塗布された接着剤の膜の
厚さが、自動的にほぼ均一になるという利点がある。
【０１４６】
　次に、上記のようにして固着されたすべての半導体チップ３７の裏面（ここでは下面）
をＣＭＰ法により一括して研磨する（半導体チップ研磨工程）。この工程は、図５（ｃ）
に示すように、各チップ３７の裏面がそれらチップ３７の間にある接着剤３８の硬化層と
同一平面となるように行う。実際には、ＣＭＰ工程の終点を、半導体チップ３７の間にあ
る接着剤３８の硬化層が少し研磨される時点に設定し、それによって各チップ３７の下面
の研磨と同時に接着剤３８の硬化層の表面の平坦化が行われるようにするのが好ましい。
このＣＭＰ工程により、各チップ３７の裏面には、導電材５２が露出せしめられる。導電
材５２は、こうして埋込配線となる。この状態では、導電材（埋込配線）５２がチップ３
７を上下方向（支持基板３１に直交する方向）に貫通している。
【０１４７】
　ＣＭＰ工程で研磨した後のチップ３７の厚さは特に限定されず、必要に応じて任意の値
に設定可能である。チップ３７の当初の厚さは通常、２００μｍ～１０００μｍであるか
ら、研磨後の厚さは通常、数μｍ～数百μｍとされる。
【０１４８】
　このＣＭＰ工程で各チップ３７の下面を研磨しても、それらチップ３７の動作には何ら
支障は生じない。これは、チップ３７内の集積回路Ｃは、当該チップ３７の表面領域のみ
に極めて小さい深さで形成されているため、これらチップ３７の表面領域以外の部分はそ
の回路動作に関与していないからである。また、言うまでもないことであるが、各チップ
３７内において導電材（埋込配線）５２を配置する位置は、当該チップ３７の内部の集積
回路Ｃとは重ならないように設定される。埋込配線５２の形成によって集積回路Ｃの動作
が影響を受けないようにするためである。
【０１４９】
　以上の工程により、図５（ｃ）に示すように、複数のチップ３７とそれらの間及び外周
に配置された硬化した接着剤３８から形成される第１半導体回路層Ｌ１が、支持基板３１
の絶縁層３２の表面に形成される。各チップ３７は、支持基板３１上の接続部Ｒ１（電極
３５を含む）とチップ３７上の接続部Ｒ２（電極３６を含む）によって絶縁層３２に接続
され、さらに接着剤３８によって絶縁層３２に接着されているので、第１半導体回路層Ｌ
１は接続部Ｒ１及びＲ２と接着剤３８によって搭載面に固着されている、と言うことがで
きる。各チップ３７の絶縁層３２に対する機械的接続は、接続部Ｒ１とＲ２だけでなく硬
化した接着剤３８によっても行われるから、十分な接続強度が得られる。
【０１５０】
　次に、以上のようにして形成された第１半導体回路層Ｌ１に対して、上記とほぼ同様に
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して複数の半導体チップ４３を重ねて配置することにより、第２半導体回路層Ｌ２を形成
する。
【０１５１】
　すなわち、図５（ｄ）に示すように、接着剤３８の硬化層の表面とそれより露出したチ
ップ３７の裏面の全体を覆うように、絶縁層３９を形成する。この絶縁層３９は、第１半
導体回路層Ｌ１のチップ３７と、第２半導体回路層Ｌ２のチップ４３との間を電気的に絶
縁するためのものである。次に、この絶縁層３９の所定箇所に、適当なエッチング法によ
って、チップ３７の導電材（埋込配線）５２にそれぞれ達する貫通孔を形成する。これら
の貫通孔は、通常、チップ３７の埋込配線５２と全体的または部分的に重なる位置に形成
される。これは、第１半導体回路層Ｌ１のチップ３７を、第２半導体回路層Ｌ２のチップ
４３に対して直接的に接続することができるからであり、また、工程が最も簡単になるか
らである。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、チップ３７の下面
に導電材（埋込配線）を形成したり、絶縁層３９の下に配線層を追加形成したりすること
により、前記貫通孔をチップ３７の導電材（埋込配線）５２と重ならない位置に形成する
ことができるからである。本発明では、積層された第１半導体回路層Ｌ１のチップ３７と
第２半導体回路層Ｌ２のチップ４３とが、電気的に相互接続されれば足りるのであり、そ
の具体的な接続方法は当該明細書に開示されたものに限定されない。
【０１５２】
　その後、絶縁層３９を覆うように適当な導電層（図示せず）を形成してそれら貫通孔の
内部に埋め込む。そして、その導電層をＣＭＰ法で絶縁層３９の表面が露出するまで研磨
することにより、前記導電層の絶縁層３９から露出した部分を選択的に除去する、こうし
て、前記貫通孔の内部に前記導電層が残され、導電性プラグ４０となる。
【０１５３】
　以上のようにして、図５（ｄ）に示すように、内部に複数組の導電性プラグ４０が埋設
され且つ表面が平坦化された絶縁層３９が得られる。
【０１５４】
　次に、平坦化された絶縁層３９の表面に複数組のマイクロバンプ電極４１を形成する。
これら電極４１の形成法は、支持基板３１の絶縁層３２の表面に形成されたマイクロバン
プ電極３５の形成法と同じであるので、その説明は省略する。各電極４１は、図５（ｄ）
に示すように、絶縁層３９中に埋設された導電性プラグ４０の対応するものに接触する位
置に形成される。
【０１５５】
　次に、チップ３７の場合と同様にして、図５（ｄ）に示すように、電極４１を使用して
複数の半導体チップ４３を第１半導体回路層Ｌ１に固着させる。各チップ４３は、第１半
導体回路層Ｌ１を構成するチップ３７と同様に、表面に複数のマイクロバンプ電極４２を
露出形成し、内部に絶縁層５３に囲まれた導電材５４からなる埋込配線を形成している。
チップ３７の場合と同様に、チップ４３の電極４２を、接合用金属を用いてあるいは用い
ずに、電極４１にそれぞれ対向・接触させる。そして、各チップ４３に対して支持基板３
１に向かう適当な加圧力を印加しながら、支持基板３１と第１半導体回路層Ｌ１を含む積
層構造の全体を加熱し、所定時間経過後、室温まで冷却する。こうすることにより、各チ
ップ４３上の電極４２は対向する電極４１に接合せしめられる。その結果、チップ４３と
チップ３７の間の機械的接続及び電気的接続が同時に達成される。この時の状態は図５（
ｄ）に示すようになる。
【０１５６】
　これらチップ４３も、チップ３７と同様に、例えば公知の高速チップ・ボンダを用いて
一個づつ順に付着させてもよいし、予め支持部材（図示せず）の上にすべてのチップ４３
を所定位置に配置させておき、その後にその支持体を用いて全チップ４３を一括して付着
させてもよい。
【０１５７】
　上記のようにして複数のチップ４３の固着が完了すると、続いて、上述した接着剤３８
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の充填方法と同じ方法を用いて接着剤充填工程が実行される。すなわち、図６（ｅ）に示
すように、電極４１と４２を用いて絶縁層３９（すなわち第１半導体回路層Ｌ１）に固着
せしめられた複数のチップ４３の周囲に、上述した「噴霧法」（上述した「塗布法」でも
よい）によって電気的絶縁性を持つ液状の接着剤４４を充填し、その後、加熱、紫外線照
射等によりこの接着剤４４を硬化させる。この接着剤４４は、チップ３７間の隙間に充填
した接着剤３８と同じものである。この時、絶縁層３９上に形成される接着剤４４の層の
厚さは、チップ４３の全高に及ぶ必要はなく、次の半導体チップ研磨工程でチップ４３を
研磨して薄くした時に前記隙間が接着剤４４で完全に充填されるように設定すれば足りる
。
【０１５８】
　次に、上記のようにして固着された全チップ４３について、それらの裏面（ここでは下
面）をＣＭＰ法により一括して研磨する（半導体チップ研磨工程）。このＣＭＰ工程は、
チップ３７の場合と同様の条件で行い、図６（ｅ）に示すように、各チップ４３の裏面が
それらチップ４３の間にある接着剤４４の硬化層と同一平面となるようにする。このＣＭ
Ｐ工程により、各チップ４３の裏面には、埋込配線となる導電材５４が露出せしめられ、
導電性プラグとなる。この状態では、埋込配線（導電材）５４がチップ４３を上下方向に
貫通している。
【０１５９】
　以上の工程により、図６（ｅ）に示すように、接着剤４４とそれによって囲まれた複数
のチップ４３を含む第２半導体回路層Ｌ２が、絶縁層３９の表面に形成される。
【０１６０】
　引き続いて、以上のようにして形成された第２半導体回路層Ｌ２に対して、上記とほぼ
同様にして複数の半導体チップ４９を重ねて配置することにより、第３半導体回路層Ｌ３
を形成する。
【０１６１】
　すなわち、図６（ｆ）に示すように、硬化した接着剤４４の表面とそれより露出したチ
ップ４３の裏面の全体を覆うように、絶縁層４５を形成する。この絶縁層４５は、第２半
導体回路層Ｌ２のチップ４３と、第３半導体回路層Ｌ３のチップ４９との間を電気的に絶
縁するためのものである。次に、この絶縁層４５の所定箇所に、上述した導電性プラグ４
０の場合と同じ方法によって、複数の導電性プラグ４６を形成する。
【０１６２】
　以上のようにして、図６（ｆ）に示すように、内部に複数組の導電性プラグ４６が埋設
され且つ表面が平坦化された絶縁層４５が得られる。
【０１６３】
　次に、平坦化された絶縁層４５の表面に、上述したマイクロバンプ電極３５の場合と同
じ方法によって、複数のマイクロバンプ電極４７を形成する。各電極４７は、図６（ｆ）
に示すように、絶縁層４５中に埋設された導電性プラグ４６の対応するものに接触する位
置に形成される。
【０１６４】
　次に、チップ４３の場合と同様にして、図６（ｆ）に示すように、電極４７を使用して
複数の半導体チップ４９を第２半導体回路層Ｌ２に固着させる。各チップ４９は、第２半
導体回路層Ｌ２を構成するチップ４３と同様に、一面にマイクロバンプ電極４８を露出形
成し、内部に絶縁層５５に囲まれた導電材５６からなる埋込配線を形成している。チップ
３７の場合と同様に、チップ４９の電極４８を、接合用金属を用いてあるいは用いずに、
電極４７にそれぞれ対向・接触させる。そして、各チップ４９に対して支持基板３１に向
かう適当な加圧力を印加しながら、支持基板３１と第１及び第２の半導体回路層Ｌ１及び
Ｌ２を含む積層構造の全体を加熱し、所定時間経過後、室温まで冷却する。こうすること
により、各チップ４９上の電極４８は対向する電極４７に接合せしめられる。その結果、
チップ４９とチップ４３の間の機械的接続及び電気的接続が同時に達成される。この時の
状態は図６（ｆ）に示すようになる。
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【０１６５】
　これらのチップ４９も、チップ３７及び４３の場合と同様に、例えば公知の高速チップ
・ボンダを用いて一個づつ順に付着させてもよいし、予め支持部材（図示せず）の上にす
べてのチップ４９を所定位置に配置させておき、その後にその支持体を用いて全チップ４
９を一括して付着させてもよい。
【０１６６】
　上記のようにして複数のチップ４９の固着が完了すると、続いて、上述した接着剤３８
及び４４の充填方法と同じ方法を用いて接着剤充填工程が実行される。すなわち、図６（
ｆ）に示すように、電極４７と４８を用いて絶縁層４５（すなわち第２半導体回路層Ｌ２
）に固着せしめられた複数のチップ４９の周囲に、上述した「噴霧法」（または「塗布法
」）によって電気的絶縁性を持つ液状の接着剤５０を充填し、その後、加熱、紫外線照射
等によりこの接着剤５０を硬化させる。この接着剤５０は、チップ３７間の隙間に充填し
た接着剤３８と同じものである。この時、絶縁層４５上に形成される接着剤５０の層の厚
さは、チップ４９の全高に及ぶ必要はなく、次の半導体チップ研磨工程でチップ４９を研
磨して薄くした時に前記隙間が接着剤５０で完全に充填されるように設定すれば足りる。
【０１６７】
　次に、上記のようにして固着された全チップ４９について、それらの裏面（ここでは下
面）をＣＭＰ法により一括して研磨する（半導体チップ研磨工程）。このＣＭＰ工程は、
チップ３７の場合と同様の条件で行い、図６（ｆ）に示すように、各チップ４９の裏面が
それらチップ４９の間にある接着剤５０の硬化層と同一平面となるようにする。このＣＭ
Ｐ工程により、各チップ４９の裏面には、埋込配線（導電材）５６が露出せしめられる。
この状態では、埋込配線（導電材）５６がチップ４９を上下方向に貫通している。
【０１６８】
　以上の工程により、図６（ｆ）に示すように、接着剤５０とそれによって囲まれた複数
のチップ４９を含む第３半導体回路層Ｌ３が、絶縁層４５の表面に形成される。
【０１６９】
　その後、公知の方法により、硬化した接着剤５０の表面とそれより露出したチップ４９
の裏面の全体を覆うように、絶縁層６１を形成する。そして、エッチング法により絶縁層
６１の所定箇所に貫通孔を形成してから、それら貫通孔を埋め込むように導電材料を堆積
させる。その導電材料をエッチング法によって選択的に除去することにより、絶縁層６１
を貫通してチップ４９の内部の導電材５６に接触せしめられた複数のマイクロバンプ電極
６０を形成する。これらの電極６０は、絶縁層６１より突出しており、外部回路や外部装
置との電気的接続に使用される。すなわち、電極６０は外部回路接続用の端子であり、上
述した電極２６またはハンダボール２７と同じ機能を果たすものである。
【０１７０】
　以上の工程を経ることにより、図６（ｆ）に示すように、支持基板３１の搭載面に第１
～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３を順に重ねて形成・固定してなる積層構造が得られる。
この積層構造は、３個のチップ３７、４３、４９（チップ型半導体回路）と３個の絶縁層
３２、３９、４５とを積み重ねてなるチップ積層体を複数組、含んでいる。この積層構造
の底部と頂部は、支持基板３１と絶縁層６１でそれぞれ覆われていると共に、その側壁は
硬化した接着剤３８、４４、５０により形成されている。それらチップ積層体内のチップ
３７、４３、４９は、支持基板３１に平行な方向に互いに離れて配置されていると共に、
その周囲には硬化した接着剤３８、４４、５０が充填されている。また、それらチップ積
層体内のチップ３７、４３、４９は、支持基板３１に垂直な方向にも互いに離れて配置さ
れており、その隙間には硬化した接着剤３８、４４、５０が充填されている。各組のチッ
プ積層体において、支持基板３１上の配線３３と積層されたチップ３７、４３、４９とは
、絶縁層３２、３９、４５に埋設された導電性プラグ３４、４０、４６、チップ３７、４
３、４９内部に貫通形成された埋込配線（導電材）５２、５４、５６、そしてマイクロバ
ンプ電極３５、３６、４１、４２、４７、４８を用いて電気的に相互接続されている。
【０１７１】
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　そこで、第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３の積層構造を公知の方法によってダイシ
ングし、所望の半導体装置に分割する。このダイシングは、ダイシング用の刃が隣接する
チップ積層体の間を通過するように行う。こうして、図６（ｆ）に示すような半導体装置
３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃが得られる。半導体装置３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃは、分割された
支持基板３１’上に大きさや機能の異なる一組（３個）の半導体チップ３７、４３、４９
が積層された三次元積層構造を有している。
【０１７２】
　図４８（ｂ）は、半導体装置３０Ｂのマイクロバンプ電極６０のレイアウトを示す説明
図である。外部回路接続用の複数のマイクロバンプ電極６０は、このように半導体回路層
Ｌ１～Ｌ３の積層構造の支持基板３１とは反対側の面に規則的に配置されている。半導体
装置３０Ａと３０Ｃについても同様である。
【０１７３】
　ダイシングはこのような方法に限定されるものではない。図３（ｊ）に示す半導体装置
１０Ｄと同様に、二組のチップ積層体を含むようにダイシングすることもできるし、必要
に応じて三組あるいはそれ以上のチップ積層体を含むようにダイシングすることも可能で
ある。また、ダイシングをまったくせずに、ダイシング前の半導体チップ積層構造の全体
をそのままウェーハレベルの半導体装置として使用してもよい。
【０１７４】
　以上説明したように、本発明の第１実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の
製造方法によれば、まず、支持基板３１の一面の所定箇所に、複数の半導体チップ（すな
わち第１半導体回路）３７を複数のマイクロバンプ電極３５と３６（すなわち複数の第１
接続部）を介して機械的に接続する。そして、機械的に接続された複数の半導体チップ（
第１半導体回路）３７と支持基板３１の間に生じる隙間に、電気的絶縁性接着剤３８（す
なわち第１電気的絶縁性接着剤）を充填して硬化させ、その後、複数の半導体チップ（第
１半導体回路）３７の支持基板３１とは反対側の面を研磨することによって、複数の半導
体チップ（第１半導体回路）３７を所望厚さに調整し、もって第１半導体回路層（すなわ
ち第１回路層）Ｌ１を形成する。
【０１７５】
　続いて、第１半導体回路層（すなわち第１回路層）Ｌ１の表面の所定箇所に、複数の半
導体チップ（すなわち第２半導体回路）４３を複数のマイクロバンプ電極４１と４２（す
なわち複数の第２接続部）を介して機械的及び電気的に接続する。そして、機械的及び電
気的に接続された複数の半導体チップ（第２半導体回路）４３と第１半導体回路層（第１
回路層）Ｌ１の間に生じる隙間に、電気的絶縁性接着剤４４（すなわち第２電気的絶縁性
接着剤）を充填して硬化させ、その後、複数の半導体チップ（第２半導体回路）４３の支
持基板３１とは反対側の面を研磨することによって、複数の半導体チップ（第２半導体回
路）４３を所定厚さに調整し、もって第２半導体回路層（すなわち第２回路層）Ｌ２を形
成する。
【０１７６】
　その後、第２半導体回路層（すなわち第２回路層）Ｌ２を形成するための工程を繰り返
して、第３半導体回路層（すなわち第３回路層）Ｌ３を形成する。こうして、底部から頂
部まで所定の積層方向に順に積み重ねられ且つ電気的絶縁性接着剤３８、４４、５０を用
いて一体化された第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３（第１～第３の回路層）を含む積
層構造を得ている。
【０１７７】
　このため、異なる機能を持つ複数の半導体チップ３７、４３、４９（半導体回路）を用
意しておき、それらを必要に応じて前記第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３中に配置す
ることにより、異なる機能を持つ複数の半導体チップ３７、４３、４９（半導体回路）を
必要に応じて組み合わせて所望のシステム化された機能を実現することが可能である。そ
の際に、内部回路間すなわち第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３の間（ひいては半導体
チップ３７、４３、４９間）の電気的相互接続（配線）については、複数のマイクロバン
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プ電極３５、３６、４１、４２、４７、４８を介して前記積層構造の内部で行われ、パッ
ケージングについては、支持基板３１と、前記積層構造を形成するために使用される電気
的絶縁性接着剤３８、４４、５０とによってパッケージを形成可能である。よって、内部
回路間の電気的相互接続（配線）とパッケージングにおける困難性を解消ないし低減する
ことができる。
【０１７８】
　また、前記積層構造は、少なくとも一つの半導体回路を含む第１～第３の半導体回路層
Ｌ１～Ｌ３を順に積み重ねて形成される。このため、半導体チップ３７、４３、４９（半
導体回路）を支持基板３１に対して平行な方向（すなわち半導体回路層Ｌ１～Ｌ３の積層
方向に直交する方向）に互いに離して配置すると共にそれら半導体チップ３７、４３、４
９（半導体回路）の周囲の隙間に電気的絶縁性接着剤３８、４４、５０を充填することに
より、第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３を形成することができる。第１～第３の半導
体回路層Ｌ１～Ｌ３に配置される半導体チップ３７、４３、４９（半導体回路）の厚さが
互いに異なっていても、積層時に半導体チップ３７、４３、４９（半導体回路）の裏面（
集積回路が形成されていない面）を研磨して厚さが調整されるので、その厚さの差異を解
消することができる。その結果、組み合わせるべき半導体チップ３７、４３、４９（半導
体回路）の大きさや形状や厚さが互いに異なっていても、支持基板３１上に組み合わせて
搭載することができる。
【０１７９】
　さらに、前記積層構造は、第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３を所定の積層方向に積
み重ねたものであると共に、それら半導体回路層Ｌ１～Ｌ３の各々は複数の半導体チップ
３７、４３、４９（半導体回路）を含んでいるから、半導体回路層Ｌ１～Ｌ３の中に配置
される半導体チップ３７、４３、４９（半導体回路）の種類（機能）を適宜組み合わせる
ことにより、必要に応じて多彩な機能を実現することが可能となる。
【０１８０】
　さらに、本発明に係るこの製造方法によれば、本発明の第１実施形態に係る半導体装置
３０Ａと３０Ｂと３０Ｃが得られるが、これらの半導体装置３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃは、
支持基板３１を分割してなる支持基板３１’の上に、異なる機能を持つ複数の半導体チッ
プ３７、４３、４９を必要に応じて組み合わせて搭載している。そして、その三次元積層
構造の支持基板３１’とは反対側の面は、絶縁層６１で覆われており、その絶縁層６１上
に外部回路接続用の複数のマイクロバンプ電極６０が配置されている。さらに、その三次
元積層構造の側面は、絶縁性合成樹脂製の接着剤３８、４４、５０よりなる被覆材で覆わ
れている。
【０１８１】
　これらの半導体装置３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃでは、第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ
３は、いずれも、その中に含まれる半導体チップ３７、４３または４９（半導体回路）の
持つ支持基板３１に対して平行な平面（すなわち半導体回路層Ｌ１～Ｌ３の積層方向に直
交する平面）内における物理寸法が、当該平面内における当該半導体回路層Ｌ１、Ｌ２ま
たはＬ３の物理寸法よりも小さく、当該半導体チップ３７、４３または４９（半導体回路
）の側面が接着剤３８、４４または５０によって覆われている。このため、これらの半導
体装置３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃは、支持基板の上に複数の半導体チップを積層して接着す
ると共に、それら半導体チップ同士をワイヤで互いに電気的に接続し、その全体を合成樹
脂製パッケージで覆って構成される従来より公知の半導体装置とは異なり、さらに、互い
に異なる集積回路を内蔵した複数の半導体ウェーハを積層・固着してウェーハ積層体を形
成し、その後、当該ウェーハ積層体をダイシングして製造される、背景技術欄で説明した
上記従来の半導体装置とも異なる。
【０１８２】
　また、支持基板３１上の配線３３と第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３の間の電気的
な相互接続は、導電性プラグ３４、４０、４６と、チップ３７、４３、４９内部の埋込配
線（導電材）５２、５４、５６と、マイクロバンプ電極３５、３６、４１、４２、４７、
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４８とによって実現されている。また、支持基板３１’と被覆材（接着剤３８、４４、５
０）と絶縁層６１が、半導体回路層Ｌ１～Ｌ３を収容して保護するパッケージとしての機
能を果たし、支持部材３１’とは反対側の一面に配置された複数の電極６０を用いて外部
回路・装置と電気的接続が可能である。よって、これら半導体装置３０Ａ、３０Ｂ、３０
Ｃは、第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３とパッケージとを一体化した構造を持つ、換
言すれば、パッケージ一体型の三次元積層構造を持つ。その結果、第１実施形態に係る半
導体装置３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃでは、内部回路間の電気的相互接続（配線）やパッケー
ジングの点での困難性を解消ないし低減して、従来のシステムＬＳＩと同様のシステム化
を簡易に実現できるだけでなく、要求に応じて多彩な機能を実現することが可能となる。
【０１８３】
　なお、上記説明では、各半導体チップとしてＫＧＤを使用しているが、各チップがすべ
てＫＧＤである必要はない。ＫＧＤである半導体チップは、その内部に形成されている回
路の全部が使用され（あるいは動作して）いなくてもよい。一部に使用されていない（あ
るいは動作しない）回路（例えば冗長部）を含んでいてもよい。これは以下の他の実施形
態についても同様である。
【０１８４】
　第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３のいずれかにおいて、特定の回路機能を提供する
半導体チップが不要な部分がある場合は、その部分にいわゆるダミーチップ（内部には回
路が形成されていないが、外形はＫＧＤと同じ半導体チップ、あるいは内部に回路が形成
されているがその全部が使用されていなく、外形はＫＧＤと同じ半導体チップ）を使用す
るのが好ましい。この場合、ダミーチップの中には、隣接する半導体チップとの電気的接
続のための埋込配線のみが形成される。これは、特定の回路機能を提供する半導体チップ
が不要な部分のみに半導体チップが配置されないと、半導体チップの積層工程の実施に支
障が生じたり、製造後の半導体装置に機械的強度に関する問題が生じたりすると考えられ
るからである。しかし、そのような問題が回避できるのであれば、ダミーチップ以外の部
材を配置することも可能である。これは以下の他の実施形態についても同様である。
【０１８５】
　上述した第１実施形態では、支持基板３１の一面に、絶縁層３２に埋設された配線３３
を形成しているが、この配線３３は必ずしも必要ではない。支持基板３１上に配線あるい
は回路群が不要な場合（つまり、支持基板３１を積層構造の土台としてのみ使用する場合
）は、支持基板３１の搭載面上に直接マイクロバンプ電極３５を形成し、半導体チップ３
７上のマイクロバンプ電極３６と対向・固着させてもよいし、マイクロバンプ電極３５を
省略して半導体チップ３７上のマイクロバンプ電極３６を直接、支持基板３１の搭載面上
に固着させてもよい。マイクロバンプ電極３６を省略し、支持基板３１上に形成されたマ
イクロバンプ電極３５を用いて半導体チップ３７を支持基板３１の搭載面上に固着させて
もよい。
【０１８６】
　ところで、図４～図６では、積層工程を分かりやすくするために半導体チップ３７の構
成が簡略化されて示されているので、半導体チップ３７の実際構成との関係が分かりにく
い点があると思われる。そこで、図４９を参照しながらその点について説明する。図４９
は、上述した第１実施形態に係る半導体装置に使用される半導体チップ３７の詳細構成を
示す概略断面図である。
【０１８７】
　半導体チップ３７の実際の構成は、例えば図４９に示すようになっている。すなわち、
図４９（ａ）の構成例では、半導体チップ３７の表面領域に、複数のＭＯＳ型電界効果ト
ランジスタ（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,ＭＯＳＦＥＴ）１６
０が形成されている。簡略化するために、トランジスタ１６０は２個だけ描いている。各
トランジスタ１６０は、半導体チップ３７の内部に形成された一対のソース・ドレイン領
域１６１と、半導体チップ３７の表面に形成されたゲート絶縁層１６２と、ゲート絶縁層
１６２の上に形成されたゲート電極１６３とを備えている。
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【０１８８】
　半導体チップ３７の表面には絶縁層１５１が形成されており、トランジスタ１６０と当
該表面の露出部を覆っている。絶縁層１５１の上には、配線層１５２が形成されている。
配線層１５２は、図４９（ａ）では、半導体チップ３７の内部の導電材（埋込配線）５２
と、一方のトランジスタ１６０の一方のソース・ドレイン領域１６１に電気的に接続され
た状態が示されている。絶縁層１５１の上にはさらに、絶縁層１５３が形成されており、
配線層１５２の全体を覆っている。複数のマイクロバンプ電極３６は、絶縁層１５３の平
坦な表面に形成されていて、導電性プラグ１５４を介して配線層１５２に電気的に接続さ
れている。
【０１８９】
　図４９（ａ）の構成例では、左側にあるマイクロバンプ電極３６は、チップ３７の内部
の対応する導電材（埋込配線）５２の真上に位置しているが、図４９（ａ）の右側にある
マイクロバンプ電極３６は、対応する導電材（埋込配線）５２の真上にはなく、水平方向
右側に少しずれた位置にある。図４～図６では、マイクロバンプ電極３６はすべて、対応
する導電材（埋込配線）５２の真上に位置しているが、本発明はこれには限定されない。
図４９（ａ）に示すように、各マイクロバンプ電極３６は、対応する導電材（埋込配線）
５２と電気的に接続されていれば足りるのであり、対応する導電材（埋込配線）５２の真
上に位置する必要はない。必要に応じて、水平方向（チップ３７の表面に平行な方向）に
ずらして配置することができる。
【０１９０】
　図４９（ａ）の構成では、複数のトランジスタ１６０と一つの配線層１５２（単層配線
構造）とが、半導体チップ３７に形成された半導体集積回路（半導体固体回路群）Ｃを構
成する。
【０１９１】
　図４９（ｂ）の構成例では、図４９（ａ）の場合と同様に、半導体チップ３７の表面領
域に、複数のＭＯＳ型電界効果トランジスタ１６０が形成されており、半導体チップ３７
の表面には絶縁層１５１が形成されていて、トランジスタ１６０と当該表面の露出部を覆
っている。絶縁層１５１の上には、配線層１５２が形成されている。配線層１５２は、図
４９（ｂ）では、トランジスタ１６０の一方のソース・ドレイン領域１６１に電気的に接
続された状態が示されている。図４９（ａ）の場合とは異なり、配線層１５２は、半導体
チップ３７の内部の導電材（埋込配線）５２には直接接続されてはいない。絶縁層１５１
の上にはさらに、配線層１５２の全体を覆うように絶縁層１５３が形成されている。
【０１９２】
　この構成例では、半導体チップ３７の内部の導電材（埋込配線）５２は、図４９（ａ）
の場合とは異なり、チップ３７の上方にある絶縁層１５３と１５１を貫通していて、絶縁
層１５３の表面に露出している。絶縁層１５３の上には、絶縁層１７１が形成されており
、その上に配線層１７２が形成されている。配線層１７２は、配線層１５２と導電材（埋
込配線）５２に電気的に接続されている。絶縁層１７１の上にはさらに、絶縁層１７３が
形成されており、配線層１７２の全体を覆っている。複数のマイクロバンプ電極３６は、
絶縁層１７３の表面に形成されていて、導電性プラグ１７４を介して配線層１７２に電気
的に接続されている。
【０１９３】
　図４９（ｂ）の構成例でも、左側にあるマイクロバンプ電極３６は、チップ３７の内部
の対応する導電材（埋込配線）５２の真上に位置しているが、図４９（ｂ）の右側にある
マイクロバンプ電極３６は、対応する導電材（埋込配線）５２の真上にはなく、水平方向
右側に少しずれた位置にある。図４～図６では、マイクロバンプ電極３６はすべて、対応
する導電材（埋込配線）５２の真上に位置しているが、本発明はこれには限定されない。
図４９（ｂ）に示すように、各マイクロバンプ電極３６は、対応する導電材（埋込配線）
５２の真上に位置する必要はなく、必要に応じて水平方向（チップ３７の表面に平行な方
向）にずらして配置することができる。



(37) JP 5052130 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

【０１９４】
　図４９（ｂ）の構成例では、複数のトランジスタ１６０と二つの配線層１５２及び１７
２（二層配線構造）が、半導体チップ３７に形成された半導体集積回路（半導体固体回路
群）Ｃを構成する。
【０１９５】
　図４９（ａ）（ｂ）の構成例は、以下に述べる他の実施形態及び変形例についても適用
されることはいうまでもない。
【０１９６】
　（第２実施形態）
　図７～図９は、本発明の第２実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方
法を工程毎に示す断面図である。
【０１９７】
　上述した第１実施形態では、各「接続部」をマイクロバンプ電極によって実現している
が、第２実施形態ではマイクロバンプ電極に加えて「ストッパ」を使用している。これは
、半導体チップの搭載時において支持基板に直交する方向（すなわち半導体回路層の積層
方向）の位置決めを容易にするためである。第２実施形態の製造方法は、ストッパを使用
する点以外は第１実施形態の製造方法と同様であるので、第１実施形態におけるのと同じ
要素については図７～図９において同じ符号を付して、その説明を省略することにする。
【０１９８】
　まず最初に、図７（ａ）に示すように、第１実施形態と同様にして、所望の剛性を持つ
支持基板３１の搭載面（下面）に、配線３３と導電性プラグ３４からなる複数組の埋込配
線が内部に埋設され且つ表面が平坦化された絶縁層３２を形成する。さらに、絶縁層３２
の表面に、複数のマイクロバンプ電極３５を形成する。
【０１９９】
　第１実施形態とは異なり、平坦化された絶縁層３２の表面には、半導体チップ３７を固
着する際にその高さ方向（支持基板３１に直交する方向）の位置決めを容易にするための
剛性部材、すなわちストッパ５７が複数個、突出形成される。これらのストッパ５７は、
いずれも同じ形状（例えば、矩形、円形）で同じ大きさであり、対応するチップ３７と重
なる位置にある。しかし、本発明はこれには限定されず、必要に応じて、ストッパ５７の
形状または大きさを配置場所に応じて異ならせてもよいことは言うまでもない。また、通
常は、１つのチップ３７に対して一つのストッパ５７を形成すればよいが、二つあるいは
それ以上のストッパ５７を形成してもよい。
【０２００】
　ストッパ５７は、マイクロバンプ電極３５と同様の方法で形成される。しかし、電極３
５とは異なり、ストッパ５７はＳｉＯ2等の絶縁材料で形成する必要がある。これは、こ
の実施形態では、チップ３７を固着する際にストッパ５７がチップ３７と直接、接触せし
められるからである。例えば、絶縁層３２の表面に適当な絶縁層を形成または堆積した後
、その絶縁層をフォトリソグラフィ及びエッチングによって選択的に除去し、必要部分の
みを残すようにすれば、ストッパ５７は容易に形成することができる。ストッパ５７の形
成は、電極３５を形成する前に行ってもよいし、電極３５を形成した後に行ってもよい。
なお、チップ３７を固着する際にストッパ５７がチップ３７と直接、接触されない場合は
、ストッパ５７を金属等の導電材で形成してもよい。
【０２０１】
　各ストッパ５７の絶縁層３２の表面からの高さは、マイクロバンプ電極３５の高さと、
チップ３７上のマイクロバンプ電極３６の高さと、それら電極３５及び３６間に配置され
る接合用金属１２０の溶解・再凝固後の厚さとの和に等しい。換言すれば、接合用金属１
２０を挟んで電極３６を対応する電極３５に押し付けた時には、ストッパ５７の下端はチ
ップ３７に接触しないが、加熱により接合用金属を溶融させた時には、ストッパ５７の下
端がチップ３７の表面に接触して、チップ３７の高さ方向の位置決めが自動的になされる
ように設定されている。
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【０２０２】
　接合用金属１２０を使用しない場合は、各ストッパ５７の絶縁層３２の表面からの高さ
は、マイクロバンプ電極３５の高さと、チップ３７上のマイクロバンプ電極３６の高さの
和より少し小さく設定される。そして、電極３６を対応する電極３５に押し付けた時には
、ストッパ５７の下端はチップ３７に接触しないが、加熱により両電極３５と３６を圧接
させた時には両電極３５と３６の高さがわずかに減少して、ストッパ５７の下端がチップ
３７の表面に接触し、チップ３７の高さ方向の位置決めが自動的になされるように設定さ
れる。
【０２０３】
　支持基板３１の絶縁層３２の表面にストッパ５７が形成された時の状態は、図１０に示
すようになる。
【０２０４】
　他方、一面にマイクロバンプ電極３６を露出形成すると共に、内部に埋込配線を形成し
てなる半導体チップ３７を複数個用意し、図７（ａ）に示すように、薄い接合用金属１２
０を用いてあるいは用いずに、電極３６を支持基板３１上の電極３５に対向・接触させる
。そして、第１実施形態におけると同様に、各チップ３７に対して支持基板３１に向かう
適当な加圧力を印加しながら、支持基板３１及びチップ３７を含む積層構造の全体を、前
記接合用金属が溶融する温度まで加熱し、所定時間経過後、室温まで冷却する。こうして
、各チップ３７上の電極３６を支持基板３１上の対向する電極３５に接合させる。その結
果、チップ３７と支持基板３１との間の機械的接続及び電気的接続が、同時に達成される
。この時の状態は図７（ａ）に示すようになる。
【０２０５】
　チップ３７の固着工程において、接合用金属１２０を用いてあるいは用いずに電極３６
を対応する電極３５に対向させた時には、ストッパ５７の下端とチップ３７の表面の間に
はわずかな隙間が存在し、両者は接触しない。チップ３７を押し付けながら加熱して接合
用金属１２０を溶融させた時、あるいは接合用金属１２０を用いずに両電極３５と３６を
圧接させた時には、ストッパ５７の下端がチップ３７の表面に接触し、それによってチッ
プ３７の高さ方向の位置決めが自動的になされる。
【０２０６】
　チップ３７は、例えば公知の高速チップ・ボンダを用いて一個づつ順に固着させてもよ
いし、予め支持部材（図示せず）の上にすべてのチップ３７を所定位置に配置させておき
、その後にその支持体を用いて全チップ３７を一括して固着させてもよい。
【０２０７】
　上記のようにして複数のチップ３７の固着が完了すると、続いて、接着剤充填工程が実
行される。すなわち、図７（ｂ）に示すように、マイクロバンプ電極３５及び３６を用い
て支持基板３１に固着せしめられた複数のチップ３７の間の隙間に、適当な方法で、電気
的絶縁性を持つ液状ないし流動性の接着剤３８を充填し、その後、加熱、紫外線照射等に
よりこの接着剤３８を硬化させるのである。この時、支持基板３１の絶縁層３２上に形成
される接着剤３８の層の厚さは、チップ３７の全高に及ぶ必要はなく、次の半導体チップ
研磨工程でチップ３７を研磨して薄くした時に前記隙間（接合用金属とマイクロバンプ電
極３５及び３６とストッパ５７を含む）が接着剤３８で完全に充填されるように設定すれ
ば足りる。ここでは、接着剤充填方法として、第１実施形態で使用した「噴霧法」（ある
いは「塗布法」）を使用した場合の例を示している。
【０２０８】
　次に、上記のようにして固着されたすべての半導体チップ３７について、第１実施形態
と同様にして、それらの接着面とは反対側の面（ここでは下面）をＣＭＰ法により一括し
て研磨する（半導体チップ研磨工程）。このＣＭＰ工程により、各チップ３７の下面には
、埋込配線（導電材）５２が露出せしめられる。この状態では、埋込配線５２がチップ３
７を上下方向に貫通している。
【０２０９】
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　以上の工程により、図８（ｃ）に示すように、複数のチップ３７と硬化した接着剤３８
を含む第１半導体回路層Ｌ１が支持基板３１の絶縁層３２の上に形成される。
【０２１０】
　次に、以上のようにして形成された第１半導体回路層Ｌ１に対して、上記とほぼ同様に
して複数の半導体チップ４３を重ねて配置することにより、第２半導体回路層Ｌ２を形成
する。
【０２１１】
　すなわち、図８（ｄ）に示すように、導電性プラグ４０を埋設した絶縁層３９を形成し
、その後、絶縁層３９の表面に複数のマイクロバンプ電極４１を形成する。
【０２１２】
　絶縁層３９の表面には、第１実施形態とは異なり、半導体チップ４３を固着する際にそ
の高さ方向（支持基板３１に直交する方向）の位置決めを容易にするためのストッパ５８
が複数個、突出形成される。これらのストッパ５８は、いずれも同じ形状（例えば、矩形
、円形）で同じ大きさであり、対応するチップ４３と重なる位置にある。しかし、本発明
はこれには限定されず、必要に応じて、ストッパ５８の形状または大きさを配置場所に応
じて異ならせてもよいことは言うまでもない。
【０２１３】
　ストッパ５８は、マイクロバンプ電極４１と同様の方法で形成できる。しかし、電極４
１とは異なり、ストッパ５８はＳｉＯ2等の絶縁材料で形成する必要がある。各ストッパ
５８の絶縁層３９の表面からの高さは、上述したストッパ５７の絶縁層３２の表面からの
高さと同様にして決定される。
【０２１４】
　一面にマイクロバンプ電極４２を露出形成すると共に、内部に埋込配線を形成してなる
半導体チップ４３を複数個用意し、それら電極４２を対応する電極４１に接合用金属を用
いてあるいは用いずに対向・接触させる。そして、チップ３７の場合と同様にして、各チ
ップ４３上の電極４２を対向する電極４１に接合させる。その結果、チップ４３とチップ
３７との間の機械的接続及び電気的接続が、同時に達成される。この時の状態は図８（ｄ
）に示すようになる。この工程において、ストッパ５８によるチップ４３の高さ方向の位
置決めは、ストッパ５７によるチップ３７の高さ方向の位置決めと同様にして行われる。
【０２１５】
　チップ４３は、例えば公知の高速チップ・ボンダを用いて一個づつ順に固着させてもよ
いし、予め支持部材（図示せず）の上にすべてのチップ４３を所定位置に配置させておき
、その後にその支持体を用いて全チップ４３を一括して固着させてもよい。
【０２１６】
　上記のようにして複数のチップ４３の固着が完了すると、続いて、第１実施形態の場合
と同じ方法によって接着剤充填工程が実行される。
【０２１７】
　次に、上記のようにして固着された全チップ４３について、第１実施形態と同様にして
、それらの接着面とは反対側の面（ここでは下面）をＣＭＰ法により一括して研磨する（
半導体チップ研磨工程）。このＣＭＰ工程により、各チップ４３の下面には、チップ４３
の内部に形成された埋込配線（導電材）５４が露出せしめられる。この状態では、埋込配
線（導電材）５４がチップ４３を上下方向に貫通している。
【０２１８】
　以上の工程により、図９（ｅ）に示すように、複数のチップ４３と硬化した接着剤４４
を含む第２半導体回路層Ｌ２が、第１半導体回路層Ｌ１に重ねて形成される。
【０２１９】
　次に、以上のようにして形成された第２半導体回路層Ｌ２に対して、上記とほぼ同様に
して複数の半導体チップ４９を重ねて配置することにより、第３半導体回路層Ｌ３を形成
する。各チップ４９は、第２半導体回路層Ｌ２を構成するチップ４３と同様に、表面にマ
イクロバンプ電極４８を露出形成し、内部に埋込配線（導電材）５６を形成している。
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【０２２０】
　すなわち、図９（ｆ）に示すように、内部に導電性プラグ４６が埋設された絶縁層３９
を形成し、その表面に複数のマイクロバンプ電極４７を形成する。
【０２２１】
　絶縁層４５の表面には、第１実施形態とは異なり、半導体チップ４９を固着する際にそ
の高さ方向（支持基板３１に直交する方向）の位置決めを容易にするためのストッパ５９
が複数個、突出形成されている。これらのストッパ５９は、いずれも同じ形状（例えば、
矩形、円形）で同じ大きさであり、対応するチップ４９の表面領域に位置するように配置
されている。しかし、本発明はこれには限定されず、必要に応じて、ストッパ５９の形状
または大きさを配置場所に応じて異ならせてもよいことは言うまでもない。各ストッパ５
９の絶縁層４５の表面からの高さは、上述したストッパ５７の絶縁層３２の表面からの高
さと同様にして決定される。
【０２２２】
　チップ４９は、例えば公知の高速チップ・ボンダを用いて一個づつ順に固着させてもよ
いし、予め支持部材（図示せず）の上にすべてのチップ４９を所定位置に配置させておき
、その後にその支持体を用いて全チップ４９を一括して固着させてもよい。
【０２２３】
　上記のようにして複数のチップ４９の固着が完了すると、続いて、第１実施形態の場合
と同じ方法によって接着剤充填工程が実行される。
【０２２４】
　次に、上記のようにして固着された全チップ４９について、第１実施形態と同様にして
、それらの接着面とは反対側の面（ここでは下面）をＣＭＰ法により一括して研磨する（
半導体チップ研磨工程）。このＣＭＰ工程により、各チップ４９の下面には、チップ４９
の内部に形成された埋込配線（導電材）５６が露出せしめられる。この状態では、埋込配
線（導電材）５６がチップ４３を上下方向に貫通している。
【０２２５】
　以上の工程により、図９（ｆ）に示すように、複数のチップ４９と硬化した接着剤５０
を含む第３半導体回路層Ｌ３が、第２半導体回路層Ｌ２に重ねて形成される。
【０２２６】
　その後、第３半導体回路層Ｌ３の半導体チップ４９の裏面と接着剤５０の硬化層の表面
に、絶縁層６１を形成してその全体を覆う。そして、公知の方法により、その絶縁層６１
を貫通してチップ４９の内部の導電材５６に接触せしめられた複数のマイクロバンプ電極
６０を形成する。これらの電極６０は、絶縁層６１より突出しており、外部回路や外部装
置との電気的接続に使用される。
【０２２７】
　以上の工程を経ることにより、図９（ｆ）に示すように、支持基板３１の下面に第１～
第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３を重ねて形成してなる三層の積層構造が得られる。そこで
、この積層構造を第１実施形態と同様の方法でダイシングして分割する。その結果、図９
（ｆ）に示すように、三層構造を持つ半導体装置３０Ａ’、３０Ｂ’及び３０Ｃ’が得ら
れる。これらの半導体装置３０Ａ’、３０Ｂ’、３０Ｃ’は、分割された支持基板３１’
の上に大きさや機能の異なる一組（３個）の半導体チップ３７、４３、４９が積層された
構成を有している。
【０２２８】
　上述したところから明らかなように、本発明の第２実施形態に係る三次元積層構造を持
つ半導体装置の製造方法では、ストッパ５７、５８、５９を使用しているので、第１実施
形態で得られる効果に加えて、半導体チップ３７、４３、４９の搭載時において支持基板
３１に直交する方向の位置決めが容易になる、という効果がある。
【０２２９】
　また、以上のようにして製造された本発明の第２実施形態の半導体装置３０Ａ’、３０
Ｂ’、３０Ｃ’は、それぞれ、ストッパ５７、５８、５９が付加されている点を除いて、
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第１実施形態の半導体装置３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃと同じ構成であるから、第１実施形態
の半導体装置３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ同じ効果が得られることは言うまでもない。
【０２３０】
　上述した第２実施形態では、ストッパ５７は支持基板３１の絶縁層３２の表面に形成さ
れるとしている（図１０参照）が、本発明はこれに限定されない。ストッパの配置方法は
任意に変更できる。例えば、図１２に示すように、ストッパ５７を半導体チップ３７の表
面に形成してもよい。また、図１１に示すように、ストッパ５７ａを絶縁層３２の表面に
形成すると共に、ストッパ５７ａと重なる位置にストッパ５７ｂを半導体チップ３７の表
面に形成してもよい。この場合は、ストッパ５７ａとストッパ５７ｂが互いに接触するこ
とにより、チップ３７の高さ方向の位置決めが行われる。ストッパ５８と５９についても
同様である。
【０２３１】
　（第３実施形態）
　図１３は、本発明の第３実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す図である。第３実施形態の方法は、上述した第１実施形態の方法（図４～図
６参照）の変形例に相当するものであり、接着剤の充填方法を変えた以外は第１実施形態
の方法と同じである。よって、第１実施形態において説明したのと同じ構成要素には同じ
符号を付してその詳細な説明を省略する。
【０２３２】
　第３実施形態の方法では、第１実施形態におけると同じ方法で、支持基板３１の搭載面
（下面）に複数組の配線３３を形成し、それら配線３３の全体を覆うように支持基板３１
の搭載面に絶縁層３２を形成し、複数組の配線３３にそれぞれ達する導電性プラグ３４を
絶縁層３２の内部に埋設する。こうして、配線３３と導電性プラグ３４からなる複数組の
埋込配線を内部に形成する。導電性プラグ３４の形成の際に、絶縁層３２の表面は平坦化
される。その後、絶縁層３２の表面に複数のマイクロバンプ電極３５を形成する。
【０２３３】
　続いて、電極３５が形成された絶縁層３２の全表面に、第１実施形態で使用した電気的
絶縁性接着剤３８を任意の方法で塗布し、すべての電極３５と絶縁層３２の露出した全表
面を覆う。この時の状態は、図１３（ａ）に示すようになる。支持基板３１とチップ３７
に塗布される接着剤３８の厚さは、両者を一体化した時に図１３（ｂ）に示すように層状
に一体化し、支持基板３１と半導体チップ３７の間の隙間を充填するように設定する。
【０２３４】
　他方、一面にマイクロバンプ電極３６を突出形成してなる半導体チップ３７の各々につ
いて、支持基板３１の絶縁層３２上に塗布したのと同じ接着剤３８を任意の方法で塗布し
、図１３（ａ）に示すように、すべての電極３６を覆う。
【０２３５】
　その後、第１実施形態と同様にして、薄い接合用金属を挟んであるいは挟まずに、各チ
ップ３７上の電極３６を対応する電極３５にそれぞれ対向・接触させる。支持基板３１と
チップ３７の両方に接着剤３８が層状に塗布されているので、両者を接触した時に両接着
剤３８は互いに一体化し、図１３（ｂ）に示すように単一の層状になる。その結果、絶縁
層３２とチップ３７の間の隙間には接着剤３８が充填され、すべての電極３５と３６は接
着剤３８の中に埋設される。
【０２３６】
　この状態を保ちながら、引き続いて、室温で各チップ３７に対して支持基板３１に向か
う適当な加圧力を印加しながら、支持基板３１及びチップ３７を含む積層構造の全体を加
熱し、所定時間経過後、室温まで冷却する。接合用金属は使用しても使用しなくてもよい
。こうすることにより、各チップ３７上の電極３６は支持基板３１上の対向する電極３５
に接合せしめられる。その結果、チップ３７と支持基板３１上の埋込配線との間の機械的
接続及び電気的接続が同時に達成される。なお、この工程では、単一の層状となった接着
剤３８が硬化しないようにする。
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【０２３７】
　その後、単一の層状となった接着剤３８の上に、追加の接着剤３８を塗布し、チップ３
７の一部が接着剤３８の中に埋め込まれた状態にする。これは、単一の層状となった接着
剤３８（図１３（ｂ）参照）だけでは、隣接するチップ３７の間の隙間に接着剤３８が充
填されていないためである。こうして追加の接着剤３８を塗布することにより、次の半導
体チップ研磨工程でチップ３７を研磨して薄くした時に前記隙間が接着剤３８で完全に充
填されるようになる。その後、加熱、紫外線照射等により全体の接着剤３８を硬化させる
と、隣接するチップ３７の間の隙間にも接着剤３８が充填された状態（図４（ｂ）参照）
が得られる。
【０２３８】
　接着剤３８の粘度や塗布方法を工夫することにより、追加の接着剤３８を塗布しなくて
も、電極３５と３６の周囲の隙間だけでなく隣接するチップ３７間の隙間にも接着剤３８
が充填されるようにした場合には、追加の接着剤３８の塗布は不要となる。
【０２３９】
　この第３実施形態の方法では、各チップ３７上の電極３６を対応する電極３５にそれぞ
れ対向・接触させた時に、電極３５と３６の間に絶縁性の接着剤３８が挟まれ、そのため
に電極３５と３６の間の電気的接続に不良が生じる可能性がある。しかし、各チップ３７
には加圧力が印加されるので、接着剤３８は電極３５と３６の間から自動的に押し出され
ることになり、その結果、そのような電気的接続の不良は回避することができる。よって
、この種の電気的接続不良の回避のために対策を採ることは不要である。
【０２４０】
　以後の工程は、「噴霧法」を用いた接着剤３８の充填に代えて上述した接着剤３８の塗
布を行う点を除いて、第１実施形態の場合と同様である。
【０２４１】
　よって、本発明の第３実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法によ
れば、第１実施形態に係る製造方法の場合と同じ効果が得られることが明らかである。ま
た、この方法により製造される第３実施形態に係る半導体装置は、第１実施形態に係る半
導体装置と同じ効果が得られることも明らかである。
【０２４２】
　（第４～第６実施形態）
　図１４～図１６は、それぞれ、本発明の第４～第６の実施形態に係る三次元積層構造を
持つ半導体装置の製造方法を示す図である。
【０２４３】
　第４～第６の実施形態の方法は、いずれも、上述した第３実施形態の方法（図１３参照
）の変形例に相当するものであって、ストッパ５７あるいはストッパ５７ａと５７ｂが追
加されており、接着剤３８を塗布する際にストッパ５７あるいはストッパ５７ａと５７ｂ
も含めて覆うようにする点以外は、第３実施形態の方法と同じである。よって、第３実施
形態において説明したのと同じ構成要素に同じ符号を付してその詳細な説明を省略する。
【０２４４】
　第４～第６の実施形態は、図１０～図１２の場合にそれぞれ対応する。第４～第６の実
施形態により、第３実施形態の方法はストッパを使用した場合にも適用可能であることが
分かる。
【０２４５】
　（第７実施形態）
　図１７は、本発明の第７実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す概念図であり、図４に対応するものである。この実施形態は、図４～図６に
示した第１実施形態において、図４の接着剤３８と同じ材料からなる電気的絶縁性接着剤
３８ａの硬化層に重ねて充填材３８ｂの層を形成したものであり、それ以外は第１実施形
態の方法と同じである。
【０２４６】
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　第１実施形態の場合と同様にして、支持基板３１へのチップ３７の固着が完了して図１
７（ａ）の状態になった後、第１実施形態の場合と同様にして接着剤充填工程が実行され
る。この接着剤充填工程において、図１７（ｂ）に示すように、マイクロバンプ電極３５
及び３６を用いて支持基板３１に固着せしめられた複数のチップ３７の間の隙間に、適当
な方法で、電気的絶縁性を持つ液状ないし流動性の接着剤３８ａを充填し、その後、加熱
、紫外線照射等によりこの接着剤３８ａを硬化させる。
【０２４７】
　その後、接着剤３８ａの硬化層に重ねて、チップ３７間の隙間に電気的絶縁性を持つ充
填材３８ｂの層を形成し、チップ３７間の電気的絶縁性を確保する。充填材３８ｂとして
有機絶縁材料を使用する場合は、公知の塗布法を使用するのが好ましい。充填材３８ｂと
して無機絶縁材料を使用する場合は、公知のＣＶＤ法を使用するのが好ましい。
【０２４８】
　接着剤３８ａの硬化層の厚さは、第１実施形態における接着剤３８の硬化層の厚さより
も小さくしており、接着剤３８ａの硬化層の厚さと充填材３８ｂの層の厚さの和が、第１
実施形態における接着剤３８の硬化層の厚さに等しくなるようにする。
【０２４９】
　この第７実施形態においても、第１実施形態の場合と同じ効果が得られることは明らか
である。また、第１実施形態の場合に比べて接着剤３８ａの硬化層の厚さが薄いので、接
着剤３８ａの使用量を減少させることができる利点がある。
【０２５０】
　なお、図１７では、チップ３７の裏面には充填材３８ｂのみが形成されているが、これ
は充填材３８ｂの形成前にチップ３７の裏面上の接着剤３８ａを除去しているからである
。しかし、チップ３７の裏面上の接着剤３８ａを除去しなくてもよい。この場合は、チッ
プ３７の裏面上に接着剤３８ａと充填材３８ｂの双方が載ることになる。チップ３７の裏
面上の接着剤３８ａ、あるいは接着剤３８ａと充填材３８ｂは、次のＣＭＰ工程で除去さ
れるので問題は生じない。充填材３８ｂを複数層の積層体にしてもよい。
【０２５１】
　（第８実施形態）
　図１８は、本発明の第８実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す概念図であり、図４に対応するものである。この実施形態は、第１実施形態
において、接着剤３８の硬化層に代えてフィラー入り接着剤３８ａａの硬化層を形成した
ものであり、それ以外は第１実施形態の方法と同じである。
【０２５２】
　接着剤３８ａａに含まれているフィラーは、任意のものを使用できるが、例えばＳｉま
たは金属の微粒（例えば球状）の周囲にＳｉＯ2などの電気的絶縁材の皮膜を形成したも
のが好ましい。
【０２５３】
　この第８実施形態においても、第１実施形態の場合と同じ効果が得られることは明らか
である。接着剤３８ａａにフィラーが含まれているので、前記接着剤の熱膨張係数を適当
に設定して、支持基板３１や回路層Ｌ１～Ｌ３の反りを低減できる利点がある。
【０２５４】
　（第９実施形態）
　図１９は、本発明の第９実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法を
工程毎に示す概念図であり、図４に対応するものである。この実施形態は、図１８の第８
実施形態において、フィラー入り接着剤３８ａａの硬化層に重ねてフィラー入り充填材３
８ｂｂを形成したものであり、それ以外は第８実施形態と同じである。
【０２５５】
　接着剤３８ａａと充填材３８ｂｂに含まれているフィラーは、任意のものを使用できる
が、例えばＳｉまたは金属の微粒（例えば球状）の周囲にＳｉＯ2などの電気的絶縁材の
皮膜を形成したものが好ましい。
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【０２５６】
　この第９実施形態においても、第１実施形態の場合と同じ効果が得られることは明らか
である。また、接着剤３８ａａと充填材３８ｂｂの熱膨張係数を適当に設定して、支持基
板３１や回路層Ｌ１～Ｌ３の反りを低減できる利点がある。
【０２５７】
　（第１０実施形態）
　図２０は、本発明の第１０実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法
を工程毎に示す概念図であり、図４に対応するものである。この実施形態は、図１８の第
８実施形態において、フィラー入り接着剤３８ａａの硬化層に重ねてフィラーなし充填材
３８ｂを形成したものであり、それ以外は第８実施形態と同じである。
【０２５８】
　この第１０実施形態においても、第１実施形態の場合と同じ効果が得られることは明ら
かである。また、接着剤３８ａａの熱膨張係数を適当に設定して、支持基板３１や回路層
Ｌ１～Ｌ３の反りを低減できる利点がある。
【０２５９】
　（第１１実施形態）
　図２１は、本発明の第１１実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法
を工程毎に示す概念図であり、図４に対応するものである。この実施形態は、図１７の第
７実施形態において、フィラーなし接着剤３８ａの硬化層に重ねてフィラー入り充填材３
８ｂｂを形成したものであり、それ以外は第７実施形態の方法と同じである。
【０２６０】
　この第１１実施形態においても、第１実施形態の場合と同じ効果が得られることは明ら
かである。また、充填材３８ｂｂの熱膨張係数を適当に設定して、支持基板３１や回路層
Ｌ１～Ｌ３の反りを低減できる利点がある。
【０２６１】
　（第１２実施形態）
　図２２～図２３は、本発明の第１２実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の
製造方法を工程毎に示す概念図である。この実施形態は、図４～図６に示した第１実施形
態において、第１半導体回路層Ｌ１と第２半導体回路層Ｌ２の間に、配線層７１と絶縁層
７２を追加形成したものであり、それ以外は第１実施形態と同じである。
【０２６２】
　第１実施形態の場合と同様にして、第１半導体回路層Ｌ１を形成し、その後、第１半導
体回路層Ｌ１に重ねて、導電性プラグ４０を埋設した絶縁層３９を形成した時、図２２（
ａ）の状態になる。そこで次に、絶縁層３９の表面に公知の方法で配線層７１を形成する
。この配線層７１は、主として隣接するチップ３７同士を相互接続するためのものである
。このように、本発明では、隣接する半導体チップ（半導体回路）３７の間に適宜、配線
層を設けることができる。その後、絶縁層７２を形成して配線層７１の全体を覆い、配線
層７１を埋め込む。この時の状態は図２２（ｂ）のようになる。
【０２６３】
　その後の工程は、第１実施形態の場合と同様である。その結果、図２３（ｃ）のように
、半導体装置３０Ａと３０Ｄが得られる。図２３（ｃ）より明らかなように、半導体装置
３０Ｄは隣接する二つの積層チップ群を含んでおり、それら積層チップ群は互いに電気的
に接続されている。
【０２６４】
　この第１２実施形態では、第１実施形態の場合と同じ効果が得られると共に、配線７１
層によって隣接するチップ３７を電気的に相互接続できる（チップ間接続が可能となる）
効果がある。
【０２６５】
　（第１３実施形態）
　図２４～図２５は、本発明の第１３実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の
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製造方法を工程毎に示す概念図であり、図５～図６に対応するものである。この実施形態
は、第２半導体回路層Ｌ２が、複数の半導体チップ４３ではなく単一の半導体ウェーハ４
３Ａにより形成される点を除いて、それ以外は第１実施形態の方法と同じである。
【０２６６】
　このように、第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３としては、複数の半導体チップだけ
ではなく半導体ウェーハも必要に応じて使用可能である。
【０２６７】
　この場合、図２５（ｃ）に示された半導体装置３０Ａ’、３０Ｂ’、３０Ｃ’では、そ
れぞれ、半導体ウェーハ４３Ａの切断片と半導体チップ３７及び４９からなる積層構造の
側壁を覆う接着剤４４の硬化層から、ウェーハ４３Ａの切断片の端が露出する。これは、
半導体ウェーハ４３Ａの形状及び大きさが、支持基板３１の形状及び大きさと同一に設定
されているからである。しかし、半導体ウェーハ４３Ａの大きさを、支持基板３１の大き
さより小さく設定してもよいことは言うまでもない。
【０２６８】
　図２５（ｃ）の半導体装置３０Ａ’、３０Ｂ’、３０Ｃ’では、半導体ウェーハ４３Ａ
の内部の半導体回路群の構造を工夫することにより、接着剤４４の硬化層から露出したウ
ェーハ４３Ａの切断片の端に外部の導電体が接触しても、当該半導体装置３０Ａ’、３０
Ｂ’、３０Ｃ’の動作が影響を受けないようにしてある。したがって、ウェーハ４３Ａの
切断片の露出によって支障は生じない。
【０２６９】
　この第１３実施形態では、第１実施形態の場合と同じ効果が得られることが明らかであ
る。
【０２７０】
　（第１４実施形態）
　図２６は、本発明の第１４実施形態に係る三次元積層構造を持つ半導体装置の製造方法
を工程毎に示す概念図であり、図４に対応するものである。この実施形態は、第１実施形
態の方法において、支持基板３１側の接合領域Ｒ１を省略したものに相当する。このよう
に、チップ３７の接合は、チップ３７側の接合領域Ｒ２のみでも行うことができる。
【０２７１】
　なお、これとは逆に、チップ３７側の接合領域Ｒ２を省略し、支持基板３１側の接合領
域Ｒ１のみを用いても、チップ３７の接合は可能である。
【０２７２】
　（接着剤充填方法の第２例）
　上述した第１～第１４実施形態では、いずれも、接着剤の充填を室温における「噴霧法
」（または「塗布法」）（これを第１例とする）によって行っているが、本発明は「噴霧
法」（または「塗布法」）に限定されず、他の方法も使用可能である。それを以下に示す
。
【０２７３】
　図２７～図２８は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な接着剤充填方法の第２例
を示す説明図である。
【０２７４】
　図２７において、１０１と１０２は剛性のある押し付け板であり、それら押し付け板１
０１と１０２の間に上下から挟まれているのは、図７（ａ）に示した構造体である。この
構造体を符号１００で示す。構造体１００は、押し付け板１０１と１０２によって上下か
ら所定の外力で押圧されて保持されている。
【０２７５】
　構造体１００では、複数の半導体チップ３７がマイクロバンプ電極３５と３６を用いて
支持基板３３１に固着されているので、押し付け板１０１と１０２は必須というわけでは
ない。しかし、接着剤充填工程において衝撃によりマイクロバンプ電極３５と３６の接続
部が離れてしまう危険性をなくすため、ここでは押し付け板１０１と１０２によって構造
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体１００を挟んでいる。したがって、そのような危険性がない、あるいは極めて低い場合
には、押し付け板１０１と１０２を省略してもよい。
【０２７６】
　接着剤は、図２７において矢印で示すように、押し付け板１０１と１０２で挟まれた構
造体１００の側面から水平方向に中心に向かって注入され、それによって構造体１００に
存在する隙間全体に接着剤が充填される。注入・充填が完了すると、加熱、紫外線照射等
によりその接着剤を硬化させる。接着剤の注入・充填は、構造体１００の側面全体から行
ってもよいし、その一部から行ってもよい。接着剤の充填方法の具体例を図２８に示す。
【０２７７】
　この充填方法では、図２８（ａ）に示すように、内部を所望の真空雰囲気に設定可能な
チャンバー１１１を使用する。チャンバー１１１の内部には、液状の接着剤１１３を収容
する容器１１２と、その容器１１２内の接着剤１１３を加熱して粘度を下げるためのヒー
ター１１４が設けられている。ヒーター１１４は、チャンバー１１１の下位に設けられて
いる。
【０２７８】
　この充填方法では、チャンバー１１１の内部を所定の真空状態に設定した後、押し付け
板１０１と１０２で挟んだ構造体１００を支持棒１０３の下端に係止させてから、図２８
（ｂ）に示すように、容器１１２中に貯留された液状の接着剤１１３の中に浸漬する。こ
の時、ヒーター１１４を使用して容器１１２中の接着剤１１３を加熱することにより、接
着剤１１３の粘度を低下させ、もって積層構造１００の周囲に存在する隙間に接着剤１１
３が流動・注入しやすくする。チャンバー１１１の内部は真空状態になっているため、マ
イクロバンプ電極３５と３６の間の隙間に残存していた空気は確実にチャンバー１１１の
外部に排出され、代わりに容器１１２中の接着剤１１３がその隙間に注入される。
【０２７９】
　その後、構造体１００を接着剤１１３中に浸漬したままで、チャンバー１１１内に大気
を導入し、真空雰囲気を破る。すると、チャンバー１１１に生じる大気圧により、容器１
１２の中の接着剤１１３は加圧され、その結果、接着剤１１３は構造体１００の周囲に存
在する隙間や電極３５と３６の間の隙間にいっそう侵入しやすくなる。
【０２８０】
　こうして接着剤１１３の注入・充填が完了すると、容器１１２から構造体１００を引き
上げ、チャンバー１１１から取り出す。そして、加熱、紫外線照射等により、注入された
接着剤１１３を硬化させる。硬化後、余分な接着剤１１３を除去する。
【０２８１】
　なお、チャンバー１１１の内部を最初に真空雰囲気にし、その後で大気圧に戻すのでは
なく、真空を破った後にチャンバー１１１の内部に希ガスや窒素ガス等の不活性ガスを導
入して加圧してもよい。こうすると、導入されたガスによって容器１１２中の接着剤１１
３が加圧されるため、接着剤１１３の注入・充填がいっそう確実になるという利点がある
。
【０２８２】
　（接着剤充填方法の第３例）
　図２９は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な接着剤の充填方法の第３例を示す
。
【０２８３】
　この充填方法では、クランプ部材１２１を使用する。このクランプ部材１２１は、円形
の押し付け板１０１と１０２で挟まれた略円柱形の構造体１００の周囲を取り囲むように
形成されている。このクランプ部材１２１は、例えば左右二つの部分に分割されており、
押し付け板１０１及び１０２と構造体１００をその左右両側から挟みこむことにより、図
２９に示すように、構造体１００の周囲全体を囲む。このため、構造体１００の周囲には
、クランプ部材１２１と押し付け板１０１及び１０２によって閉じた空間１２２が形成さ
れる。接着剤は、クランプ部材１２１に形成された注入孔１２１ａを介して、公知の方法
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により空間１２２に加圧注入される。接着剤の注入が完了すると、加熱、紫外線照射等に
より、注入された接着剤を硬化させる。その後、クランプ部材１２１を取り外す。
【０２８４】
　この第２例では、成形型に似た機能を持つクランプ部材１２１によって、構造体１００
の周囲に閉じた空間１２２が形成され、その空間１２２に接着剤が加圧注入されるので、
上述した第２例と同様に、接着剤は空間１２２の全体に確実に注入される。その後、構造
体１００をクランプ部材１２１から取り出し、構造体１００の側面に生じた余分な接着剤
を除去する。
【０２８５】
　第３例では、第２例で使用したチャンバー１１１や真空状態生成装置等が不要であり、
簡単な構成で実現できるという利点がある。なお、クランプ部材１２１の接着剤と接触す
る面には、適当な離型剤を塗布しておくのが好ましい。クランプ部材１２１と硬化した接
着剤との分離を容易にするためである。
【０２８６】
　（接着剤充填方法の第４例）
　図３０は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な接着剤の充填方法の第４例を示す
。
【０２８７】
　この充填方法では、図７（ａ）に示した構造体１００を上下逆にした状態でチャンバー
の中に入れた後、チャンバー内を所定の真空雰囲気としてから、公知のスプレー装置（図
示せず）を用いて接着剤３８を上方から噴霧する。その結果、接着剤３８は構造体１００
の上に自然落下して図３０（ａ）に示すような状態になる。構造体１００の周囲は真空状
態になっているため、マイクロバンプ電極３５と３６の間の隙間に残存していた空気は確
実に外部に排出され、代わりに接着剤３８がその隙間に注入される。
【０２８８】
　接着剤３８の噴霧が完了すると、図３０（ｂ）に示すように、真空雰囲気を破ってから
加圧する。その結果、圧力差に起因して、構造体１００上にある接着剤３８は構造体１０
０中のあらゆる隙間に浸透する。その後、加熱、紫外線照射等により、噴霧された接着剤
３８を硬化させればよい。その後の工程は第２例で述べたのと同様である。
【０２８９】
　（接着剤充填方法の第５例）
　図３１～図３３は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な接着剤の充填方法の第５
例を示す。
【０２９０】
　この充填方法では、図７（ａ）に示した構造体１００を上下逆にした状態（支持基板３
１上で半導体チップ３７が上に向いた状態）で、公知のディスペンサを用いて液状の接着
剤３８を、規則的に配置された複数のチップ３７間の隙間と両端に直線状に注入するもの
である。図３１は、紙面内で接着剤３８を水平方向に並んだチップ３７間の隙間と上下両
端に注入した場合を示し、図３２は紙面内で垂直方向に並んだチップ３７間の隙間と左右
両端に注入した場合を示し、図３３は、紙面内で水平方向及び垂直方向に並んだチップ３
７間の隙間と上下左右の端に注入した場合を示す。
【０２９１】
　図３４（ａ）と（ｂ）は、図３１のように接着剤３８を水平方向に並んだチップ３７間
の隙間と上下両端に注入した場合の水平方向と垂直方向の断面をそれぞれ示す。図３４（
ｃ）は、注入された接着剤３８が、チップ３７間の隙間と、チップ３７と支持基板３１の
間の隙間に充填された後の状態を示す。また、図３５（ａ）と（ｂ）は、図３３のように
接着剤３８を水平方向及び垂直方向に並んだチップ３７間の隙間と上下左右の端に注入し
た場合の水平方向と垂直方向の断面をそれぞれ示す。図３５（ｃ）は、注入された接着剤
３８が、チップ３７間の隙間と、チップ３７と支持基板３１の間の隙間に充填された後の
状態を示す。
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【０２９２】
　この第５例では、接着剤３８は、図３１～図３３に示した態様のいずれかにしたがって
、大気中または真空中でディスペンサを用いてチップ３７間の隙間に注入される。この時
、液状の接着剤３８は、図３１～図３５に明瞭に示すように、チップ３７間の隙間だけで
なくチップ３７の裏面をも少し覆う程度に注入される。その後、支持基板３１の周囲の雰
囲気を真空状態から大気圧に戻すか、大気圧より高い圧力に加圧することにより、接着剤
３８は毛細管現象によって自然にチップ３７間の隙間に導入される。
【０２９３】
　第５例では、多数の半導体チップ３７を支持基板３１上に搭載する場合でも、接着剤３
８の注入及び充填という作業を効率的に行えるという利点がある。
【０２９４】
　（支持基板の反りの防止方法の第１例）
　次に、接着剤の硬化工程で生じ得る支持基板３１の反りの防止方法について説明する。
【０２９５】
　図３６は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な支持基板３１の反りの防止方法の
第１例を示す。
【０２９６】
　接着剤３８（例えばエポキシ樹脂）を用いて、支持基板３１に複数の半導体チップ３７
を固着すると、接着剤３８の硬化の際の体積変化により、支持基板３１が反ってしまう傾
向がある。図３６に示す方法によれば、簡単にこれを防止することができる。
【０２９７】
　上述した第１実施形態では、複数の半導体チップ３７を固着させた図３６（ａ）の状態
（これは図４（ａ）の状態に等しい）から、接着剤３８を充填して図３６（ｂ）の状態（
これは図４（ｂ）の状態に等しい）にした後、ＣＭＰ工程を行って図５（ａ）に示すよう
な第１半導体回路層Ｌ１を形成している。この際に何も処置をしないと、接着剤３８の種
類によっては、接着剤３８を硬化させた後に、その体積変化により、支持基板３１が反っ
て中央が窪んだ凹状態になる恐れがある。そこで、接着剤３８を充填して図３６（ｂ）（
図４（ｂ））の状態にした後に、支持基板３１の搭載面とは反対側の面に、接着剤３８と
同じ（あるいはそれとは異なる）接着剤を用いて反り防止用接着剤８０を所定厚さで層状
に塗布する。その後、充填された接着剤３８と反り防止用接着剤８０を同時に硬化させる
のである。こうすることにより、簡単な方法で支持基板３１の反りを効果的に防止するこ
とができる。反り防止用接着剤８０は、接着剤３８の硬化が完了してから除去すればよい
。
【０２９８】
　なお、支持基板３１の搭載面とは反対側の面に形成される反り防止用材料としては、反
り防止ができるものであれば、接着剤以外のものも使用可能である。例えば、有機材料で
あればポリイミド樹脂、無機材料であればスパッタ法で生成されるＳｉＯxやＳｉＮxが好
適に使用できる。
【０２９９】
　（支持基板の反りの防止方法の第２例）
　図３７は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な支持基板３１の反りの防止方法の
第２例を示す。
【０３００】
　図３６の第１例では、接着剤３８を充填して図３６（ｂ）の状態にした後に、支持基板
３１の搭載面とは反対側の面に所定厚さで反り防止用接着剤８０を塗布しているが、この
第２例では、接着剤３８を充填して図３６（ｂ）の状態にする前に、支持基板３１の搭載
面とは反対側の面に所定厚さで接着剤８０を形成している（図３７（ｂ）参照）。その後
、接着剤３８を充填するのである。
【０３０１】
　反り防止用接着剤８０は、このように、接着剤３８を充填する前に塗布してもよいし、
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接着剤３８を充填するのと同時に塗布してもよい。反り防止用接着剤８０は、接着剤３８
の硬化が完了してから除去すればよい。
【０３０２】
　反り防止用接着剤８０は、このように、接着剤３８を充填する前に、あるいはそれと同
時に塗布してもよい。反り防止用接着剤８０は、接着剤３８の硬化が完了してから除去す
ればよい。
【０３０３】
　（支持基板の反りの防止方法の第３例）
　図３８は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な支持基板３１の反りの防止方法の
第３例を示す。
【０３０４】
　この第３例では、第１半導体回路層Ｌ１の形成時に、図３６または図３７に示す第１例
または第２例の反り防止方法を用いて、支持基板３１の搭載面とは反対側の面に反り防止
用接着剤８１を形成し、その後の第２半導体回路層Ｌ２の形成時に、反り防止用接着剤８
１に重ねて同様の方法で反り防止用接着剤８２を形成している。
【０３０５】
　このように、第１～第３の半導体回路層Ｌ１～Ｌ３を形成する毎に反り防止用接着剤を
塗布してもよい。これらの反り防止用接着剤は、すべての接着剤の硬化が完了してから除
去すればよい。
【０３０６】
　（支持基板の反りの防止方法の第４例）
　図４０は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な支持基板３１の反りの防止方法の
第４例を示す。
【０３０７】
　この第４例は、接着剤３８の硬化に起因して支持基板３１に生じうる反り量（図３９参
照）を予測し、その予測した反り量と同じ量で逆向きの反りを、反り印加装置９０で前も
って（予備的に）与えておく方法である。
【０３０８】
　すなわち、支持基板３１（電極３５を形成済み）に対して複数の半導体チップ３７（電
極３６を形成済み）を固着し、接着剤３８を充填したが、その接着剤３８の硬化は行って
いない状態の構造体を、図４０に示すように、反り印加装置９０の上下の押圧部材９１と
９２の間に挟んで加圧する。この時、支持基板３１の湾曲を促進するために、加熱するの
が好ましい。こうして、予測した反り量を前もって与えておくのである。こうすることに
より、接着剤３８が硬化時に体積変化を起こしても、図４０（ｂ）に示すように平坦な状
態が保たれる。
【０３０９】
　反り印加装置９０は、公知の加圧機を応用して容易に実現することができる。例えば、
金属、プラスチック等の剛性部材により所望の湾曲面を有する上下の押圧部材９１、９２
を形成し、適当な機械構造を用いて、両押圧部材９１、９２を図４０（ａ）に示す位置関
係に移動可能に保持する。そして、作業者のハンドル操作あるいはモータの回転力を利用
して、手動または自動で上方の押圧部材９１を下降させると共に、それと同期して下方の
押圧部材９２を上昇させるようにする。そして、予備的な反りを与えるべき構造体に所定
の圧力が所定時間作用させて、図４０（ａ）に示す状態に湾曲させる。
【０３１０】
　なお、構造体に作用する圧力を感知する圧力センサを設けておき、予備的な反りを与え
るべき構造体に過大な圧力が作用しないようにするのが好ましい。
【０３１１】
　（半導体チップ取り付け方法の第１変形例）
　次に、半導体チップ取り付け方法の変形例について説明する。
【０３１２】
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　上述した第１～第１４実施形態では、いずれも、半導体チップを高速チップ・ボンダを
用いる等して一個づつ順に固着させるか、予め支持部材（図示せず）の上にすべての半導
体チップを所定レイアウトで配置しておき、その後にその支持部材を用いて全半導体チッ
プを一括して支持部材または隣接する半導体回路層に固着させている。しかし、本発明は
これらの方法に限定されず、他の方法も使用可能である。それを以下に示す。
【０３１３】
　図４１は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な支持基板３１への半導体チップの
取り付け方法の第１変形例を示す。
【０３１４】
　この方法では、まず、図４１（ａ）に示すように、公知の接着剤を用いて、任意の基板
１０４の一面に、内部に多数の集積回路を形成した半導体ウェハー１０５を接着する。次
に、その基板１０４とウェハー１０５を一緒にスクライブして、図４１（ｂ）に示すよう
に、基板片１０４’と半導体ウェハー片１０５’とからなる複数の積層体１０６に分割す
る。その後、図４１（ｃ）に示すように、それらの積層体１０６を上下逆にしてから、支
持基板３１の搭載面の所定位置（つまり、半導体チップ３７が固定される所定位置）にそ
れぞれ固着させる。この状態では、半導体ウェハー片１０５’が支持基板３１の搭載面に
固着されている。最後に、半導体ウェハー１０５の接着に使用した接着剤を除去する、あ
るいは接着力を消滅させる等により、支持基板３１に固着された積層体１０６から基板片
１０４’を除去し、半導体ウェハー片１０５’のみを残す。こうして、支持基板３１の搭
載面の所定箇所に、半導体ウェハー片１０５’（すなわち半導体チップ３７）を固着させ
るのである。図４１（ｄ）の状態は、図４（ａ）の状態に実質的に等しい。
【０３１５】
　上記第１～第１４の実施形態では、図４１に示すこのような方法を使用して半導体ウェ
ハー片１０５’（半導体チップ３７）を支持基板３１に固着することもできる。この方法
では、半導体ウェハー片１０５’（半導体チップ３７）の取り付けの際に、基板片１０４
’を利用して当該半導体ウェハー片１０５’を把持することができるので、半導体ウェハ
ー片１０５’の取り扱い（ハンドリング）が、上記第１～第１４の実施形態で使用した方
法よりも容易であるという利点がある。
【０３１６】
　（半導体チップ取り付け方法の第２変形例）
　図４２は、上記第１～第１４の実施形態に使用可能な支持基板３１への半導体チップの
取り付け方法の第２変形例を示す。
【０３１７】
　図４２に示すように、まず、所定数の半導体チップ３７をキャリア基板１３２の所定位
置に配置する。同様にして、所定数の半導体チップ３７を他のキャリア基板１３３の所定
位置に配置する。その後、こうして得たキャリア基板１３２と１３３を、より大きな他の
キャリア基板１３１の所定位置にそれぞれ配置する。最後に、キャリア基板１３２と１３
３を搭載したキャリア基板１３１を用いて、その上に配置された多数のチップ３７を一括
して支持基板３１の搭載面に固着させる。
【０３１８】
　上記第１～第１４の実施形態では、図４２に示すこのような方法を使用して、多数の半
導体チップ３７を支持基板３１に一括して固着することもできる。この方法では、多数の
半導体チップ３７の支持基板３１への取り付けを、一回の位置合わせ作業と一回の固着作
業によって実行することができるので、半導体チップ３７の取り付け作業を効率的に行え
るという利点がある。
【０３１９】
　（その他の変形例）
　上述した第１～第１４実施形態及びそれらの変形例は本発明を具体化した例を示すもの
であり、したがって本発明はこれらの実施形態や変形例に限定されるものではなく、本発
明の趣旨を外れることなく種々の変形が可能であることは言うまでもない。
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【０３２０】
　例えば、上述した実施形態では、各半導体チップ層中にはＫＧＤである半導体チップを
使用するように説明しているが、各半導体チップ層中の半導体チップがすべてＫＧＤであ
る必要はない。他の部分の構成のために製造工程では省略することはできないが、回路機
能としては不要な部分については、いわゆるダミーチップ（内部には回路が形成されてい
ないが、外形はＫＧＤと同じ半導体チップ）を使用してもよいことは言うまでもない。
【０３２１】
　また、上述した実施形態では、支持基板上に積層した半導体回路層（半導体チップ層あ
るいは半導体ウェーハ）からなる積層構造をダイシングによって分割して半導体装置とし
ているが、本発明はこれに限定されない。ダイシングをしないで当該積層構造を単一の半
導体装置として使用することも可能である。この場合、当該半導体装置はウェーハレベル
の半導体装置となる。
【産業上の利用可能性】
【０３２２】
　種々の機能を持つ半導体回路群を単一の支持基板上に適宜組み合わせて搭載・集積して
三次元積層構造を構成することにより、システムＬＳＩと同様の機能を持つ半導体装置を
実現できるため、機能や大きさの異なる半導体回路を必要に応じて組み合わせて、システ
ムＬＳＩと同様にシステム化された半導体装置に適用可能である。

【図１】 【図２】



(52) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(53) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(54) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(55) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(56) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(57) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(58) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(59) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】



(60) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】

【図３９】



(61) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図４０】 【図４１】

【図４２】 【図４３】



(62) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図４４】 【図４５】

【図４６】

【図４７】

【図４８】



(63) JP 5052130 B2 2012.10.17

【図４９】



(64) JP 5052130 B2 2012.10.17

10

20

フロントページの続き

    審査官  今井　拓也

(56)参考文献  特開２００４－１５８５３７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２５０９１３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１２４２５１（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１８９６５３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－３２６３２６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－２７８８９３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－３２６７５７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０５７４０４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０３－２７６７５０（ＪＰ，Ａ）
              特表２００２－５１３２０８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２７４１９６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１１８１９８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  25/065
              H01L  25/07
              H01L  25/18
              H01L  21/60
              H01L  27/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

