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(57)【要約】
【課題】アイソレータを備える半導体装置を小型化する
。
【解決手段】半導体装置を構成する２個の半導体チップ
ＣＰ１，ＣＰ２は、その各々の主面側の一部を対向させ
た状態で積み重ねられている。これら半導体チップＣＰ
１，ＣＰ２の各々に形成されたコイルＣＬ１，ＣＬ２は
、半導体装置の動作時に磁気結合されるように対向した
状態で配置されており、この一対のコイルＣＬ１，ＣＬ
２によってアイソレータが形成されている。そして、コ
イルＣＬ１，ＣＬ２は、半導体チップＣＰ１，ＣＰ２の
各々の回路領域ＣＡＲ，ＣＢＲの一部と平面視で重なる
ように配置されている。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップに対向して配置された第２半導体チップと、
　前記第1半導体チップと前記第２半導体チップとの対向間に介在された第１絶縁膜と、
　前記第１半導体チップ、前記第２半導体チップおよび前記第１絶縁膜を封止する封止体
と、
　を備え、
　前記第１半導体チップは、
　第１面と、前記第１面の反対側の第２面とを有する第１半導体基板と、
　前記第１半導体基板の前記第１面と前記第１絶縁膜との間に設けられた第１多層配線層
と、
　前記第１多層配線層に設けられた第１コイルと、
　を備え、
　前記第２半導体チップは、
　前記第１半導体チップの前記第１面に対向する第３面と、前記第３面の反対側の第４面
とを有する第２半導体基板と、
　前記第２半導体基板の前記第３面と前記第１絶縁膜との間に設けられた第２多層配線層
と、
　前記第１絶縁膜を介して前記第１コイルに対向した状態で前記第２多層配線層に設けら
れ、前記第１コイルと磁気結合される第２コイルと、
　を備え、
　前記第１コイルは、前記第１半導体基板の前記第１面内に配置された第１回路領域の一
部と平面視で重なるように配置され、
　前記第２コイルは、前記第２半導体基板の前記第３面内に配置された第２回路領域の一
部と平面視で重なるように配置されている、半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記第１コイルおよび前記第２コイルの動作時の動作周波数が、２００ＭＨｚ以下であ
る、半導体装置。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記第１多層配線層には、前記第１コイルの１つ下位の配線層に、前記第１コイルと平
面視で重なるように第１シールドパターンが配置され、
　前記第２多層配線層には、前記第２コイルの１つ下位の配線層に、前記第２コイルと平
面視で重なるように第２シールドパターンが配置されている、半導体装置。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体装置において、
　前記第１シールドパターンおよび前記第２シールドパターンは、基準電位と電気的に接
続されている、半導体装置。
【請求項５】
　請求項３記載の半導体装置において、
　前記第１シールドパターンおよび前記第２シールドパターンの平面視の大きさは、前記
第１コイルおよび前記第２コイルの直径より大きい、半導体装置。
【請求項６】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記第１多層配線層には、前記第１コイルの１つ下位の配線層に、前記第１コイルと平
面視で重なるように第１配線禁止領域が配置され、
　前記第２多層配線層には、前記第２コイルの１つ下位の配線層に、前記第２コイルと平
面視で重なるように第２配線禁止領域が配置されている、半導体装置。
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【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置において、
　前記第１配線禁止領域および前記第２配線禁止領域の平面視の大きさは、前記第１コイ
ルおよび前記第２コイルの直径より大きい、半導体装置。
【請求項８】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記第1回路領域および前記第２回路領域の各々の前記一部には、デジタル回路が配置
されている、半導体装置。
【請求項９】
　第５面およびその反対側の第６面を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記第５面上に設けられた多層配線層と、
　前記多層配線層に設けられた第３コイルと、
　前記第３コイルに対向した状態で前記多層配線層に設けられ、前記第３コイルと磁気結
合される第４コイルと、
　前記第３コイルと前記第４コイルとの間に介在された第２絶縁膜と、
　を備え、
　前記第３コイルは、前記第４コイルより下位の配線層に設けられ、
　前記第３コイルおよび前記第４コイルは、前記半導体基板の前記第５面内に配置された
回路領域の一部と平面視で重なるように配置されている、半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記第３コイルおよび前記第４コイルの動作時の動作周波数が、２００ＭＨｚ以下であ
る、半導体装置。
【請求項１１】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記多層配線層には、前記第３コイルの１つ下位の配線層に、前記第３コイルと平面視
で重なるようにシールドパターンが配置されている、半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の半導体装置において、
　前記シールドパターンは、基準電位と電気的に接続されている、半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１１記載の半導体装置において、
　前記シールドパターンの平面視の大きさは、前記第３コイルおよび前記第４コイルの直
径より大きい、半導体装置。
【請求項１４】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記多層配線層には、前記第３コイルの１つ下位の配線層に、前記第３コイルと平面視
で重なるように配線禁止領域が配置されている、半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の半導体装置において、
　前記配線禁止領域の平面視の大きさは、前記第３コイルおよび前記第４コイルの直径よ
り大きい、半導体装置。
【請求項１６】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記回路領域の前記一部には、デジタル回路が配置されている、半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、例えば、電気的に絶縁された回路ブロック間で信号を伝
達するアイソレータを備える半導体装置に適用して有効な技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　アイソレータについては、例えば、特許文献１に記載があり、第１半導体チップの第１
インダクタと、第２半導体チップの第２インダクタとを対向させて配置し、これら２つの
インダクタを誘導結合させることで電気信号を伝達する技術が開示されている。
【０００３】
　また、例えば、特許文献２には、所定の信号線と、その下方のトランジスタ領域との間
に、信号線と平面視で重なるように、電源またはグランドに接続された導体パターンを配
置する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－５４８００号公報
【特許文献２】特開２０１５－４６６２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、アイソレータを備える半導体装置では、より一層の小型化が望まれている。
【０００６】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述およ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】
【０００７】
　一実施の形態における半導体装置では、第１半導体チップおよび第２半導体チップの各
々に形成された第１コイルおよび第２コイルが、半導体装置の動作時に磁気結合されるよ
うに対向した状態で配置されている。そして、第１コイルは、第１半導体チップの回路領
域の一部と平面視で重なるように配置され、第２コイルは、第２半導体チップの回路領域
の一部と平面視で重なるように配置されている。
【０００８】
　また、一実施の形態における半導体装置では、半導体チップの多層配線層に、第３コイ
ルおよび第４コイルが、半導体装置の動作時に磁気結合されるように対向した状態で配置
されている。そして、第３コイルおよび第４コイルは、半導体チップの回路領域の一部と
平面視で重なるように配置されている。
【発明の効果】
【０００９】
　一実施の形態によれば、アイソレータ用のコイルを有する半導体装置を小型化すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】左右はコイルのＱ値をコンピュータによりシミュレーションするためのモデルの
一例を示す半導体基板の要部断面図である。
【図２】左は図１のコイルの一例の平面図、右は図２左のコイルを動作させた場合の等価
回路を示した回路図である。
【図３】図１左右についてコイルのＱ値のシミュレーションの結果をまとめたグラフ図で
ある。
【図４】コイルのＱ値の対策例を示す半導体装置の要部断面図である。
【図５】アイソレータを備える半導体装置のコイルのＱ値のシミュレーションの結果をま
とめたグラフ図である。
【図６】アイソレータを備える半導体装置の動作周波数に対するコイルのＱ値のシミュレ
ーションの結果を示すグラフ図である。
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【図７】実施の形態1の半導体装置を用いた電子装置の一例の回路図である。
【図８】信号の伝送例を説明する説明図である。
【図９】実施の形態１の半導体装置の断面図である。
【図１０】図９の半導体装置内の半導体チップの平面図である。
【図１１】図４の場合と実施の形態１の場合とで比較して示した半導体チップの平面図で
ある。
【図１２】半導体装置を構成する２個の半導体チップの概略断面図である。
【図１３】コイルの一例の平面図である。
【図１４】図１３のＩ－Ｉ線の断面図である。
【図１５】コイル領域と平面視で重なる領域に配置することが可能なアナログ回路の一例
の回路図である。
【図１６】コイル領域と平面視で重なる領域に配置することが可能なアナログ回路の他の
一例の回路図である。
【図１７】半導体装置を構成する半導体チップの製造工程中の要部断面図である。
【図１８】図１７の後の半導体装置を構成する半導体チップの製造工程中の要部断面図で
ある。
【図１９】図１８の後の半導体装置を構成する半導体チップの製造工程中の要部断面図で
ある。
【図２０】図１９の後の半導体装置を構成する半導体チップの製造工程中の要部断面図で
ある。
【図２１】変形例１の半導体装置を構成する２個の半導体チップの概略断面図である。
【図２２】変形例２の半導体装置を構成する２個の半導体チップの概略断面図である。
【図２３】多層配線層の配線構造のいくつかのモデルを示した多層配線層の断面図である
。
【図２４】図２３の各モデルの配線容量のシミュレーション結果を示したグラフ図である
。
【図２５】実施の形態２の半導体装置を用いた電子装置の他の例の回路図である。
【図２６】実施の形態２のパッケージの断面図である。
【図２７】実施の形態２の半導体装置を構成するチップの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。
【００１２】
　また、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言
及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除
き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でもよい。
【００１３】
　さらに、以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に
明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必
須のものではないことは言うまでもない。
【００１４】
　同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは
、特に明示した場合および原理的に明らかにそうではないと考えられる場合等を除き、実
質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。このことは、上記数値
および範囲についても同様である。
【００１５】
　また、実施の形態を説明するための全図において、同一の部材には原則として同一の符
号を付し、その繰り返しの説明は省略する。なお、図面をわかりやすくするために平面図
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であってもハッチングを付す場合がある。
【００１６】
　また、実施の形態で平面視とは、半導体基板の主面に垂直な方向から視た場合を意味す
る。
【００１７】
　＜発明者の研究結果＞
　図１左右はコイルのＱ値をコンピュータによりシミュレーションするためのモデルの一
例を示す半導体基板の要部断面図である。図１左右のいずれも半導体基板１００上には多
層配線層１０１が形成されており、その多層配線層１０１の上部にはコイル１０２の導体
パターン１０２ａが形成されている。図１左ではコイル１０２の直下に配線１０３が配置
されていないのに対して、図１右ではコイル１０２の直下に配線１０３が配置されている
。図１右の配線１０３は、集積回路用の配線を意図したもので、平面視でコイル１０２の
全域を覆うように形成されている（いわゆる、ベタ配線）。なお、半導体基板１００は、
シリコン（Ｓｉ）単結晶を想定している。
【００１８】
　図２左は図１のコイルの一例の平面図である。コイル１０２は、例えば、銅（Ｃｕ）配
線で構成されている。コイル１０２のライン／スペースは、例えば、１０．９／８.１μ
ｍ、内径は、例えば、７０μｍ、巻き数は、例えば、３、シート抵抗は、例えば、３．４
ｍΩ/□である。また、図２右は図２左のコイルを動作させた場合の等価回路を示した回
路図である。符号Ｌはコイル１０２のインダクタンス、符号Ｒは直列抵抗、符号Ｃｇ１，
Ｃｇ２は対基板容量、符号Ｒｇ１，Ｒｇ２は対基板抵抗を示している。
【００１９】
　ここで、コイル１０２の特性においては、Ｑ値（誘導リアクタンス（ωＬ）／抵抗（Ｒ
））が重要なパラメータとされており、Ｑ値を大きくすることが重要とされている。そこ
で、上記図１左右のコイル１０２についてＱ値のシミュレーションを行った。図３は図１
左右についてコイルのＱ値のシミュレーションの結果をまとめたグラフ図である。図３の
縦軸はＱ値である。図３の横軸の左のモデルＭＤ１は図１左（配線１０３が無い場合）の
結果を示している。一方、図３の横軸の右のモデルＭＤ２は図１右（配線１０３が有る場
合）の結果を示しており、図３左のモデルＭＤ１に比べてコイル１０２のＱ値が著しく低
下していることが分かる。このコイル１０２のＱ値の低下は、コイル１０２で発生した磁
界によってコイル１０２下の配線１０３（ベタ配線）で発生した誘導起電力により配線１
０３に渦電流が発生したことに起因している。
【００２０】
　図４はコイルのＱ値の対策例を示す半導体装置の要部断面図である。半導体装置の回路
領域１０４には、例えば、ｐチャネル型の電界効果トランジスタ１０５ｐやｎチャネル型
の電界効果トランジスタ１０５ｎ等のような素子が形成されている。これらの素子は、半
導体基板１００上の多層配線層１０１の配線１０６によって電気的に接続されている。
【００２１】
　一方、コイル領域１０７には、コイル１０２が形成されている。コイル１０２は、多層
配線層の上部の配線形成用の導体パターン１０２ａで形成されている。コイル１０２のＱ
値の低下を小さくするために、コイル１０２の直下には配線も素子も配置されていない上
、回路領域１０４とコイル領域１０７との間には、空き領域１０８が設けられている。空
き領域１０８にも配線も素子も配置されていない。空き領域１０８の水平距離は、例えば
、２００～４００μｍ程度である。このように図４の対策では、回路領域１０４とコイル
領域１０７とを離して配置しているので、チップサイズが大きくなる。その結果、半導体
装置のコストが高くなる。
【００２２】
　ところで、本発明者は、２つのコイルを磁気結合（誘導結合）させて電気信号を伝達す
るアイソレータを備える半導体装置について再度検討した。その結果、上記アイソレータ
を備える半導体装置では、２つのコイルが近接配置（Near field）されているため、回路
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特性を左右するのはＱ値ではなく結合係数Ｋであり、図４の構成にする必要がないことが
判明した。
【００２３】
　また、半導体装置の集積回路を構成する配線は、微細化により配線幅が細くなってきて
いるので、コイルの直下に集積回路用の配線を配置しても、渦電流に対する影響が小さい
ことが判明した。図５はアイソレータを備える半導体装置のコイルのＱ値のシミュレーシ
ョンの結果をまとめたグラフ図である。図５の最も左のモデルＭＤ１は図１左の結果を示
し、図５の最も右のモデルＭＤ２は図１右の結果を示している。図５の中央のモデルＭＤ
３は、コイルの直下に、配線幅が数μｍ～数十μｍの実際の集積回路の配線を模した配線
を配置した場合のシミュレーションの結果を示している。この図から、コイルの直下に実
際の集積回路用の配線を配置する場合は、コイルのＱ値の低下が小さいことが分かる。
【００２４】
　さらに、本発明者は、アイソレータを備える半導体装置の動作周波数とコイルのＱ値と
の関係について検討した。図６はアイソレータを備える半導体装置の動作周波数に対する
コイルのＱ値のシミュレーションの結果を示すグラフ図である。縦軸はコイルのＱ値を示
し、横軸は動作周波数Ｆ（ＭＨｚ）を示している。アイソレータを備える半導体装置では
、図６の太枠で示すように、数十ｋＨｚ～数百ＭＨｚ程度の動作周波数を使用している。
この図から、アイソレータを備える半導体装置の動作周波数では、コイルの直下に素子や
配線があっても、コイルのＱ値は全く影響を受けないことが分かる。これは、２つのコイ
ル間の距離が、信号の波長よりもはるかに小さいので、２つのコイル間で生じる磁場への
影響が極めて小さいからである。
【００２５】
　（実施の形態１）
　＜回路の構成例＞
　図７は本実施の形態１の半導体装置を用いた電子装置の一例の回路図である。
【００２６】
　図７に示す電子装置ＥＬＤは、パッケージＰＫＧと、負荷ＬＯＤとを有している。パッ
ケージＰＫＧには、２個の半導体チップ（半導体装置）ＣＰ１，ＣＰ２が収容されている
。なお、以下、半導体チップを単にチップという。
【００２７】
　一方のチップ（第１半導体チップ）ＣＰ１内には、制御回路ＣＣと、送信回路ＴＸ１と
、受信回路ＲＸ２と、コイルＣＬ１ａ，ＣＬ１ｂ（ＣＬ１：第１コイル）とが設けられて
いる。他方のチップ（第２半導体チップ）ＣＰ２内には、受信回路ＲＸ１と、送信回路Ｔ
Ｘ２と、コイルＣＬ２ａ，ＣＬ２ｂ（ＣＬ２：第２コイル）と、駆動回路ＤＲとが設けら
れている。
【００２８】
　送信回路ＴＸ１および受信回路ＲＸ１は、制御回路ＣＣからの制御信号を駆動回路ＤＲ
に伝達するための回路である。この送信回路ＴＸ１と受信回路ＲＸ1との間には、アイソ
レータ（絶縁素子、トランス、変成器、変換器、磁気結合素子、電磁結合素子）ＩＳ１が
介在されている。アイソレータＩＳ１は、コイル（インダクタ）ＣＬ１ａ，ＣＬ２ａを有
している。コイルＣＬ１ａは、送信回路ＴＸ１に電気的に接続され、コイルＣＬ２ａは受
信回路ＲＸ１に電気的に接続されている。これらのコイルＣＬ１ａ，ＣＬ２ａは、導体で
接続されておらず、電子装置ＥＬＤの動作時に磁気結合（誘導結合）される。すなわち、
送信回路ＴＸ１からコイルＣＬ１ａ（一次コイル）に信号が送られ電流が流れると、その
電流の変化に応じてコイルＣＬ２ａ（二次コイル）に誘導起電力が発生して誘導電流が流
れるようになっている。このため、受信回路ＲＸ１は、コイルＣＬ２ａに生じた誘導電流
により、送信回路ＴＸ１から送られた信号に応じた信号を受信できる。これにより、送信
回路ＴＸ１は、アイソレータＩＳ１（すなわち、磁気結合したコイルＣＬ１ａ，ＣＬ２ａ
）を介して受信回路ＲＸ１へ信号を送信することができる。また、受信回路ＲＸ１は、ア
イソレータＩＳ１（すなわち、磁気結合したコイルＣＬ１ａ，ＣＬ２ａ）を介して、送信
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回路ＴＸ１からの信号を受信できる。したがって、制御回路ＣＣは、送信回路ＴＸ１、ア
イソレータＩＳ１および受信回路ＲＸ１を介して、駆動回路ＤＲに信号（制御信号）を伝
達できる。
【００２９】
　一方、送信回路ＴＸ２および受信回路ＲＸ２は、駆動回路ＤＲからの信号を制御回路Ｃ
Ｃに伝達するための回路である。この送信回路ＴＸ２と受信回路ＲＸ２との間には、アイ
ソレータ（絶縁素子、トランス、変成器、変換器、磁気結合素子、電磁結合素子）ＩＳ２
が介在されている。アイソレータＩＳ２は、コイル（インダクタ）ＣＬ１ｂ，ＣＬ２ｂを
有している。コイルＣＬ２ｂは、送信回路ＴＸ２に電気的に接続され、コイルＣＬ１ｂは
受信回路ＲＸ２に電気的に接続されている。これらのコイルＣＬ１ｂ，ＣＬ２ｂは、導体
で接続されておらず、電子装置ＥＬＤの動作時に磁気結合（誘導結合）される。すなわち
、送信回路ＴＸ２からコイルＣＬ２ｂ（一次コイル）に信号が送られ電流が流れると、そ
の電流の変化に応じてコイルＣＬ１ｂ（二次コイル）に誘導起電力が発生して誘導電流が
流れるようになっている。このため、受信回路ＲＸ２は、コイルＣＬ１ｂに生じた誘導電
流により、送信回路ＴＸ２から送られた信号に応じた信号を受信できる。これにより、送
信回路ＴＸ２は、アイソレータＩＳ２（すなわち、磁気結合したコイルＣＬ１ｂ，ＣＬ２
ｂ）を介して受信回路ＲＸ２へ信号を送信することができる。また、受信回路ＲＸ２は、
アイソレータＩＳ２（すなわち、磁気結合したコイルＣＬ１ｂ，ＣＬ２ｂ）を介して、送
信回路ＴＸ２からの信号を受信できる。したがって、駆動回路ＤＲは、送信回路ＴＸ２、
アイソレータＩＳ２および受信回路ＲＸ２を介して、制御回路ＣＣに信号を伝達できる。
【００３０】
　チップＣＰ１とチップＣＰ２とは、電圧レベル（基準電位）が異なっている。例えば、
チップＣＰ１は、低電圧（例えば数Ｖ～数十Ｖ）で動作または駆動される回路を有する低
電圧領域に、後述のボンディングワイヤＢＷおよびリードＬＤ等を介して接続される。ま
た、チップＣＰ２は、前記低電圧よりも高電圧（例えば１００Ｖ以上）で動作または駆動
される回路（例えば負荷ＬＯＤや負荷ＬＯＤ用のスイッチ等）を有する高電圧領域に、後
述のボンディングワイヤＢＷおよびリードＬＤなどを介して接続される。しかし、チップ
ＣＰ１，ＣＰ２間での信号の伝達はアイソレータＩＳ１，ＩＳ２を介在しているため、異
電圧回路間での信号の伝達が可能である。
【００３１】
　また、アイソレータＩＳ１，ＩＳ２では、コイルＣＬ１ａとコイルＣＬ２ａとの間やコ
イルＣＬ１ｂとコイルＣＬ２ｂとの間に、大きな電位差が発生する場合がある。逆に言え
ば、大きな電位差が発生する場合があるため、コイルＣＬ１ａ，コイルＣＬ２ａ同士やコ
イルＣＬ１ｂ，ＣＬ２ｂ同士を導体で接続せずに磁気結合させている。このため、コイル
ＣＬ１ａとコイルＣＬ２ａおよびコイルＣＬ１ｂとコイルＣＬ２ｂとの間の絶縁耐圧をで
きるだけ高くしておくことが、チップＣＰ１、チップＣＰ２を内蔵するパッケージＰＫＧ
、あるいはそれを用いた電子装置ＥＬＤの信頼性を向上させる上で重要である。
【００３２】
　アイソレータＩＳ１，ＩＳ２（すなわち、コイルＣＬ１，ＣＬ２）の動作周波数は、上
記した図６から、例えば、２００ＭＨｚ以下、具体的には、例えば、数１０ｋＨｚ～１０
０ＭＨｚ以下、さらに具体的には、例えば、１０ＭＨｚを使用している。これにより、コ
イルＣＬ１ａ，ＣＬ１ｂ，ＣＬ２ａ，ＣＬ２ｂの直下に素子や配線等を配置しても、コイ
ルＣＬ１ａ，ＣＬ１ｂ，ＣＬ２ａ，ＣＬ２ｂのＱ値は影響を受けない。
【００３３】
　パッケージＰＫＧ内の駆動回路ＤＲは、チップＣＰ１からチップＣＰ２に送信された信
号（すなわち、送信回路ＴＸ１からアイソレータＩＳ１を介して受信回路ＲＸ１に送信さ
れた信号）に応じて、負荷ＬＯＤを駆動させる回路である。駆動回路ＤＲとしては、種々
の回路があるが、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）等のようなパワー系
の回路を例示できる。負荷ＬＯＤはパッケージＰＫＧの外部に設けられている。負荷ＬＯ
Ｄとしては、用途に応じて様々な負荷があるが、モータ（電気自動車やハイブリッド車等
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に搭載される電動モータ等）を例示できる。
【００３４】
　なお、図７では、制御回路ＣＣをチップＣＰ１内に内蔵させる場合について説明したが
、他の形態として、制御回路ＣＣをチップＣＰ１，ＣＰ２以外のチップに内蔵させること
もできる。また、図７では、駆動回路ＤＲをチップＣＰ２内に内蔵させる場合について説
明したが、他の形態として、駆動回路ＤＲをチップＣＰ１，ＣＰ２以外のチップに内蔵さ
せることもできる。
【００３５】
　＜信号伝達例＞
　図８は、信号の伝送例を説明する説明図である。
【００３６】
　送信回路ＴＸ１は、送信回路ＴＸ１に入力された方形波の信号ＳＧ１を微分波の信号Ｓ
Ｇ２に変調して、アイソレータＩＳ１のコイルＣＬ１ａ（一次コイル）に送る。この微分
波の信号ＳＧ２による電流がアイソレータＩＳ１のコイルＣＬ１ａ（一次コイル）に流れ
ると、それに応じた信号ＳＧ３が誘導起電力によりアイソレータＩＳ１のコイルＣＬ２ａ
（二次コイル）に流れる。この信号ＳＧ３を受信回路ＲＸ１で増幅し、更に方形波に変調
することで、方形波の信号ＳＧ４が受信回路ＲＸ１から出力される。これにより、送信回
路ＴＸ１に入力された信号ＳＧ１に応じた信号ＳＧ４を、受信回路ＲＸ１から出力できる
。
【００３７】
　なお、送信回路ＴＸ２から受信回路ＲＸ２への信号の伝達も同様である。また、図８で
は、送信回路ＴＸ１から受信回路ＲＸ１への信号の伝達の一例を挙げたが、これに限定さ
れず種々変更可能であり、磁気結合されたコイル（一次コイルおよび二次コイル）を介し
て信号を伝達する手法であれば良い。
【００３８】
　＜パッケージの構成例＞
　次に、本実施の形態１の半導体装置（パッケージＰＫＧ）について図９～図１１を参照
して説明する。図９は本実施の形態１の半導体装置の断面図、図１０は図９の半導体装置
内のチップの平面図、図１１は図４の場合と本実施の形態１の場合とで比較して示したチ
ップの平面図である。なお、図９では図面を見易くするため、封止体ＭＢのハッチングを
省略した。また、図１０および図１１では、１個のチップに２個のチップＣＰ１，ＣＰ２
の符号を付した。
【００３９】
　図９に示すように、パッケージＰＫＧは、２個のチップＣＰ１，ＣＰ２と、絶縁フィル
ムＩＳＦと、ダイパッドＤＰ１，ＤＰ２と、複数のリードＬＤ（ＬＤ１，ＬＤ２）と、ボ
ンディングワイヤ（以下、単にワイヤという）ＢＷと、封止体ＭＢとを有している。
【００４０】
　２個のチップＣＰ１，ＣＰ２は、それらの間に絶縁フィルムＩＳＦを介して、互いに対
向した状態（平面視で一部を重ねた状態）で、封止体ＭＢ内に収容されている。封止体Ｍ
Ｂは、例えば、エポキシ樹脂等のような熱硬化性樹脂からなり、その厚さと交差する平面
形状（外形形状）は、例えば、矩形（四角形）状に形成されている。この封止体ＭＢによ
り、チップＣＰ１，ＣＰ２、ダイパッドＤＰ１，ＤＰ２、複数のリードＬＤ（ＬＤ１，Ｌ
Ｄ２）および複数のワイヤＢＷが封止され、電気的および機械的に保護されている。なお
、封止体ＭＢ内にフィラーなどを含ませることもできる。
【００４１】
　図９の下段側のチップＣＰ１の半導体基板（第１半導体基板）ＳＢ１は、素子形成面で
ある主面（第１面）とその反対側の裏面（第２面）とを有している。チップＣＰ１は、半
導体基板ＳＢ１の主面を上に向け、かつ、半導体基板ＳＢ１の裏面をダイパッドＤＰ１に
向けた状態で、ダイボンド材（図示せず）を介してダイパッドＤＰ１に搭載されている。
ダイパッドＤＰ１は、例えば、銅（Ｃｕ）または銅合金等の金属材料からなる。
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【００４２】
　チップＣＰ１の半導体基板ＳＢ１の主面と絶縁フィルムＩＳＦとの間には、多層配線層
（第１多層配線層）ＷＬ１が形成されている。多層配線層ＷＬ１には集積回路を形成する
配線が形成されている。この多層配線層ＷＬ１の上層の配線層（ここでは絶縁フィルムＩ
ＳＦに最も近い最上の配線層）には、複数のボンディングパッド（以下、単にパッドとい
う）ＰＤ１（図９および図１０参照）と、コイルＣＬ１（ＣＬ１ａ，ＣＬ１ｂ）とが形成
されている。
【００４３】
　パッドＰＤ１は、チップＣＰ１に形成された集積回路の引出電極であり、ワイヤＢＷを
通じてリードＬＤ１と電気的に接続されている。すなわち、ワイヤＢＷの一端はパッドＰ
Ｄ１と接合され、ワイヤＢＷの他端はリードＬＤ１のインナーリード部と接合されている
。ワイヤＢＷは、導電性の接続部材（接続用部材）であるが、より特定的には導電性のワ
イヤであり、例えば金（Ａｕ）線または銅（Ｃｕ）線等のような金属細線からなる。ワイ
ヤＢＷは、封止体ＭＢ内に封止されており、封止体ＭＢから露出されない。
【００４４】
　各リードＬＤは、ダイパッドＤＰ１と同じ導体で形成されており、好ましくは銅（Ｃｕ
）または銅合金等のような金属材料からなる。各リードＬＤは、リードＬＤのうちの封止
体ＭＢ内に位置するインナーリード部と、リードＬＤのうちの封止体ＭＢの外に位置する
アウタリード部とを有している。隣り合うリードＬＤのインナーリード部間は、封止体Ｍ
Ｂを構成する材料により満たされている。リードＬＤのアウタリード部は、パッケージＰ
ＫＧの外部接続用端子部（外部端子）として機能する部分であり、封止体ＭＢの側面から
封止体ＭＢの外に突出し、ガルウィング状に成形されている。
【００４５】
　コイル（第１コイル）ＣＬ１は、例えば、パッドＰＤ１と同じ配線層（ここでは最上の
配線層）に形成されている。そして、本実施の形態１では、図９に示すように、コイルＣ
Ｌ１の直下に回路領域（第１回路領域）ＣＡＲの一部（領域ＣＡＲ１）が配置されている
。すなわち、図１０に示すように、コイル領域ＣＬＲ１(コイルＣＬ１)は、回路領域ＣＡ
Ｒの一部（図９の領域ＣＡＲ１）に平面視で重なるように配置されている。回路領域ＣＡ
Ｒおよび領域ＣＡＲ１には、上記した制御回路ＣＣ、送信回路ＴＸ１または受信回路ＲＸ
２あるいはアイソレータＩＳ１，ＩＳ２のコントロール回路のような他の回路等、チップ
ＣＰ１内の集積回路を構成する回路が配置されている。このような配置により、図１１に
示すように、上段のチップＣＰ０（図４の回路領域１０４をコイル領域１０７から離して
配置した場合）に比べて、下段の本実施の形態１のチップＣＰ１のサイズを大幅に小さく
することができる。このため、パッケージＰＫＧも小さくすることができる。なお、領域
ＣＡＲ１に配置される回路については後述する。
【００４６】
　一方、図９の上段側のチップＣＰ２の半導体基板（第２半導体基板）ＳＢ２は、素子形
成面である主面（第３面）とその反対側の裏面（第４面）とを有している。チップＣＰ２
は、半導体基板ＳＢ２の主面をチップＣＰ１の半導体基板ＳＢ１の主面に向け、かつ、半
導体基板ＳＢ２の裏面をダイパッドＤＰ２に向けた状態で、ダイボンド材（図示せず）を
介してダイパッドＤＰ２に搭載されている。ダイパッドＤＰ２の材料は、ダイパッドＤＰ
１と同じである。
【００４７】
　チップＣＰ２の半導体基板ＳＢ２の主面と絶縁フィルムＩＳＦとの間には、多層配線層
（第２多層配線層）ＷＬ２が形成されている。多層配線層ＷＬ２には集積回路を形成する
配線が形成されている。この多層配線層ＷＬ２の上層の配線層（ここでは絶縁膜フィルム
ＩＳＦに最も近い最上の配線層）には、複数のパッドＰＤ２（図９および図１０参照）と
、コイルＣＬ２（上記コイルＣＬ２ａ，ＣＬ２ｂ）とが形成されている。
【００４８】
　パッドＰＤ２は、チップＣＰ２に形成された集積回路の引出電極であり、ワイヤＢＷを



(11) JP 2019-9158 A 2019.1.17

10

20

30

40

50

通じてリードＬＤ２と電気的に接続されている。すなわち、ワイヤＢＷの一端はパッドＰ
Ｄ２と接合され、ワイヤＢＷの他端はリードＬＤ２のインナーリード部と接合されている
。
【００４９】
　各リードＬＤ２の材料は、ダイパッドＤＰ１，ＤＰ２と同じである。各リードＬＤ２は
、リードＬＤ１と同様に、インナーリード部とアウタリード部とを有している。隣り合う
リードＬＤ２のインナーリード部間は、封止体ＭＢを構成する材料により満たされている
。リードＬＤ２のアウタリード部は、パッケージＰＫＧの外部接続用端子部（外部端子）
として機能する部分であり、封止体ＭＢの側面から封止体ＭＢの外に突出し、リードＬＤ
１と同じ方向に折り曲げられ、ガルウィング状に成形されている。
【００５０】
　コイル（第２コイル）ＣＬ２は、パッドＰＤ２と同じ配線層（ここでは最上の配線層）
に形成されている。そして、本実施の形態１では、図９に示すように、コイルＣＬ２の直
下（図９では直上）に回路領域（第２回路領域）ＣＢＲの一部（領域ＣＢＲ１）が配置さ
れている。すなわち、図１０に示すように、コイル領域ＣＬＲ２（コイルＣＬ２）は、回
路領域ＣＢＲの一部（図９の領域ＣＢＲ１）に平面視で重なるように配置されている。回
路領域ＣＢＲおよび領域ＣＢＲ１には、上記した送信回路ＴＸ２または受信回路ＲＸ１あ
るいはアイソレータＩＳ１，ＩＳ２のコントロール回路のような他の回路等、チップＣＰ
２内の集積回路を構成する回路が配置されている。このような配置により、図１１に示す
ように、上段のチップＣＰ０（図４の回路領域１０４をコイル領域１０７から離して配置
した場合）に比べて、下段の本実施の形態１のチップＣＰ２のサイズを大幅に小さくする
ことができる。このため、パッケージＰＫＧも小さくすることができる。なお、領域ＣＢ
Ｒ１に配置される回路については後述する。
【００５１】
　このように本実施の形態１では、チップＣＰ１，ＣＰ２の各々のサイズを小さくするこ
とができるので、半導体装置を小型にすることができる。このため、半導体装置のコスト
を低減することができる。
【００５２】
　＜チップの構成例＞
　次に、チップＣＰ１，ＣＰ２の構成例について図１２～図１４を参照して説明する。図
１２は半導体装置を構成する２個のチップの概略断面図、図１３はコイルの一例の平面図
、図１４は図１３のＩ－Ｉ線の断面図である。なお、図１２では図面を見易くするため多
層配線層ＷＬ１，ＷＬ２の絶縁層のハッチングを省略した。また、図１２では、図７の一
方の一対のコイルＣＬ１，ＣＬ２を示している。
【００５３】
　図１２に示すように、半導体基板ＳＢ１，ＳＢ２は、例えば、ｐ型のシリコン（Ｓｉ）
単結晶からなり、その各々の主面には、例えば、溝型の分離部ＳＴＩが形成されている。
なお、ここでは、半導体基板としてシリコン単結晶を例示したが、他の形態として、半導
体基板として、ＳＯＩ（Silicon On Insulator）基板や炭化シリコン（ＳｉＣ）基板等を
用いることもできる。
【００５４】
　この半導体基板ＳＢ１，ＳＢ２の各々の主面において分離部ＳＴＩで囲まれた活性領域
には、例えば、ｐチャネル型の電界効果トランジスタＴｐおよびｎチャネル型の電界効果
トランジスタＴｎ等のような集積回路素子が形成されている。なお、ここでは、集積回路
素子として電界効果トランジスタを例示したが、この他、容量素子、抵抗素子、メモリ素
子または他の構成のトランジスタを形成しても良い。
【００５５】
　ｐチャネル型の電界効果トランジスタＴｐは、ゲート電極Ｇｐと、ゲート絶縁膜Ｇｐｉ
と、ソースおよびドレイン用のｐ型の半導体領域ＰＲ，ＰＲとを有している。ｎチャネル
型の電界効果トランジスタＴｎは、ゲート電極Ｇｎと、ゲート絶縁膜Ｇｎｉと、ソースお
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よびドレイン用のｎ型の半導体領域ＮＲ，ＮＲとを有している。
【００５６】
　ゲート電極Ｇｐ，Ｇｎは、例えば、低抵抗な多結晶シリコン膜からなる。ゲート絶縁膜
Ｇｐｉ，Ｇｎｉは、例えば、酸化シリコン膜からなる。ｐ型の半導体領域ＰＲは、半導体
基板ＳＢ１，ＳＢ２のｎウエルＮＷ内にホウ素等のような不純物が導入されることで形成
されている。ｎ型の半導体領域ＮＲは、半導体基板ＳＢ１，ＳＢ２のｐウエルＰＷ内にリ
ンまたはヒ素等のような不純物が導入されることで形成されている。
【００５７】
　多層配線層ＷＬ１，ＷＬ２は、例えば、４層の配線層を有している。すなわち、多層配
線層ＷＬ１，ＷＬ２には、配線層と絶縁層とが、半導体基板ＳＢ１，ＳＢ２の厚さ方向に
沿って交互に積層されている。多層配線層ＷＬ１，ＷＬ２の各々の複数の配線層には配線
Ｗが配置されている。配線Ｗの幅は、数μｍ～数十μｍ（コイルＣＬ１，ＣＬ２に最も近
いもので、例えば、１０μｍ～２０μｍ）程度である。
【００５８】
　また、第１配線層の配線Ｗと、半導体基板ＳＢ１，ＳＢ２およびゲート電極Ｇｐ，Ｇｎ
との間にはプラグＷｐが配置されている。プラグＷｐは、第１配線層の配線Ｗと半導体基
板ＳＢ１，ＳＢ２の半導体領域ＮＲ，ＰＲ等とを電気的に接続し、第１配線層の配線Ｗと
ゲート電極Ｇｐ，Ｇｎ等とを電気的に接続する配線部材であり、例えば、タングステン等
のような金属材料からなる。また、それ以外の配線層間にはビア部Ｗｖが配置されている
。ビア部Ｗｖは、異なる配線層の配線Ｗ，Ｗ間を電気的に接続する配線部材であり、例え
ば、アルミニウムまたは銅等のような金属材料からなる。ビア部Ｗｖは、ビア部Ｗｖより
上位の配線層の配線Ｗの一部で形成することもできる。
【００５９】
　これらの配線Ｗ、プラグＷｐおよびビア部Ｗｖによって上記した電界効果トランジスタ
Ｔｐ，Ｔｎ等のような集積回路素子同士を互いに電気的に接続することで、上記した種々
の回路が形成されている。多層配線層ＷＬ１，ＷＬ２の絶縁層を構成する絶縁膜ＩＦは、
例えば、酸化シリコンからなる。なお、ここでは、多層配線層ＷＬ１，ＷＬ２が４層の場
合を例示したが、これに限定されるものではなく種々変更可能であるが、３層以上が好ま
しい。配線層が３層以上あれば、コイルＣＬ１，ＣＬ２や配線Ｗのレイアウトを容易にす
ることができる。
【００６０】
　多層配線層ＷＬ１，ＷＬ２の最上配線層には、上記したコイルＣＬ１，ＣＬ２が形成さ
れている。コイルＣＬ１，ＣＬ２を構成する導体パターンＣＬＰ１，ＣＬＰ２は、例えば
、パッドＰＤ１，ＰＤ２と同時に形成される。このため、コイルＣＬ１，ＣＬ２の導体パ
ターンＣＬＰ１，ＣＬＰ２は、パッドＰＤ１，ＰＤ２と同じ導体で形成されており、好ま
しくは、アルミニウム（Ａｌ）または銅等のような金属材料からなる。
【００６１】
　パッドＰＤ１，ＰＤ２およびコイルＣＬ１，ＣＬ２は、絶縁膜ＩＦの上部の表面保護膜
ＰＦ１，ＰＦ２によって覆われている。表面保護膜ＰＦ１，ＰＦ２は、例えば、酸化シリ
コン膜と窒化シリコン膜とを下位層から順に積層することで構成されている。表面保護膜
ＰＦ１，ＰＦ２の一部には、パッドＰＤ１，ＰＤ２の一部が露出される開口部ＫＡ１，Ｋ
Ａ２が形成されている。上記ワイヤＢＷの一端部は、開口部ＫＡ１，ＫＡ２を通じてパッ
ドＰＤ１，ＰＤ２に接合される。
【００６２】
　絶縁フィルムＩＳＦは、例えば、半導体基板ＳＢ１の多層配線層ＷＬ１上に貼り付けら
れた絶縁フィルムＩＳＦ１と、半導体基板ＳＢ２の多層配線ＷＬ２上に貼り付けられた絶
縁フィルムＩＳＦ２とを有している。絶縁フィルムＩＳＦ１，ＩＳＦ２同士も各々の接触
部で互いに接着されている。絶縁フィルムＩＳＦ１，ＩＳＦ２は、例えば、ポリイミド等
のような樹脂材料からなり、その積層厚さは、例えば、数十μｍ～１００μｍとされてい
る。この絶縁フィルムＩＳＦの材料および厚さ等より、コイルＣＬ１，ＣＬ２間の耐圧が
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確保される。ここでは、絶縁フィルムＩＳＦを、２枚の絶縁フィルムＩＳＦ１，ＩＳＦ２
で構成したが、１枚の絶縁フィルムで構成することもできる。
【００６３】
　コイルＣＬ１，ＣＬ２は、図１３に示すように、例えば、平面視で渦巻状に形成されて
いる。コイルＣＬ１，ＣＬ２は、各々を対向させたときに、その各々の巻方向が同方向に
なるように配置されている。また、コイルＣＬ１，ＣＬ２は、その各々の導体パターンＣ
ＬＰ１，ＣＬＰ２同士が平面視で重なるように配置されている。
【００６４】
　コイルＣＬ１，ＣＬ２の間には、表面保護膜ＰＦ１，ＰＦ２および絶縁フィルムＩＳＦ
１，ＩＳＦ２の積層絶縁膜（第１絶縁膜）が介在されており、コイルＣＬ１，ＣＬ２同士
は絶縁されているが、アイソレータＩＳ１，ＩＳ２の動作時に磁気的に結合されるように
なっている。コイルＣＬ１，ＣＬ２の対向間隔は、例えば、５μｍ～２０μｍ程度である
。コイルＣＬ１，ＣＬ２の直径は、例えば、１００μｍ～５００μｍである。また、コイ
ルＣＬ１，ＣＬ２の巻き数は、例えば、１１～２１巻（具体的には、例えば、１５巻）で
ある。コイルＣＬ１，ＣＬ２の個々の導体パターンＣＬＰ１，ＣＬＰ２の幅（短方向寸法
）は、例えば、数μｍ程度である。コイルＣＬ１，ＣＬ２の導体パターンＣＬＰ１，ＤＬ
Ｐ２の隣接ピッチは、例えば、数μｍ～数十μｍ程度である。
【００６５】
　＜コイル領域と平面視で重なる回路の例＞
　次に、コイル領域ＣＬＲ１，ＣＬＲ２（コイルＣＬ１，ＣＬ２）に平面視で重ねて配置
される回路について図９、図１０、図１５および図１６を参照して説明する。
【００６６】
　図９および図１０に示すように、コイル領域ＣＲ１，ＣＬＲ２（コイルＣＬ１，ＣＬ２
）と平面視で重なる領域ＣＡＲ１，ＣＢＲ１に配置する回路としては、例えば、デジタル
回路（デジタル回路を構成する集積回路素子や配線Ｗの集合体の全体または一部）が好ま
しい。これは、デジタル回路の場合、ある程度の信号レベルの変動を無視できるからであ
る。
【００６７】
　ただし、電子装置ＥＬＤに高い精度が求められない場合は、相対的に感度の低いアナロ
グ回路等をコイル領域ＣＬＲ１，ＣＬＲ２と平面視で重なる領域ＣＡＲ１，ＣＢＲ１に配
置することもできる。この場合、相対的に感度の高いアナログ回路等はコイル領域ＣＬＲ
１，ＣＬＲ２と平面視で重ならない領域に配置する。一方、電子装置ＥＬＤに高い精度が
求められる場合は、感度の低いアナログ回路も感度の高いアナログ回路と同様にコイル領
域ＣＬＲ１，ＣＬＲ２と平面視で重ならない領域に配置することが好ましい。
【００６８】
　ここで、図１５および図１６はコイル領域ＣＬＲ１，ＣＬＲ２と平面視で重なる領域Ｃ
ＡＲ１，ＣＢＲ１に配置することが可能なアナログ回路の一例の回路図である。
【００６９】
　図１５はアクティブミラークランプ回路を内蔵するドライバ回路ＤＲＣの例である。ド
ライバ回路ＤＲＣは、ハイサイドのトランジスタＨＴと、これに直列に接続されたローサ
イドのトランジスタＬＴとを駆動する回路である。トランジスタＨＴ，ＬＴは、例えば、
ＩＧＢＴで構成されている。ドライバ回路ＤＲＣは、ハイサイドの駆動回路ＨＤと、ロー
サイドの駆動回路ＬＤとを備えるとともに、アクティブミラークランプ回路ＭＣを備えて
いる。アクティブミラークランプ回路ＭＣは、ローサイドのトランジスタＬＴのゲート－
コレクタ間の容量結合等によるローサイドのトランジスタＬＴのセルフターンオンを防ぐ
回路である。すなわち、ハイサイドのトランジスタＨＴがオンすると、そのトランジスタ
ＨＴのエミッタ電位およびローサイドのトランジスタＬＴのコレクタ電位が上昇し、ｄｖ
／ｄｔが印加される。このとき、ローサイドのトランジスタＬＴのコレクタ－ゲート間の
寄生容量（ミラー容量Ｃｍ）およびゲート抵抗Ｒｂを介して電流Ｉｃｇが流れ込むことで
ローサイドのトランジスタＬＴのゲート電位が上昇し、トランジスタＬＴのしきい値電圧
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を超えるとハイサイド/ローサイドのトランジスタＨＴ，ＬＴがアーム短絡する。その対
策として、アクティブミラークランプ回路ＭＣは、ミラー容量Ｃｍを流れる電流Ｉｃｇを
ローサイドのトランジスタＬＴのエミッタにバイパスし、トランジスタＬＴのゲート電位
の上昇を抑制する。このようなアクティブミラークランプ回路ＭＣは、上記コイル領域Ｃ
ＬＲ１，ＣＬＲ２と平面視で重ねて配置できる。すなわち、アクティブミラークランプ回
路ＭＣは、その全体または一部を回路領域ＣＡＲ，ＣＢＲの領域ＣＡＲ１，ＣＢＲ１に配
置できる。
【００７０】
　図１６はソフトターンオフ回路を備えるドライバ回路の例である。図１６は図１５のド
ライバ回路ＤＲＣの一部を示している。ＩＧＢＴは短時間内での保護が必要であるが、Ｉ
ＧＢＴのターンオフ時間は極めて早いので通常のドライブ信号で過電流を遮断するとコレ
クタ電圧の跳ね上がりが大きくなり、ＩＧＢＴが過電圧で破壊する可能性がある。ソフト
ターンオフ回路ＳＦは、過電流等のような異常状態を検知した場合、ＩＧＢＴ（ローサイ
ドのトランジスタＬＴ）のゲート電圧をゆっくりと下げてオフさせる回路である。ここで
は、ソフトターンオフ回路ＳＦが、バッファ回路ＢＦと電界効果トランジスタＴＦとを有
している。バッファ回路ＢＦの入力は、制御回路ＣＣと電気的に接続されている。バッフ
ァ回路ＢＦの出力は、電界効果トランジスタＴＦのゲート電極に接続されている。電界効
果トランジスタＴＦの出力は、抵抗Ｒｂ２を介してローサイドのトランジスタＬＴのゲー
ト電極に電気的に接続されている。このようなソフトターンオフ回路ＳＦは、上記コイル
領域ＣＬＲ１，ＣＬＲ２と平面視で重ねて配置できる。すなわち、ソフトターンオフ回路
ＳＦは、その全体または一部を回路領域ＣＡＲ，ＣＢＲの領域ＣＡＲ１，ＣＢＲ１に配置
できる。
【００７１】
　＜半導体装置の製造方法の例＞
　次に、本実施の形態の半導体装置の製造方法の一例を図１７～図２０を参照して説明す
る。図１７～図２０は半導体装置を構成するチップの製造工程中の要部断面図である。な
お、チップＣＰ１，ＣＰ２の製造方法は同じなので、チップＣＰ１の製造方法を一例とし
て説明する。また、この段階の半導体基板ＳＢ１は、平面視で略円形状の半導体ウエハで
ある。
【００７２】
　まず、図１７に示すように、ｐ型のシリコン（Ｓｉ）単結晶からなる半導体基板ＳＢ１
の主面上にｎウエルＮＷおよびｐウエルＰＷを形成する。ｎウエルＮＷは、半導体基板Ｓ
Ｂ１に、例えば、リンまたはヒ素をイオン注入法等により導入することで形成する。ｐウ
エルＰＷは、半導体基板ＳＢ１に、例えば、ホウ素をイオン注入法等により導入すること
で形成する。
【００７３】
　続いて、半導体基板ＳＢ１の主面に溝型の分離部ＳＴＩを形成する。その後、その分離
部ＳＴＩで囲まれた活性領域にｐチャネル型の電界効果トランジスタＴｐおよびｎチャネ
ル型の電界効果トランジスタＴｎ等のような集積回路素子を形成する。本実施の形態１で
は、コイル領域ＣＬＲ１に平面視で重なる領域にも電界効果トランジスタＴｐ，Ｔｎ等の
ような集積回路素子が形成される。
【００７４】
　次いで、図１８に示すように、半導体基板ＳＢ１の主面上に多層配線層ＷＬ１を形成す
る。図１８では、最上配線層の１つ下位の配線層までを形成したところを示している。本
実施の形態１では、コイル領域ＣＬＲ１に平面視で重なる領域にも配線Ｗが形成される。
【００７５】
　続いて、多層配線層ＷＬ１の最上の配線層上に、例えば、アルミニウム等のような導体
膜をスパッタリング法等で堆積した後、その導体膜をリソグラフィ技術およびエッチング
技術によりパターニングする。これにより、図１９に示すように、パッドＰＤ１を形成す
るとともに、コイル領域ＣＬＲ１にコイルＣＬ１（導体パターンＣＬＰ１）を形成する。
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なお、配線ＷやコイルＣＬ１をダマシン法で形成することもできる。すなわち、絶縁膜に
形成された溝内に導体膜を埋め込むことで配線ＷやコイルＣＬ１を形成することもできる
。
【００７６】
　その後、図２０に示すように、パッドＰＤ１およびコイルＣＬ１を覆うように多層配線
層ＷＬ１の最上層に表面保護膜ＰＦ１を堆積する。表面保護膜ＰＦ１は、例えば、酸化シ
リコン膜と窒化シリコン膜とを下位層から順に積層することで形成されている。その後、
表面保護膜ＰＦ１にパッドＰＤ１等の一部が露出される開口部ＫＡ１を形成する。
【００７７】
　＜実施の形態１の変形例１＞
　次に、前記実施の形態１の変形例１のチップＣＰ１，ＣＰ２の構成例について図２１を
参照して説明する。図２１は変形例１の半導体装置を構成する２個のチップの概略断面図
である。なお、図２１では、図１２と同様に、封止体ＭＢ、リードＬＤおよびワイヤＢＷ
を省略しているが、これらの構成は前記実施の形態１の図９と同じである。
【００７８】
　この変形例１では、チップＣＰ１，ＣＰ２において、コイルＣＬ１，ＣＬ２が配置され
た最上の配線層の直下の配線層（１つ下位の配線層）に、シールドパターン（第１シール
ドパターン、第２シールドパターン）ＳＤ１，ＳＤ２が配置されている。シールドパター
ンＳＤ１，ＳＤ２は、同じの配線層の配線Ｗと同一形成工程時に同一材料で形成されてい
る。シールドパターンＳＤ１，ＳＤ２は、例えば、平面視でコイルＣＬ１，ＣＬ２を覆う
ようにベタパターンで形成されている。このようなシールドパターンＳＤ１，ＳＤ２を設
けたことにより、コイルＣＬ１，ＣＬ２と直下の配線層の配線Ｗとの寄生容量を小さくす
ることができるので、コイルＣＬ１，ＣＬ２（アイソレータＩＳ１，ＩＳ２（図７参照）
）の回路特性を安定化させることができる。なお、回路特性としては、信号伝達速度やノ
イズ耐性を例示できる。
【００７９】
　また、シールドパターンＳＤ１，ＳＤ２は、配線Ｗを通じて基準電位（例えば、グラン
ドＧＮＤで、０Ｖ）に電気的に接続されている。シールドパターンＳＤ１，ＳＤ２は、フ
ローティング状態でもコイルＣＬ１，ＣＬ２の回路特性を向上させることができるが、基
準電位と電気的に接続されることで、コイルＣＬ１，ＣＬ２（アイソレータＩＳ１，ＩＳ
２）の回路特性をさらに安定化させることができる。
【００８０】
　また、シールドパターンＳＤ１，ＳＤ２の平面視での範囲はコイルＣＬ１，ＣＬ２の直
径より大きい。シールドパターンＳＤ１，ＳＤ２の平面視での範囲をコイルＣＬ１，ＣＬ
２の直径と同じにしても良いが、コイルＣＬ１，ＣＬ２の外周端部より外方に数十μｍ程
度の長さＸだけ大きくすることで、コイルＣＬ１，ＣＬ２（アイソレータＩＳ１，ＩＳ２
）の回路特性をより一層安定化させることができる。これ以外の構成および効果は前記実
施の形態１と同じである。
【００８１】
　なお、シールドパターンは一方のチップのみに設けても良い。すなわち、一方のチップ
にはシールドパターンを設け、他方のチップにはシールドパターンを設けないようにして
も良い。
【００８２】
　＜実施の形態１の変形例２＞
　次に、実施の形態１の変形例２のチップＣＰ１，ＣＰ２の構成例について図２２を参照
して説明する。図２２は変形例２の半導体装置を構成する２個のチップの概略断面図であ
る。図２２では、図１２と同様に、封止体ＭＢ、リードＬＤおよびワイヤＢＷを省略して
いるが、これらの構成は前記実施の形態１の図９と同じである。
【００８３】
　この変形例２では、チップＣＰ１，ＣＰ２において、コイルＣＬ１，ＣＬ２が配置され
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た最上配線層の直下の配線層（１つ下位の配線層）に、配線禁止領域（第１配線禁止領域
、第２配線禁止領域）ＰＡ１，ＰＡ２が配置されている。配線禁止領域ＰＡ１，ＰＡ２は
、平面視でコイルＣＬ１，ＣＬ２の全域を覆うように配置されている。この配線禁止領域
ＰＡ１，ＰＡ２には、回路を構成する配線Ｗが配置されていない。なお、配線禁止領域Ｐ
Ａ１，ＰＡ２が配置された配線層においてもコイルＣＬ１，ＣＬ２と平面視で重ならない
領域には配線Ｗが配置されている。
【００８４】
　このような配線禁止領域ＰＡ１，ＰＡ２を設けたことにより、コイルＣＬ１，ＣＬ２の
１つ下位の配線層に配線Ｗがある場合に比べて、コイルＣＬ１，ＣＬ２とそれらの直下の
配線層の配線Ｗとの距離を長くすることができる。配線容量は、配線間距離に反比例する
ことが分かっているので、コイルＣＬ１，ＣＬ２とそれらより下位の配線層の配線Ｗとの
距離を長くすることで、コイルＣＬ１，ＣＬ２とそれらより下位の配線層の配線Ｗとの配
線容量を低減できる。したがって、コイルＣＬ１，ＣＬ２（アイソレータＩＳ１，ＩＳ２
）の回路特性を安定化させることができる。
【００８５】
　ここで、図２３は多層配線層の配線構造のいくつかのモデルを示している。ここでは６
層の配線層を例示している。６層目は最上配線層で配線Ｗｍが配置されている。モデルＭ
Ｄ５は、最上配線層の配線Ｗｍの直下の配線層（１つ下位の配線層）に配線Ｗ５がある場
合を示している。モデルＭＤ６は、最上配線層の配線Ｗｍの１つ下位の配線層（５層目）
に配線が無く、２つ下位の配線層（４層目）に配線Ｗ４がある場合を示している。モデル
ＭＤ７は、４層目および５層目の配線層に配線が無く、３層目に配線Ｗ３がある場合を示
している。また、モデルＭＤ８は、３層目～５層目の配線層に配線が無く、２層目に配線
Ｗ２がある場合を示し、モデルＭＤ９は、２層目～５層目の配線層に配線が無く、１層目
に配線Ｗ１がある場合を示している。
【００８６】
　図２４は図２３の各モデルＭＤ５～ＭＤ９の配線容量のシミュレーション結果を示して
いる。縦軸は配線容量Ｃｗを示している。この図２４からモデルＭＤ５（最上配線層の配
線Ｗｍの１つ下位の配線層に配線Ｗ５がある場合）は配線容量が著しく大きいことが分か
る。これに比べて、モデルＭＤ６～ＭＤ９（最上配線層の配線Ｗｍの１つ下位の配線層に
配線が無い場合）は、配線容量に大きな違いが無いことが分かる。すなわち、対象の配線
Ｗｍの１つ下位の配線層の配線を無くせば配線容量が小さくなることが分かる。したがっ
て、コイルＣＬ１，ＣＬ２の１つ下位の配線層の配線のみを無くすことでコイルＣＬ１，
ＣＬ２と配線Ｗとの配線容量を低減できる上、コイルＣＬ１，ＣＬ２の各々の２つ下位以
降の配線層に配線Ｗを配置して回路を形成することができる。
【００８７】
　また、配線禁止領域ＰＡ１，ＰＡ２の平面視での範囲はコイルＣＬ１，ＣＬ２の直径よ
り大きい。配線禁止領域ＰＡ１，ＰＡ２の平面視での範囲をコイルＣＬ１，ＣＬ２の直径
と同じにしても良いが、コイルＣＬ１，ＣＬ２の外周端部より外方に数十μｍ程度の長さ
Ｘだけ大きくすることで、コイルＣＬ１，ＣＬ２（アイソレータＩＳ１，ＩＳ２）の回路
特性をより一層安定化させることができる。これ以外の構成および効果は前記実施の形態
１と同じである。
【００８８】
　なお、配線禁止領域は一方のチップのみに設けても良い。すなわち、一方のチップには
配線禁止領域を設け、他方のチップには配線禁止領域を設けないようにしても良い。また
、変形例１，２を組み合わせることもできる。すなわち、一方のチップにシールドパター
ンを設け、他方のチップに配線禁止領域を配置することもできる。
【００８９】
　（実施の形態２）
　図２５は本実施の形態２の半導体装置を用いた電子装置の他の例の回路図である。
【００９０】
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　図２５に示す電子装置ＥＬＤでは、チップＣＰ３の内部（多層配線層）にアイソレータ
ＩＳ１が設けられ、チップＣＰ４の内部（多層配線層）にアイソレータＩＳ２が設けられ
ている。それ以外は、図７と同じである。なお、ここでは、各々のチップＣＰ３，ＣＰ４
を半導体装置とみなすことができる。
【００９１】
　次に、図２６は本実施の形態２のパッケージの断面図である。なお、図２６では図面を
見易くするため、封止体ＭＢのハッチングを省略した。
【００９２】
　本実施の形態２では、パッケージＰＫＧの封止体ＭＢ内のチップＣＰ３，ＣＰ４が積み
重ねられておらず、同一面内に並んだ状態で配置されている。すなわち、チップＣＰ３，
ＣＰ４は、その各々の半導体基板ＳＢ３，ＳＢ４の主面（第５面）を上に向け、かつ、そ
の各々の半導体基板ＳＢ３，ＳＢ４の主面の反対側の裏面（第６面）をダイパッドＤＰ１
，ＤＰ２に向けた状態で、ダイパッドＤＰ１，ＤＰ２上にダイボンド材（図示せず）を介
して搭載されている。チップＣＰ３，ＣＰ４の各々の回路同士はワイヤＢＷを通じて電気
的に接続されている。これ以外の構成は、図９と同じである。
【００９３】
　次に、図２７は本実施の形態２の半導体装置を構成するチップの概略断面図である。な
お、ここでは、チップＣＰ３，ＣＰ４のアイソレータの構造は同じなので、チップＣＰ３
の構造を説明する。
【００９４】
　本実施の形態２では、半導体基板ＳＢ３の主面（第５面）上に多層配線層ＷＬ３が設け
られている。この多層配線層ＷＬ３は、例えば、上記と同様の多層配線層ＷＬ１と、その
上位の再配線層ＲＷＬとを有している。
【００９５】
　ここでは、例えば、多層配線層ＷＬ１の第３配線層に、アイソレータＩＳ１の一次側の
コイル（第３コイル）ＣＬ１が形成されている。このため、コイルＣＬ１は、第３配線層
の配線Ｗと同一形成工程時に同一材料で形成されている。これ以外のコイルＣＬ１の構成
は前記実施の形態１と同じである。
【００９６】
　また、多層配線層ＷＬ１において第４配線層には、第４配線層の配線Ｗの一部であるパ
ッドＰＤ１が形成されている。そして、多層配線層ＷＬ１の絶縁膜ＩＦ上には、パッドＰ
Ｄ１等を覆うように表面保護膜ＰＦ１が形成されており、この表面保護膜ＰＦ１上に、再
配線層ＲＷＬが形成されている。すなわち、表面保護膜ＰＦ１上に、絶縁膜ＬＦを介して
再配線ＲＷが形成されている
　絶縁膜ＬＦは、例えば、ポリイミド（polyimide）膜からなる。ポリイミド膜は、繰り
返し単位にイミド結合を含む高分子であり、有機絶縁膜の一種である。絶縁膜ＬＦとして
は、ポリイミド膜の他に、エポキシ系、ＰＢＯ系、アクリル系、ＷＲＰ系の樹脂等、他の
有機絶縁膜を用いることもできる。ポリイミド系樹脂は、２００℃以上の高耐熱が求めら
れるデバイスに好適に使用される有機樹脂であるが、材料の熱膨張係数や延性等の機械的
強度、キュア温度等に応じて使い分けることができる。
【００９７】
　再配線ＲＷは、パッドＰＤ１をチップＣＰ３の所望の領域まで引き出す配線である。す
なわち、再配線ＲＷの一端側は、絶縁膜ＬＦおよび表面保護膜ＰＦ１に穿孔された開口部
ＫＡ１を通じて、パッドＰＤ１と接合されている。一方、再配線ＲＷの他端側は、パッド
ＰＤ１と平面視で重ならない所望の領域まで延在している。再配線ＲＷは、例えば、下地
金属膜上に、銅等のような金属膜が積層されることで構成されている。下地金属膜は、例
えば、ニッケル（Ｎｉ）膜と該ニッケル（Ｎｉ）膜上の金（Ａｕ）膜との積層膜からなる
。本実施の形態２では再配線層ＲＷＬが最上配線層になる。
【００９８】
　また、本実施の形態２では、パッドＰＤ１や再配線ＲＷの配置領域から離れた位置（す
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なわち、平面視で重ならない位置）にコイル領域ＣＬＲが配置されている。そして、この
コイル領域ＣＬＲにおいて再配線層ＲＷＬには、アイソレータＩＳ１の二次側のコイル（
第４コイル）ＣＬ２が形成されている。このコイルＣＬ２の導体パターンＣＬＰ２は、再
配線ＲＷと同一形成工程時に同一材料で形成されている。これ以外のコイルＣＬ２の構成
は前記実施の形態１と同じである。
【００９９】
　また、再配線層ＲＷＬのコイルＣＬ２は、前記実施の形態１と同様に、多層配線層ＷＬ
１のコイルＣＬ１に対向した状態で配置されている。ただし、コイルＣＬ１，ＣＬ２は、
前記実施の形態１と異なり、同じチップＣＰ３の異なる配線層に形成されている。すなわ
ち、コイルＣＬ１，ＣＬ２の間には、チップＣＰ３内の複数の絶縁膜が介在されている。
なお、前記実施の形態１と同様に、コイルＣＬ１，ＣＬ２同士は絶縁膜で絶縁されている
が、アイソレータＩＳ１の動作時に磁気的に結合されるようになっている。
【０１００】
　ここで、上記のようにアイソレータでは、一次コイルと二次コイルとの間に、大きな電
位差が発生する場合があるので、一次コイルと二次コイルとの間の絶縁耐圧をできるだけ
高くしておくことが重要である。特に、同一チップ内にアイソレータ（すなわち、一次コ
イルと二次コイル）を形成する場合は、チップ自体の薄型化が進む傾向にあるので、一次
コイルと二次コイルとの間の絶縁膜の厚さを確保するのが難しく、一次コイルと二次コイ
ルとの間の絶縁耐圧を確保するための工夫が必要である。
【０１０１】
　そこで、本実施の形態２では、二次側のコイルＣＬ２を再配線層ＲＷＬに形成すること
で、コイルＣＬ１，ＣＬ２の間の絶縁耐圧を確保できるようにしている。すなわち、本実
施の形態２では、コイルＣＬ１，ＣＬ２の間に、絶縁膜ＩＦの一部（第３配線層の配線Ｗ
を覆う酸化シリコン膜）と、表面保護膜ＰＦ１（酸化シリコン膜と窒化シリコン膜との積
層膜）と、絶縁膜ＬＦ（ポリイミド膜等のような樹脂膜）との積層絶縁膜（第２絶縁膜）
が介在されている。これにより、コイルＣＬ１，ＣＬ２の間の距離を確保できる上、コイ
ルＣＬ１，ＣＬ２間に耐性の高い絶縁膜（ポリイミド膜等のような樹脂膜）を介在させる
ことができるので、コイルＣＬ１，ＣＬ２間の絶縁耐圧を確保できる。
【０１０２】
　また、本実施の形態２でも、コイルＣＬ１，ＣＬ２が配置されたコイル領域ＣＬＲと、
回路領域ＣＡＲ（図９および図１０等参照）の一部（領域ＣＡＲ１）とが平面視で重なっ
ている。これにより、前記実施の形態１と同様に、チップＣＰ３のサイズを小さくするこ
とができる。
【０１０３】
　絶縁膜ＬＦ上には、再配線ＲＷおよびコイルＣＬ２を覆うように、絶縁性の表面保護膜
ＰＦ３が形成されている。この表面保護膜ＰＦ３により、再配線ＲＷおよびコイルＣＬ２
が保護されている。この表面保護膜ＰＦ３が、チップＣＰ３の最表面の膜となる。表面保
護膜ＰＦ３としては、樹脂膜が好ましく、例えば、ポリイミド膜を好適に用いることがで
きる。
【０１０４】
　この表面保護膜ＰＦ３の一部には、開口部ＫＡ３が形成されており、その開口部ＫＡ３
から再配線ＲＷの表面の一部（パッドＰＤ１から離れた側の表面の一部）が露出されてい
る。この開口部ＫＡ３から露出される再配線ＲＷの一部がパッドＰＤ３になっている。こ
のパッドＰＤ３にワイヤＢＷの一端が接合される。なお、表面保護膜ＰＦ３は、省略もで
きるが、表面保護膜ＰＦ３を設けることにより、再配線ＲＷとコイルＣＬ２とを表面保護
膜ＰＦ３で保護できるため、信頼性を向上させることができる上、チップＣＰ３の取扱い
を容易にすることができる。
【０１０５】
　本実施の形態２の場合も、前記実施の形態１の変形例１と同様に、チップＣＰ３，ＣＰ
４の多層配線層ＷＬ１，ＷＬ２の一次側のコイルＣＬ１の１つ下位の配線層にシールドパ
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ターンを設けても良い。また、本実施の形態２の場合も、前記実施の形態１の変形例２と
同様に、チップＣＰ３，ＣＰ４の多層配線層ＷＬ１，ＷＬ２の一次側のコイルＣＬ１の１
つ下位の配線層に配線禁止領域を設けても良い。
【０１０６】
　以上、本発明者によってなされた発明をその実施の形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
更可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１０７】
　ＥＬＤ　電子装置
　ＰＫＧ　パッケージ
　ＣＰ１，ＣＰ２　半導体チップ
　ＣＣ　制御回路
　ＴＸ１　送信回路
　ＲＸ２　受信回路
　ＩＳ１，ＩＳ２　アイソレータ
　ＣＬ１，ＣＬ１ａ，ＣＬ１ｂ，ＣＬ２，ＣＬ２ａ，ＣＬ２ｂ　コイル
　ＣＬＰ１，ＣＬＰ２　導体パターン
　ＩＳＦ，ＩＳＦ１，ＩＳＦ２　絶縁フィルム
　ＤＰ１，ＤＰ２　ダイパッド
　ＬＤ，ＬＤ１，ＬＤ２　リード
　ＢＷ　ボンディングワイヤ
　ＭＢ　封止体
　ＳＢ１，ＳＢ２　半導体基板
　ＰＤ１，ＰＤ２，ＰＤ３　ボンディングパッド
　ＣＡＲ，ＣＢＲ　回路領域
　ＣＡＲ１，ＣＢＲ１　領域
　Ｔｐ　ｐチャネル型の電界効果トランジスタ
　Ｔｎ　ｎチャネル型の電界効果トランジスタ
　ＷＬ１，ＷＬ２　多層配線層
　Ｗ　配線
　Ｗｐ　プラグ
　Ｗｖ　ビア部
　ＲＷＬ　再配線層
　ＲＷ　再配線
　ＩＦ　絶縁膜
　ＰＦ１，ＰＦ２，ＰＦ３　表面保護膜
　ＳＤ１，ＳＤ２　シールドパターン
　ＰＡ１，ＰＡ２　配線禁止領域
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