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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ダイアセンブリであって、
　第１の半導体ダイと、
　前記第１の半導体ダイを担う第２の半導体ダイであって、当該第２の半導体ダイが、前
記第１の半導体ダイの少なくとも一方側を超えて外側へ横に延びる周辺部分を有し、前記
第１の半導体ダイが、当該第２の半導体ダイからの第１の熱経路を画定する、第２の半導
体ダイと、
　前記第２の半導体ダイの前記周辺部分に接続された熱伝達材料であって、当該熱伝達材
料が、前記第２の半導体ダイから熱を伝達する第２の熱経路を画定するように構成され、
前記第２の熱経路が、前記第１の半導体ダイ側面から分離され、おおむね前記第２の半導
体ダイの面に平行な方向に延在する、熱伝達材料と、
　前記熱伝達材料の周辺部に接続された熱伝導性ケーシングであって、前記熱伝達材料か
ら熱伝導する熱伝導性ケーシングと、
　を備える、半導体ダイアセンブリ。
【請求項２】
　前記第１の半導体ダイは、積層された複数のメモリダイの１つであり、
　前記第２の半導体ダイは、ロジックダイであり、
　前記複数のメモリダイは、当該複数のメモリダイを貫通して延在する複数の基板貫通電
極（ＴＳＶ）、および当該複数のメモリダイと前記ロジックダイとの間の複数の導電性材
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料によって、互いに、また、前記ロジックダイに電気的に結合され、
　当該半導体ダイアセンブリが、
　前記積層上の第２の熱伝達材料と、
　第１の側と、前記第１の側の反対側の第２の側とを有するパッケージ基板であって、前
記ロジックダイが、前記第１の側における当該パッケージ基板に電気的に結合され、当該
パッケージ基板が、前記第２の側で電気的コネクタを含む、パッケージ基板と、を更に備
える、請求項１に記載の半導体ダイアセンブリ。
【請求項３】
　前記熱伝達材料は、半加工シリコン、熱界面材料、および熱伝導性フィラーを添加した
シリコンの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の半導体ダイアセンブリ。
【請求項４】
　前記第１の半導体ダイは、積層された複数のメモリダイの１つであり、
　前記第２の半導体ダイは、ロジックダイであり、
　前記第２の熱経路は、前記複数のメモリダイから離れている、請求項１に記載の半導体
ダイアセンブリ。
【請求項５】
　前記第１の半導体ダイは、前記第２の半導体ダイ上に積層された複数の第１の半導体ダ
イの１つであり、前記熱伝導性ケーシングは、前記第２の半導体ダイから最も遠くに間隔
を置かれた前記第１の半導体ダイに近接した第２の熱伝達材料と熱接触している、請求項
１に記載の半導体ダイアセンブリ。
【請求項６】
　前記熱伝導性ケーシングは、前記第１および第２の半導体ダイを収容するように構成さ
れた空洞と、前記空洞内の少なくとも１つの熱伝導性部材と、を含み、前記熱伝導性部材
が前記熱伝達材料と熱接触している、請求項１に記載の半導体ダイアセンブリ。
【請求項７】
　前記熱伝導性ケーシングは、前記第１および第２の半導体ダイを収容するように構成さ
れた空洞と、前記空洞の中に横に延びるフランジと、を含み、前記フランジは、前記周辺
部分で前記熱伝達材料に熱的に結合されている、請求項１に記載の半導体ダイアセンブリ
。
【請求項８】
　半導体ダイアセンブリであって、
　第１の設置面積を有する少なくとも１つのメモリダイと、
　前記メモリダイを担うロジックダイであって、当該ロジックダイが、前記第１の設置面
積を超えて周辺部分を含むように、当該ロジックダイは、前記第１の設置面積よりも大き
な第２の設置面積を有する、ロジックダイと、
　前記ロジックダイの前記周辺部分と接続された熱伝達材料であって、前記メモリダイが
第１の熱経路を画定し、前記熱伝達材料が、前記ロジックダイにおいて前記第１の熱経路
から熱的に隔離された第２の熱経路を画定し、前記第２の熱経路は、おおむね前記ロジッ
クダイの面に平行な方向に延在する、熱伝達材料と、
　前記熱伝達材料の周辺部に接続される熱伝導性ケーシングであって、前記熱伝達材料か
ら熱伝導する熱伝導性ケーシングと、を備える、半導体ダイアセンブリ。
【請求項９】
　前記メモリダイは、積層において共に電気的に結合された複数のメモリダイの１つであ
る、請求項８に記載の半導体ダイアセンブリ。
【請求項１０】
　第１の半導体ダイと、
　前記第１の半導体ダイを担う第２の半導体ダイであって、当該第２の半導体ダイが、前
記第１の半導体ダイの少なくとも一方側を超えて外側へ横に延びる周辺部分を有する、第
２の半導体ダイと、
　キャップ部分と外部部分とを含む熱伝導性ケーシングであって、前記キャップ部分は、
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前記第１、第２の半導体ダイの上方にて横方向に延在し、前記外部部分は、前記第２の半
導体ダイから横方向に分離され、前記キャップ部分は前記外部部分によって担われる、熱
伝導性ケーシングと、
　前記第２の半導体ダイの前記周辺部分と、前記熱伝導性ケーシングの外部部分と、それ
ぞれに接する、熱伝導性材料であって、当該熱伝導性材料は、前記第１の半導体ダイ側面
からは分離されている熱伝導性材料と、を含む半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１の半導体ダイは、積層された複数のメモリダイの１つであり、
　前記第２の半導体ダイは、ロジックダイであり、
　前記複数のメモリダイは、当該複数のメモリダイを貫通して延在する複数の基板貫通電
極（ＴＳＶ）、および当該複数のメモリダイと前記ロジックダイとの間の複数の導電性材
料によって、互いに、また、前記ロジックダイに電気的に結合される、請求項１０に記載
の半導体装置。
【請求項１２】
　前記複数のメモリダイのうちの前記ロジックダイから最も遠くに間隔を置かれたメモリ
ダイは、前記熱伝導性ケーシングの前記キャップ部分の下面と、第２の熱伝導性材料を介
して接続されている、請求項１１に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示される実施形態は、半導体ダイアセンブリに関するものである。特に、本技術は、
複数の熱経路を備える積み重ねられた半導体ダイアセンブリ、ならびに関連するシステム
および方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　メモリチップ、マイクロプロセッサチップ、および撮像チップを含むパッケージ化され
た半導体ダイは、典型的には、基板上に搭載された半導体ダイであって、プラスチック保
護カバーに包まれた半導体ダイを含む。ダイは、機能的特徴、例えば、メモリセル、プロ
セッサ回路、および撮像デバイスなど、ならびに機能的特徴に電気的に接続された接着パ
ッドを含む。接着パッドは、ダイがより高レベル回路に接続されることを可能にするため
に、保護カバーの外側で端子に電気的に接続され得る。
【０００３】
　市場の圧力は、電子デバイスの空間制約内に収まるようにダイパッケージのサイズを減
らすことを半導体製造業者に絶えず駆り立てており、一方ではまた、動作パラメータに合
うように各パッケージの機能的能力を増やすように彼らに圧力をかけている。パッケージ
によって覆われる表面積（すなわち、パッケージの「設置面積」）を実質的に増やすこと
無く、半導体パッケージの処理能力を高めるための１つのアプローチは、単一パッケージ
において互いの頂部上に複数の半導体ダイを垂直に積み重ねることである。そのように垂
直に積み重ねられたパッケージにおけるダイは、シリコン貫通電極（ＴＳＶ）を使用して
個々のダイの接着パッドを隣接ダイの接着パッドと電気的に結合することによって相互に
接続され得る。
【０００４】
　垂直に積み重ねられたダイパッケージと関連付けられる困難は、個々のダイによって生
成される熱が、個々のダイ、それらの間の接合部、および全体としてパッケージの動作温
度を組み合わせて増加させることである。これは、積み重ねられたダイが、特にパッケー
ジにおけるダイの密度が増えるにつれて、それらの最大動作温度（Ｔｍａｘ）を上回る温
度に達することをもたらす可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本技術の実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリの断面図である。
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【図２Ａ】複数の熱経路の無い、ハイブリッドメモリキューブアセンブリの温度プロファ
イルを例示する概略部分側面図である。
【図２Ｂ】本技術の実施形態に従って構成されたハイブリッドメモリキューブアセンブリ
の温度プロファイルを例示する概略部分側面図である。
【図３】本技術の他の実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリの断面図である
。
【図４】本技術の更なる実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリの部分概略断
面図である。
【図５】本技術のなお更なる実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリの部分概
略断面図である。
【図６】本技術の追加的実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリの部分概略断
面図である。
【図７】本技術の他の実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリの部分概略断面
図である。
【図８】本技術の実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリを含むシステムの概
略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　複数の熱経路を備える積み重ねられた半導体ダイアセンブリ、ならびに関連するシステ
ムおよび方法のいくつかの実施形態の具体的な詳細が、以下に記載される。用語「半導体
ダイ」は、一般に、集積回路もしくは構成要素、データ記憶素子、処理構成要素、および
／または半導体基板上に製造される他の特徴を有するダイのことを言う。例えば、半導体
ダイは、集積回路メモリおよび／または論理回路を含むことができる。半導体ダイおよび
／または半導体ダイパッケージにおける他の特徴は、２つの構造が熱を通してエネルギー
を交換することができる場合に、互いに「熱接触」していると言うことができる。当業者
はまた、本技術が追加の実施形態を有し得ることと、その技術が図１～図８を参照にして
以下に記載される実施形態の詳細のいくつかを用いることなく実施され得ることと、を理
解するであろう。
【０００７】
　本明細書において使用される際、用語「垂直に」、「横に」、「上部」および「下部」
は、図面に示される方位に照らして半導体ダイアセンブリにおける特徴の相対方向または
位置のことを言うことができる。例えば、「上部」または「最上部」は、別の特徴よりも
ページの頂部により近く位置付けられた特徴のことを言うことができる。しかしながら、
これらの用語は、他の方位付けを有する半導体デバイスを含むように広く解釈されるべき
である。
【０００８】
　図１は、本技術の実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリ１００（「アセン
ブリ１００」）の断面図である。アセンブリ１００は、第２の半導体ダイ１０６上の積み
重ね（積層）１０４で配列され、パッケージ基板１３０によって担われる１つまたは複数
の第１の半導体ダイ１０２を含むことができる。図１に示されるように、第２の半導体ダ
イ１０６は、積み重ねられた（積層された）第１の半導体ダイ１０２よりも大きな設置面
積を有し得る。従って、第２の半導体ダイ１０６は、第１の半導体ダイ１０２の少なくと
も片側を超えて（例えば、第１の半導体ダイ１０２の長さおよび／または幅を超えて）外
側へ横に延びる周辺部分１０８を含む。アセンブリ１００は、第２の半導体ダイ１０６の
周辺部分１０８における第１の熱伝達特徴（第１の熱伝達材料）１１０ａと、第１の半導
体ダイ１０２と重ね合わされたオプションの第２の熱伝達特徴（第２の熱伝達材料）１１
０ｂと、を更に含むことができる。動作の間、熱エネルギーは、（例えば、矢印Ｔ１によ
って例示されたような）第１の熱経路経由で第１の半導体ダイ１０２を通って、また、第
１の熱経路Ｔ１から分離された（例えば、矢印Ｔ２によって例示された）第２の熱経路経
由で第１の熱伝達特徴１１０ａを通って、第２の半導体ダイ１０６から離れて流れること
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ができる。従って、図１に示された実施形態の第２の熱経路Ｔ２は、第１の半導体ダイ１
０２の周辺端部から離れて横に間隔を置かれている。
【０００９】
　第１の半導体ダイ１０２および第２の半導体ダイ１０６（「ダイ１０２、１０６」とし
て集合的に呼ばれる）は、様々な種類の半導体構成要素や機能的特徴、例えば、動的ラン
ダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、フラッシ
ュメモリ、集積回路メモリの他の形態、処理回路、画像化構成要素、および／または他の
半導体特徴などを含むことができる。種々の実施形態では、例えば、アセンブリ１００は
、ハイブリッドメモリキューブ（ＨＭＣ）として構成され得、そのＨＭＣでは、積み重ね
られた第１の半導体ダイ１０２は、データ記憶を提供するＤＲＡＭダイまたは他のメモリ
ダイであり、第２の半導体ダイ１０６は、ＨＭＣ内でメモリ制御（例えば、ＤＲＡＭ制御
）を提供する高速論理ダイである。他の実施形態では、第１の半導体ダイ１０２および第
２の半導体ダイ１０６は、他の半導体構成要素を含み得、ならびに／または積み重ね１０
４における個々の第１の半導体ダイ１０２の半導体構成要素は、異なってもよい。
【００１０】
　ダイ１０２、１０６は、矩形、円形、および／または他の適切な形状とすることができ
、また、種々の異なる寸法を有してもよい。例えば、個々の第１の半導体ダイ１０２は、
約１０～１１ｍｍ（例えば、１０．７ｍｍ）の長さＬ１と、約８～９ｍｍ（例えば、８．
６ｍｍ、８．７ｍｍ）の幅と、をそれぞれ有することができる。第２の半導体ダイ１０６
は、約１２～１３ｍｍ（例えば、１２．６７ｍｍ）の長さＬ２と、約８～９ｍｍ（例えば
、８．５ｍｍ、８．６ｍｍなど）の幅と、を有することができる。他の実施形態では、第
１の半導体ダイ１０２および第２の半導体ダイ１０６は、他の適切な寸法を有することが
でき、ならびに／または個々の第１の半導体ダイ１０２は、互いに異なる寸法を有しても
よい。
【００１１】
　第２の半導体ダイ１０６の（「縁（ｐｏｒｃｈ）」または「棚（ｓｈｅｌｆ）」として
当業者に知られる）周辺部分１０８は、第１の半導体ダイ１０２および第２の半導体ダイ
１０６と、第２の半導体ダイ１０６の前向きの表面１１２上の積み重ね１０４の位置との
相対寸法によって画定され得る。図１に例示された実施形態では、積み重ね１０４は、周
辺部分１０８が、積み重ね１０４の２つの反対側を超えて横に延びるように、第２の半導
体ダイ１０６の長さＬ２に対して中心を置かれる。例えば、第２の半導体ダイ１０６の長
さＬ２が、第１の半導体ダイ１０２の長さＬ１よりも約１．０ｍｍ大きい場合、周辺部分
１０８は、中心に置かれた第１の半導体ダイ１０２の両側を約０．５ｍｍ超えて延びるこ
とになる。積み重ね１０４はまた、第２の半導体ダイ１０６の幅に対して中心を置かれ得
、第２の半導体ダイ１０６の幅と長さの両方が、中心を置かれた積み重ね１０４の幅と長
さよりも大きい実施形態では、周辺部分１０８は、第１の半導体ダイ１０２の周辺全体の
周りに延び得る。他の実施形態では、積み重ね１０４は、第２の半導体ダイ１０６の前向
きの表面１１２に対してオフセットされ得、ならびに／または第２の半導体ダイ１０６の
周辺部分１０８は、積み重ね１０４の周辺全部よりも少なく周りに延び得る。更なる実施
形態では、第１の半導体ダイ１０２および第２の半導体ダイ１０６は、円形とすることが
でき、従って、第１の半導体ダイ１０２および第２の半導体ダイ１０６の相対直径は、周
辺部分１０８を画定する。
【００１２】
　図１に示されるように、第１の半導体ダイ１０２は、積み重ね１０４において互いに、
また、下にある第２の半導体ダイ１０６に、隣接ダイ１０２と１０６との間に位置付けら
れた複数の導電性素子１１４によって、電気的に結合され得る。図１に示される積み重ね
１０４は、共に電気的に結合された８個の第１の半導体ダイ１０２を含むが、他の実施形
態では、積み重ね１０４は、８個よりも少ないダイ（例えば、３個のダイ、４個のダイな
ど）または８個以上のダイ（例えば、１０個のダイ、１２個のダイなど）を含むことがで
きる。導電性素子１１４は、種々の適切な構造、例えば、ピラー、柱、スタッド、バンプ
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などを有することができ、また、銅、ニッケル、半田（例えば、ＳｎＡｇをベースにした
半田）、導体が充填されたエポキシ、および／または他の導電性材料から作られ得る。選
択された実施形態では、例えば、導電性素子１１４は銅ピラーとすることができるのに対
して、他の実施形態では、導電性素子１１４は、より複雑な構造、例えば窒化物上のバン
プ構造などを含むことができる。
【００１３】
　図１に更に示されるように、個々の第１の半導体ダイ１０２は、第１の半導体ダイ１０
２の反対側で電気的接続を提供するように対応する導電性素子１１４と一方または両方の
側上で整列された複数のＴＳＶ１１６をそれぞれ含むことができる。各ＴＳＶ１１６は、
個々の第１の半導体ダイ１０２を完全に通過する導電性材料（例えば、銅）と、ＴＳＶ１
１６をダイ１０２の残りから電気的に絶縁するために導電性材料を取り囲む電気絶縁性材
料と、を含むことができる。図１には示されないが、第２の半導体ダイ１０６はまた、第
２の半導体ダイ１０６を高レベル回路に電気的に結合するための複数のＴＳＶ１１６を含
むことができる。電気的通信を超えて、ＴＳＶ１１６および導電性素子１１４は熱導管と
して働くことができ、その熱導管を通して、熱は、（例えば、第１の熱経路Ｔ１を通して
）第１の半導体ダイ１０２および第２の半導体ダイ１０６から離れて伝達され得る。いく
つかの実施形態では、導電性素子１１４および／またはＴＳＶ１１６の寸法は、積み重ね
１０４の熱接触コンダクタンスを増大するために増やされ得る。例えば、個々の導電性素
子１１４は、ダイ１０２、１０６から離れた熱経路を増大するために、約１５～３０μｍ
または他の適切な寸法の直径をそれぞれ有することができる。他の実施形態では、第１の
半導体ダイ１０２は、積み重ね１０４を通る熱経路としても働き得る他の種類の電気的コ
ネクタ（例えば、ワイヤボンド）を使用して、互いに、また、第２の半導体ダイ１０６に
電気的に結合され得る。
【００１４】
　誘電性アンダーフィル材料１１８は、導電性素子１１４を電気的に絶縁するために、お
よび／または半導体ダイ１０２と半導体ダイ１０６との間の機械的な接続を増強するため
に、第１の半導体ダイ１０２と第２の半導体ダイ１０６の周りにおよび／または第１の半
導体ダイ１０２と第２の半導体ダイ１０６との間に堆積され得るか、そうではない場合に
は、形成され得る。アンダーフィル材料１１８は、非伝導性エポキシペースト（例えば、
日本、新潟のナミックス株式会社によって製造されたＸＳ８４４８‐１７１）、毛細アン
ダーフィル、非伝導性フィルム、成形アンダーフィルとすることができ、ならびに／また
は他の適切な電気絶縁性材料を含むことができる。いくつかの実施形態では、アンダーフ
ィル材料１１８は、積み重ね１０４を通る熱放散を増大するために、それの熱伝導率に基
づいて選択され得る。
【００１５】
　種々の実施形態では、アセンブリ１００はまた、導電性素子１１４間の隙間に位置付け
られた（破線で示される）複数の熱伝導性素子１２０を含み得る。個々の熱伝導性素子１
２０は、構造や組成が導電性素子１１４（例えば、銅ピラー）の構造や組成と少なくとも
概ね類似し得る。しかしながら、熱伝導性素子１２０は、ＴＳＶ１１６に電気的に結合さ
れず、従って、第１の半導体ダイ１０２間に電気的接続を提供しない。その代わりに、熱
伝導性素子１２０は、積み重ね１０４の全体的な熱伝導率を増加するように働き、それに
よって、（例えば、第１の熱経路Ｔ１に沿って）積み重ね１０４を通る熱伝達を容易にす
る。例えば、アセンブリ１００がＨＭＣとして構成される実施形態では、導電性素子１１
４間の熱伝導性素子１２０の追加が、数度（例えば、約６～７℃）だけＨＭＣの動作温度
を減らすことが示されている。
【００１６】
　図１に示されるように、パッケージ基板１３０は、ダイ１０２、１０６に外部電気的構
成要素（例えば、図示しない、高レベルパッケージング）への電気的接続を提供すること
ができる。例えば、パッケージ基板１３０は、半導体構成要素（例えば、ドープされたシ
リコンウェハもしくはヒ化ガリウムウェハ）、非伝導性構成要素（例えば、種々のセラミ
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ック基板、例えば酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）など）
、および／または伝導性部分（例えば、相互接続回路、ＴＳＶなど）を含むインターポー
ザーまたはプリント回路基板とすることができる。図１に例示された実施形態では、パッ
ケージ基板１３０は、第１の複数の電気的コネクタ１３４ａ経由でパッケージ基板１３０
の第１の側１３２ａで第２の半導体ダイ１０６に結合され、また、第２の複数の電気的コ
ネクタ１３４ｂ（集合的に「電気的コネクタ１３４」と呼ばれる）経由でパッケージ基板
１３０の第２の側１３２ｂで外部回路（図示しない）に電気的に結合される。電気的コネ
クタ１３４は、半田ボール、伝導性バンプおよびピラー、伝導性エポキシ、ならびに／ま
たは他の適切な導電性素子とすることができる。誘電性アンダーフィル（例えば、図示し
ない、ドイツ、デュッセルドルフのＨｅｎｋｅｌ社によって製造されたＦＰ４５８５）は
、第１の複数の電気的コネクタ１３４ａの機械的接続および電気的絶縁の増大のために第
２の半導体ダイ１０６とパッケージ基板１３０との間で間隔を置かれ得る。種々の実施形
態では、パッケージ基板１３０は、第２の半導体ダイ１０６の裏側における熱放散を増大
するために比較的高い熱伝導率を有する材料から作られ得る。
【００１７】
　上述したように、第１の熱伝達特徴１１０ａは、第２の熱経路Ｔ２に沿って熱を取り除
くために、第２の半導体ダイ１０６の周辺部分１０８に熱的に接触することができ、第２
の熱伝達特徴１１０ｂは、第１の熱経路Ｔ１に沿って熱を取り除くために、積み重ね１０
４における最上部ダイ１０２に熱的に接触することができる。図１に例示された実施形態
では、第１の熱伝達特徴１１０ａは、実質的に垂直な熱経路を画定するために、積み重ね
１０４における最も外側のダイ１０２の高さに概ね対応する高さまで周辺部分１０８から
垂直に延びるピラー状構造を有し、その熱経路から、熱は周辺部分１０８から取り除かれ
得る。図１に示されるように、アンダーフィル材料１１８および／または他の熱伝達可能
な材料は、（例えば、接着目的のために）第１の熱伝達特徴１１０ａと周辺部分１０８と
の間で間隔を置かれ得る。他の実施形態では、第１の熱伝達特徴１１０ａは、他の垂直熱
経路を画定するために、積み重ねられた第１の半導体ダイ１０２の高さに対してより低い
またはより高い高さに垂直に延びることができる。以下により詳細に記載されるように、
他の実施形態では、第１の熱伝達特徴１１０ａは異なる構成を有することができ、また、
周辺部分１０８から（すなわち、垂直に離れるよりもむしろ）外側へ横に熱を伝達する熱
経路を画定し得る。
【００１８】
　例示された実施形態では、第２の熱伝達特徴１１０ｂは、第２の半導体ダイ１０６（例
えば、積み重ね１０４における最上部ダイ１０２）から最も遠くに間隔を置かれた第１の
半導体ダイ１０２の前向きの表面１１１にわたって延びる。従って、第２の熱伝達特徴１
１０ｂは、積み重ね１０４から（例えば、導電性素子１１４およびＴＳＶ１１６を通して
）直接的に熱を吸収し、ダイ１０２、１０６から離れてその熱を伝達することができる。
他の実施形態では、第２の熱伝達素子１１０ｂは他の適切な構成を有することができ、な
らびに／または第１の熱伝達素子１１０ａおよび第２の熱伝達素子１１０ｂは、周辺部分
１０８上に、また、積み重ね１０４の上に形成された一体構造とすることができる。更な
る実施形態では、第２の熱伝達特徴１１０ａは省略され得る。
【００１９】
　熱伝達特徴１１０は、ダイ１０２、１０６から離れる熱の熱コンダクタンスを増やすた
めに、比較的高い熱伝導率を有する材料から作られ得る。例えば、第１の熱伝達特徴１１
０ａは、半加工シリコンから作られ得、その半加工シリコンは、温度に依存する熱伝導率
（例えば、２５℃で約１４９Ｗ／ｍ°Ｋおよび／または１００℃で約１０５Ｗ／ｍ°Ｋ）
を有することができる。他の実施形態では、第１および／または第２の熱伝達特徴１１０
は、「熱界面材料」または「ＴＩＭ」として当技術分野において知られるものから作られ
得、それは、（例えば、ダイ表面と熱散布部との間の）表面接合部で熱接触コンダクタン
スを増やすように設計される。ＴＩＭは、伝導性材料（例えば、カーボンナノチューブ、
半田材料、ダイヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）など）、ならびに相転移材料を添加さ
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れたシリコン系グリース、ゲル、または接着剤を含むことができる。いくつかの実施形態
では、例えば、第２の熱伝達特徴１１０ｂは、Ａｒｉｚｏｎａ、ＰｈｏｅｎｉｘのＳｈｉ
ｎ‐Ｅｔｓｕ　ＭｉｃｒｏＳｉ，Ｉｎｃ．によって製造された約３～４Ｗ／ｍ°Ｋの熱伝
導率を有するＸ‐２３‐７７７２‐４ＴＩＭから作られ得る。他の実施形態では、熱伝達
特徴１１０は、金属（例えば、銅）および／または他の適切な熱伝導性材料から作られ得
る。
【００２０】
　種々の実施形態では、熱伝達特徴１１０は、第２の半導体ダイ１０６の周辺部分１０８
に取り付けられ得るならびに／あるいは（例えば、熱伝達可能な接着剤、硬化などによっ
て）第１の半導体ダイ１０２と重ね合わされ得る予め形成された部材（例えば、パッド、
ピラー、および／または他の適切な構造）とすることができる。他の実施形態では、熱伝
達特徴１１０は、当業者に知られた形成方法、例えば化学気相蒸着（ＣＶＤ）や物理気相
蒸着（ＰＶＤ）などを使用して、周辺部分１０８の前向きの表面１１２上および／または
積み重ね１０４の前向きの表面１１１上に、堆積され得るか、そうではない場合には、形
成され得る。
【００２１】
　図１に示されるように、第１の熱伝達特徴１１０ａおよび第２の熱伝達特徴１１０ｂは
、第１の半導体ダイ１０２および第２の半導体ダイ１０６の周りに少なくとも部分的に延
びる熱伝導性ケーシング１２２（「ケーシング１２２」）に熱的に接触することができる
。ケーシング１２２は、パッケージ基板１３０上の第２の半導体ダイ１０６から離れて横
に間隔を置かれた外部部分１２４と、外部部分１２４によって担われるキャップ部分１２
６と、を含むことができる。例示された実施形態では、外部部分１２４およびキャップ部
分１２６は、垂直に延びる第１の熱伝達特徴１１０ａと第２の熱伝達特徴１１０ｂの両方
がキャップ部分１２６の下側に熱的に接触するように構成された凹部１３６を形成する。
しかしながら、他の実施形態では、ケーシング１２２および／または熱伝達特徴１１０は
、熱伝達特徴１１０がケーシング１２２の他の部分に熱的に接触するように他の適切な構
成を有することができる。
【００２２】
　ケーシング１２２は、第１の熱経路Ｔ１および第２の熱経路Ｔ２から熱を吸収し放散す
るための熱散布部として働くことができる。従って、ケーシング１２２は、熱伝導性材料
、例えば、ニッケル、銅、アルミニウム、高い熱伝導率を有するセラミック材料（例えば
、窒化アルミニウム）、および／または他の適切な熱伝導性材料から作られ得る。図１に
示されるように、外部部分１２４およびキャップ部分１２６は、接着剤１２８を使用して
共に、また、下にあるパッケージ基板１３０に接合され得る。接着剤１２８は、アンダー
フィル材料１１８、ＴＩＭ（例えば、熱伝達特徴１１０のために使用されるＴＩＭ）、別
の熱伝達可能な接着剤、および／または他の適切な接着材料と同じ材料であり得る。他の
実施形態では、ケーシング１２２は、一体化して形成され得、および／または他の適切な
断面形状を有することができる。種々の実施形態では、ケーシング１２２は、複数のフィ
ンを有するヒートシンク（図示しない）および／または熱放散を増大するための他の表面
増大構造を含み得る。
【００２３】
　図１に示されるアセンブリ１００のいくつかの実施形態は、アセンブリ１００における
個々のダイ１０２、１０６がそれらの設定最大温度（Ｔｍａｘ）以下にとどまるように、
それらの動作温度を低くする増強された熱的性質を提供することができる。従来の積み重
ねられた半導体ダイパッケージでは、半導体ダイによって生成された熱は、典型的には、
ダイの積み重ねによって提供された単一熱経路を通って分散される。従って、より大きな
下にある半導体ダイの周辺部分で生成された熱は、下にあるダイから離れて垂直に伝達さ
れる前に、ダイの積み重ねの方へ内側に横に移動するはずである。この延ばされた熱経路
は、周辺部分での熱の集中を結果としてもたらす。加えて、アセンブリ１００がＨＭＣと
して配列されるとき、より大きな下にある論理（ロジック）ダイは、典型的には、それの
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上方に積み重ねられたメモリダイよりもかなり高い出力レベル（例えば、０．６２８Ｗと
比べて５．２４Ｗ）で動作し、従って、論理ダイは、周辺部分に集中するかなりの量の熱
を生成する。論理ダイはまた、周辺部分でより高い出力密度を有し得、周辺部分における
熱の更なる集中と温度上昇を結果としてもたらす。
【００２４】
　図２Ａは、例えば、積み重ねられたメモリダイ２０２および下にある論理ダイ２０６を
備えるＨＭＣアセンブリ２００ａの温度プロファイルを例示する概略部分側面図である。
図２Ａに示されるように、熱エネルギーは、論理ダイ２０６の中間部分２３１の方へ内側
に横にまず延び、次いで、積み重ねられたメモリダイ２０２を通って垂直に延びる（矢印
Ｔによって例示された）熱経路に沿って論理ダイ２０６の周辺部分２０８から取り除かれ
る。動作の間、この単一熱経路および論理ダイ２０６の（特に周辺部分２０８での）高出
力密度は、周辺部分２０８に熱エネルギーを集中させる。図２Ａに例示された実施形態で
は、例えば、論理ダイ２０６の動作温度は、論理ダイ２０６の周辺部分２０８でそれの最
高の（例えば、１１３℃を上回る）ものにあり、論理ダイ２０６の最大動作温度（Ｔｍａ

ｘ）を超え得る。
【００２５】
　図１に示されるアセンブリ１００は、第２の半導体ダイ１０６の周辺部分１０８に追加
の熱経路を提供することによって、他の積み重ねられた半導体ダイパッケージの問題を避
けることが見込まれ、それによって、周辺部分１０８から直接的に離れる熱放散を促す。
図２Ｂは、例えば、本技術に従って構成されたＨＭＣアセンブリ２００ｂの温度プロファ
イルを例示する概略部分側面図である。図２Ｂに示されるように、積み重ねられたメモリ
ダイ２０２は、論理ダイ２０６の中間部分２３１から離れて垂直に熱を伝達する（矢印Ｔ

１によって示される）第１の熱経路を提供し、熱伝達特徴２１０は、論理ダイ２０６の周
辺部分２０８から離れて垂直に熱を伝達する積み重ねられたメモリダイ２０２から離れて
横に間隔を置かれた（矢印Ｔ２によって示される）第２の熱経路を提供する。論理ダイ２
０６で第１の熱経路Ｔ１から熱的に隔離される、分離した第２の熱経路Ｔ２の追加は、（
論理ダイ２０６の出力密度が最高であり得る）論理ダイ２０６の周辺部分２０８における
動作温度、全体として論理ダイ２０６および／または積み重ねられたメモリダイ２０２の
動作温度を、それらが、それらのそれぞれの最大動作温度（Ｔｍａｘ）より低く維持され
得るように、数度減らすことができる。図２Ｂに例示された実施形態では、例えば、第２
の熱経路Ｔ２の追加は、１１３℃以上（図２Ａ）から９３℃以下まで論理ダイ２０６の周
辺部分２０８における動作温度を低くし、１１３℃以上（図２Ａ）から１００℃以下まで
（そこで、中間部分２３１まで移動される）論理ダイ２０６によって見られる最大温度を
低くする。加えて、論理ダイ２０６にわたる全体的な温度変化（ΔＴ）はまた、（例えば
、約ΔＴ＝１９℃から約ΔＴ＝４．５℃まで）減少され得る。従って、論理ダイ２０６の
周辺部分２０８における熱伝達特徴２１０の追加は、許容可能範囲内および最大温度規定
以下に論理ダイ２０６の全体的な温度を減らすことができる。
【００２６】
　図３は、本技術の他の実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリ３００（「ア
センブリ３００」）の断面図である。アセンブリ３００は、図１を参照にして上記したア
センブリ１００の特徴に概ね類似した特徴を含むことができる。例えば、アセンブリ３０
０は、積み重ね３０４で配列された複数の第１の半導体ダイ３０２（例えば、メモリダイ
）と、パッケージ基板３３０によって担われるより大きな下にある第２の半導体ダイ３０
６（例えば、高速の論理ダイ）と、を含むことができる。例示された実施形態では、第１
の半導体ダイ３０２は、第２の半導体ダイ３０６の周辺部分３０８が第１の半導体ダイ３
０２の一方側（例えば、単一側）を超えて横に延びるように、第２の半導体ダイ３０６の
前向きの表面３１２上の長さに関してオフセットされている。熱伝達特徴３１０は、周辺
部分３０８から積み重ね３０４における最も外側のダイ３０２の高さに対応する高さまで
垂直に延びる。従って、アセンブリ３００は、積み重ね３０４によって提供された（矢印
Ｔ１によって示される）第１の熱経路と、熱伝達特徴３１０によって提供された（矢印Ｔ
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２によって示される）第２の熱経路と、を含むことができ、従って、熱が、第２の半導体
ダイ３０６の周辺部分３０８から離れて垂直に取り除かれることを可能にする。図３には
示されていないが、周辺部分３０８はまた、（一方側または両方側から）第１の半導体ダ
イ３０２の幅を超えて延び得、熱伝達特徴３１０は、その上に位置付けられる。
【００２７】
　図３に例示された実施形態では、アセンブリ３００は、（例えば、図１の接着剤１２８
に類似する）接着剤３２８によってパッケージ基板３３０に取り付けられた熱伝導性ケー
シング３２２（「ケーシング３２２」）を更に含む。第１の半導体ダイ３０２および第２
の半導体ダイ３０６を超えて延びるよりもむしろ、ケーシング３２２は、第１の半導体ダ
イ３０２および第２の半導体ダイ３０６から外側へ横に間隔を置かれた外部部分３２４で
あって、積み重ねられた半導体ダイ３０２、３０６の周辺の周りに延びる外部部分３２４
を含む。ケーシング３２２は、半導体ダイ３０２、３０６から横にまたは放射状に外側へ
、また、アセンブリ３００から離れて垂直に熱を放散するように構成され得る。他の実施
形態では、ケーシング３２２は、積み重ねられたダイ３０２、３０６から離れる熱エネル
ギー伝達を更に容易にするために、積み重ね３０４上に位置付けられ得る、熱伝導性キャ
ップ（例えば、図１のキャップ部分１２６）および／または第２の熱伝達特徴（例えば、
図１の第２の熱伝達特徴１１０ｂ）を含むことができる。
【００２８】
　図４は、本技術の更なる実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリ４００（「
アセンブリ４００」）の部分概略断面図である。アセンブリ４００は、図１および図３に
示されるアセンブリ１００、３００の特徴に概ね類似した特徴を含むことができる。例え
ば、アセンブリ４００は、（概略的に示された）第１の半導体ダイの積み重ね４０４、よ
り大きな下にある第２の半導体ダイ４０６、ならびに、積み重ね４０４および第２の半導
体ダイ４０６の周りに少なくとも部分的に延びる熱伝導性ケーシング４２２（「ケーシン
グ４２２」）を含むことができる。アセンブリ４００はまた、（例えば、積み重ね４０４
を通るよりもむしろ）周辺部分４０８からの直接的な熱エネルギー伝達を容易にするため
に、第２の半導体ダイ４０６の周辺部分４０８と整列された第１の熱伝達特徴４１０ａを
含むことができる。周辺部分４０８から積み重ね４０４の全体の高さに対応する高さまで
垂直に延びる代わりに、第１の熱伝達特徴４１０ａは、ケーシング４２２が、周辺部分 
４０８に近接した第１の熱伝達特徴４１０ａと連結するような厚さ（例えば、約５０μｍ
）を有する。例えば、第１の熱伝達特徴４１０ａは、薄くて予め形成されたタブとするこ
とができ、あるいは、周辺部分４０８の前向きの表面４１２上に薄層として堆積されても
よい。オプションの第２の熱伝達特徴４１０ｂは、積み重ね４０４とケーシング４２２と
の間で、それらの間の熱伝達を容易にするために間隔を置かれ得る。種々の実施形態では
、第１の熱伝達特徴４１０ａおよび第２の熱伝達特徴４１０ｂは、同じ厚さを有すること
ができるのに対して、他の実施形態では、それらの厚さは異なってもよい。
【００２９】
　ケーシング４２２は、図１に関して上記したケーシング１２２に概ね類似し得る。例え
ば、ケーシング４２２は、熱伝導性材料（例えば、銅）から作られ得、また、接着剤４２
８（例えば、接着性ＴＩＭ）を用いて下にあるパッケージ基板４３０に取り付けられ得る
。しかしながら、図４に示されるように、ケーシング４２２は、ダイの積み重ね４０４お
よび第２の半導体ダイ４０６の周辺を少なくとも概ね取り囲むか包むように構成された空
洞４３６を含むことができる。例示された実施形態では、例えば、空洞４３６は、第２の
半導体ダイ４０６の周辺部分４０８の周りに延びる切り欠きまたは段付き部分４３８と、
ダイの積み重ね４０４を収容する主要空洞部分４３９と、を含む。図４に示されるように
、空洞４３６はまた、段付き部分４３８が、比較的小さな距離Ｄ（例えば、約０．５ｍｍ
）だけパッケージ基板４３０上の第２の半導体ダイ４０６から外側に、横に間隔を置かれ
るように構成され得る。第２の半導体ダイ４０６に近いこれは、熱放散を更に増大させる
ことができるばかりではなく、全体的なパッケージサイズを減らすこともできる。
【００３０】
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　種々の実施形態では、ケーシング４２２は金属材料から作られ得、空洞４３６は、当業
者に知られた複数の金属コイニングステップによって形成され得る。これは、空洞４３６
が、積み重ねられたダイ４０２、４０６の特定の配列にカスタマイズされることを可能に
し、３Ｄ一体化（ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）（３ＤＩ）マルチダイパッケージの熱管理を
容易にし得る。他の実施形態では、ケーシング４２２は、当業者に知られた他の適切なケ
ーシング形成方法を使用して形成され得る。
【００３１】
（例えば、ポリマー接着剤もしくは半田合金を通して）パッケージ基板で、また、ダイの
積み重ねの頂部で、下にあるデバイスだけに接触する従来の熱伝導性ケーシング、蓋また
はキャップとは異なり、図４に示される多層空洞４３６は、ケーシング４２２が、第２の
半導体ダイ４０６の周辺部分４０８で第１の熱伝達特徴４１０ａに、積み重ね４０４の頂
部で第２の熱伝達特徴４１０ｂに、また、周辺部分４０８に近接したパッケージ基板４３
０に、熱的に接触することを可能にする。種々の実施形態では、例えば、ケーシング４２
２は、各側上で約０．４～０．５ｍｍだけ第２の半導体ダイ４０６の周辺部分４０８と一
部重複することができる。この追加的な接触は、ケーシング４２２が、熱エネルギーを伝
達し、アセンブリ４００の熱抵抗を減らすことができるより大きな表面積を提供する。例
えば、空洞４３６を備えるケーシング４２２が、ＨＭＣアセンブリの周辺部分４０８で動
作温度を約３～５℃またはそれ以上（例えば、１０℃）減らされることが示されている。
【００３２】
　図５は、本技術のなお更なる実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリ５００
（「アセンブリ５００」）の部分概略断面図である。アセンブリ５００は、図４を参照に
して上記したアセンブリ４００の特徴に概ね類似した特徴を含むことができる。例えば、
アセンブリ５００は、ダイの積み重ね５０４および第２の半導体ダイ５０６を収容する空
洞５３６を有する熱伝導性ケーシング５２２（「ケーシング５２２」）を含むことができ
る。ケーシング５２２は、第２の半導体ダイ５０６の周辺部分５０８で第１の熱伝達特徴
５１０ａに、また、ダイの積み重ね５０４の上部部分で第２の熱伝達特徴５１０ｂに、熱
的に接触することができる。空洞５３６はまた、パッケージの全体的なサイズを減らすた
めに、パッケージ基板５３０における第２の半導体ダイ５０６に近接してケーシング５２
２を位置付けるように構成され得る。
【００３３】
　一体化して形成されたケーシングよりもむしろ、図５に例示されたケーシング５２２は
、外部部分５４０と、外部部分５４０の空洞５３６内に位置付けられた１つ以上の熱伝導
性部材５４２と、を含む。外部部分５４０は、それが（例えば、第２の熱伝達特徴５１０
ｂ経由で）積み重ね５０４の頂部に、また、（例えば、熱伝達可能な接着剤５２８経由で
）下にあるパッケージ基板５３０に、熱的に結合するように、ダイの積み重ね５０４およ
び第２の半導体ダイ５０６の周りに延びることができる。伝導性部材５４２は、第２の半
導体ダイ５０６の周辺部分５０８から離れて熱エネルギーを導くために、外部部分５４０
と第１の熱伝達特徴５１０ａとの間で間隔を置かれたピラー、円柱、矩形角柱、および／
または他の適切な構造とすることができる。製造の間、外部部分５４０は、概ね標準的な
形状および／またはサイズを有するように設計され得るのに対して、熱伝導性部材５４２
は、標準的な外部部分５４０を積み重ねられたダイ５０４、５０６の特定の構成に適合さ
せるように構成され得る。そのように、図５に示されるケーシング５２２は、製造を単純
化することができ、ダイ５０４、５０６からの熱伝達を増大するために半導体ダイ５０４
、５０６の積み重ねにぴったり合う空洞５３６を提供することができる。
【００３４】
　図６は、本技術の追加的な実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリ６００（
「アセンブリ６００」）の部分概略断面図である。アセンブリ６００は、図４および図５
を参照にして上記したアセンブリ４００や５００の特徴に概ね類似する特徴を含むことが
できる。例えば、アセンブリ６００は、パッケージ基板６３０と、（概略的に示される）
第１の半導体ダイの積み重ね６０４と、第２の半導体ダイ６０６と、積み重ね６０４を収
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容するように構成された空洞６３６を有する熱伝導性ケーシング６２２（「ケーシング６
２２」）と、を含むことができる。しかしながら、図６に例示された実施形態では、ケー
シング６２２は、ケーシング６２２のベース部分６４４が第２の半導体ダイ６０６の周辺
部分６０８に一部重複し得るように、パッケージ基板６３０からある距離で終端する。接
着剤６２８および／または他のアンダーフィル材料は、ケーシング６２２を下にあるパッ
ケージ基板６３０に取り付けるために使用され得る。図６に示されるように、ケーシング
６２２は、（矢印によって示されるような）分離した熱経路を提供するために、第２の半
導体ダイ６０６の周辺部分６０８で第１の熱伝達特徴６１０ａに、また、ダイの積み重ね
６０４の頂部で第２の熱伝達特徴６１０ｂに、熱的に接触することができ、その熱経路を
通って、熱は、ケーシング６２２を通って吸収され、散布され得る。従って、ケーシング
６２２は、積み重ね６０４の周りに実質的に標準化された空洞形状を有することができる
が、第２の半導体ダイ６０６からの熱放散を容易にするために第２の半導体ダイ６０６の
周辺部分６０８に近接した熱接触を更に提供することができる。
【００３５】
　図７は、本技術の他の実施形態に従って構成された半導体ダイアセンブリ７００（「ア
センブリ７００」）の部分概略断面図である。アセンブリ７００は、図４～図６を参照に
して上記したアセンブリ４００、５００、６００の特徴に概ね類似した特徴、例えば、積
み重ね（積層）７０４の設置面積よりも大きな設置面積を有する第２の半導体ダイ７０６
によって担われる（概略的に示された）第１の半導体ダイの積み重ね７０４などを含むこ
とができる。例示された実施形態では、アセンブリ７００は、空洞７３６および空洞７３
６の中に横に延びる１つ以上のフランジ７４６を有する熱伝導性ケーシング７２２（「ケ
ーシング７２２」）を含む。フランジ７４６は、第２の半導体ダイ７０６の周辺部分７０
８で第１の熱伝達特徴（第１の熱伝達材料）７１０ａと熱接触することができ、ケーシン
グ７２２の下側７４８は、積み重ね７０４上の第２の熱伝達特徴（第２の熱伝達材料）７
１０ｂと熱接触することができる。従って、ケーシング７２２は、少なくとも２つの分離
した熱経路であって、一方が、フランジ付き部分７４６経由で外側へ横に導かれ、もう１
つが、ケーシング７２２までダイの積み重ね７０４を通して垂直に導かれる、熱経路との
熱接触面積の増加をもたらす。そのように、アセンブリ７００は、第２の半導体ダイ７０
６の周辺部分７０８で熱の集中を減らし、第２の半導体ダイ７０６の動作温度を減らすこ
とができる。
【００３６】
　図１～図７を参照にして上記した積み重ねられた半導体ダイアセンブリのいずれか１つ
は、無数のより大きなおよび／またはより複雑なシステムのいずれかに組み込まれ得、そ
れらの代表的な例は、図８に概略的に示されるシステム８００である。システム８００は
、半導体ダイアセンブリ８１０、電源８２０、ドライバ８３０、プロセッサ８４０、およ
び／または他のサブシステムもしくは構成要素８５０を含むことができる。半導体ダイア
センブリ８１０は、上記した積み重ねられた半導体ダイアセンブリの特徴に概ね類似する
特徴を含むことができ、従って、熱放散を増大する複数の熱経路を含むことができる。結
果として生じるシステム８００は、多種多様の機能、例えばメモリ記憶、データ処理、お
よび／または他の適切な機能などのいずれかを実行することができる。従って、代表的な
システム８００は、手持ち型デバイス（例えば、携帯電話、タブレット、デジタル読み取
り器、およびデジタルオーディオプレーヤー）、コンピュータ、ならびに電化製品を含み
得るがこれらに限定されない。システム８００の構成要素は、単一ユニット内に収容され
得るか、あるいは、（例えば、通信ネットワークを通して）複数の、相互に接続されたユ
ニット上に分散され得る。システム８００の構成要素はまた、遠隔デバイスと、多種多様
のコンピュータで読み取り可能な媒体のいずれかと、を含むことができる。
【００３７】
　前述から、本技術の具体的な実施形態が例示の目的で本明細書に記載されているが、本
開示から逸脱することなく種々の修正が行われてもよいことが理解されるであろう。例え
ば、半導体ダイアセンブリの実施形態の多くはＨＭＣに関して記載されたが、他の実施形
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態では、半導体ダイアセンブリは、他のメモリデバイスまたは他の種類の積み重ねられた
ダイアセンブリとして構成され得る。加えて、図１～図７に例示された半導体ダイアセン
ブリは、第２の半導体ダイ上に積み重ねで配列された複数の第１の半導体ダイを含む。し
かしながら、他の実施形態では、半導体ダイアセンブリは、第２の半導体ダイ上に積み重
ねられた１つの第１の半導体ダイを含むことができる。特定の実施形態に照らして記載さ
れた新たな技術の一定の態様はまた、他の実施形態では組み合わせられてもよいし、ある
いは排除されてもよい。その上、新たな技術の一定の実施形態と関連付けられた利点は、
それらの実施形態に照らして記載されたが、他の実施形態もまた、そのような利点を呈し
得、全ての実施形態が、その技術の範囲内に入るように必ずしもそのような利点を呈する
ことを要するとは限らない。従って、本開示および関連付けられた技術は、本明細書に明
示的に示されないまたは記載されない他の実施形態を包含することができる。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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