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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　素子の形成された基板からなる複数枚のウエハが貼り合わされてなり、各ウエハにおけ
る別のウエハとの貼り合わせ面には電気信号接続部が設けられ、前記電気信号接続部と、
対向する別のウエハに設けられた前記電気信号接続部とが電気的に接続されることにより
所望の半導体回路が形成されている半導体装置の貫通配線構造において、
　対向する電気信号接続部同士のうち一方が、前記ウエハの一方の面と他方の面とを導通
させる貫通配線部であり、前記貫通配線部が、前記貼り合わせ面から突出する貫通突出部
を有し、前記貫通突出部が、対向配置されて前記貼り合わせ面から前記別のウエハに向か
って延びる配線側壁対を有し、
　前記対向する電気信号接続部同士のうち他方が、バンプであり、
　前記貫通配線部の端部が、前記バンプ内に食い込んでおり、前記配線側壁対の間に、前
記バンプが挟み込まれていることを特徴とする貫通配線構造。
【請求項２】
　前記貼り合わせ面に、前記貫通配線部を取り囲む分離部が前記貼り合わせ面から突出し
て設けられ、前記貫通配線部と前記分離部とが一体化されており、前記貫通配線部の端部
が、前記分離部の端部から突出して形成され、
　前記貫通配線部の端部が、前記バンプ内に食い込んでいるとともに、前記分離部が前記
バンプ内に食い込んでいることを特徴とする請求項１に記載の貫通配線構造。
【請求項３】
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　前記貼り合わせ面に、前記貫通配線部を取り囲む分離部が前記貼り合わせ面から突出し
て設けられ、前記貫通配線部と前記分離部とが離間して配置され、前記分離部が、対向配
置されて前記貼り合わせ面から前記別のウエハに向かって延びる分離側壁対を有し、前記
分離側壁対の間に、前記バンプが挟み込まれていることを特徴とする請求項１に記載の貫
通配線構造。
【請求項４】
　前記貫通配線部が、２つのコ字状形状の横断面を有する配線部からなるもの、または長
方形の横断面を有する２つの平行に配置された配線部からなるものであることを特徴とす
る請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の貫通配線構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貫通配線構造に関し、特に、複数枚のウエハが貼り合わされてなる半導体装
置に好適に用いられる貫通配線構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　従来より、２枚以上のウエハを積層し、その間を埋込配線で電気的に接続した構成の
３次元半導体集積回路装置が知られている。例えば特許文献１には、以下に示す製造方法
によって得られる半導体装置が開示されている。
　まず、積層する一方のウエハにトレンチ（深溝）を形成し、トレンチ内部を熱酸化した
後、そのトレンチ内に導体としてポリシリコンを埋め込んで埋込配線を形成する。その後
、埋込配線が露出するまでウエハを薄型化し、ウエハの裏面の埋込配線の位置に裏面バン
プを形成する。その後、このウエハの裏面バンプと、積層するためのもう一方のウエハの
表面に形成された表面バンプとを積層し、積層された２枚のウエハ間に絶縁性接着剤を注
入することにより３次元半導体集積回路装置を製造する。
【０００３】
　また、複数枚の基板を貼り合わせて、各々の基板に形成された半導体回路部を互いに電
気的に接続することで所望の半導体回路を構成する半導体装置としては、例えば特許文献
２に記載のものがある。特許文献２に記載の半導体装置では、上側の基板の半導体回路部
と下側の基板の半導体回路部とは、上側の基板の裏面から露出する貫通配線部と下側の基
板の主面のバンプとを接触した状態で接合することで互いに電気的に接続されている。
　また、近年、半導体装置のより一層の微細化が進められている。
【特許文献１】特開平１１－２６１０００号公報
【特許文献２】特開２００７－５９７６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の複数枚のウエハが貼り合わされてなる半導体装置では、ウエハ間
の電気的な接続における電気抵抗値が高かったり、電気抵抗値のバラツキが大きかったり
して、ウエハ間の電気的な接続における信頼性が十分に得られない場合があった。また、
従来の複数枚のウエハが貼り合わされてなる半導体装置では、ウエハ間を電気的に接続し
ている接続部の強度が不十分で、ウエハ間の電気的な接続における安定性が十分に得られ
ない場合があった。
　このため、従来の複数枚のウエハが貼り合わされてなる半導体装置では、ウエハ間の電
気的な接続における信頼性および安定性を向上させることが要求されていた。特に、半導
体装置を微細化するために、ウエハ間を電気的に接続している接続部の横断面の面積を小
さくした場合には、ウエハ間の電気的な接続における信頼性および安定性が不十分になり
やすいため、問題となっていた。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、ウエハ間を電気的に接続して
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いる接続部の横断面の面積を小さくした場合であっても、ウエハ間の電気的な接続におい
て優れた信頼性および安定性を有する半導体装置が得られる貫通配線構造を提供すること
を課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、上記の目的を達成するために、ウエハ間を電気的に接続している接続部の
接触状態に着目して検討して鋭意研究を重ね、ウエハ間を電気的に接続している接続部に
おける接触面積の増加を可能とした本発明の貫通配線構造を見出した。
【０００７】
　本発明の貫通配線構造は、素子（例えば、実施形態におけるＭＯＳ・ＦＥＴ６）の形成
された基板（例えば、実施形態における基板１ＳＡ，１ＳＢ）からなる複数枚のウエハ（
例えば、実施形態におけるウエハ１ＷＡ，１ＷＢ）が貼り合わされてなり、各ウエハにお
ける別のウエハとの貼り合わせ面（例えば、実施形態における貼り合わせ面３０ａ、３０
ｂ）には電気信号接続部（例えば、実施形態における貫通配線部９２、バンプ２６）が設
けられ、前記電気信号接続部と、対向する別のウエハに設けられた前記電気信号接続部と
が電気的に接続されることにより所望の半導体回路（例えば、実施形態におけるＭＯＳ・
ＦＥＴ６、貫通配線部９、バンプ２６）が形成されている半導体装置の貫通配線構造にお
いて、対向する電気信号接続部同士のうち一方が、前記ウエハの一方の面と他方の面とを
導通させる貫通配線部（例えば、実施形態における貫通配線部９２）であり、前記貫通配
線部が、前記貼り合わせ面（例えば、実施形態における貼り合わせ面３０ａ）から突出し
て突出する貫通突出部（例えば、実施形態における貫通突出部９２ａ）を有し、前記貫通
突出部が、対向配置されて前記貼り合わせ面から前記別のウエハに向かって延びる配線側
壁対（例えば、実施形態における配線側壁対９２ｂ、９２ｂ）を有し、前記対向する電気
信号接続部同士のうち他方が、バンプ（例えば、実施形態におけるバンプ２６）であり、
前記貫通配線部の端部（例えば、実施形態における端部９２ｃ）が、前記バンプ内に食い
込んでおり、前記配線側壁対の間に、前記バンプが挟み込まれていることを特徴とする。
【０００８】
　また、上記の本発明の貫通配線構造においては、前記貼り合わせ面に、前記貫通配線部
を取り囲む分離部（例えば、実施形態における貫通分離部５１）が前記貼り合わせ面から
突出して設けられ、前記貫通配線部と前記分離部とが一体化されており、前記貫通配線部
の端部が、前記分離部の端部から突出して形成され、前記貫通配線部の端部（例えば、実
施形態における端部９２ｃ）が、前記バンプ内に食い込んでいるとともに、前記分離部が
前記バンプ内に食い込んでいることを特徴とする。
【０００９】
　また、上記の本発明の貫通配線構造においては、前記貼り合わせ面に、前記貫通配線部
を取り囲む分離部（例えば、実施形態における貫通分離部５）が前記貼り合わせ面から突
出して設けられ、前記貫通配線部と前記分離部とが離間して配置され、前記分離部が、対
向配置されて前記貼り合わせ面から前記別のウエハに向かって延びる分離側壁対（例えば
、実施形態における分離側壁対５１ａ、５１ｂ）を有し、前記分離側壁対の間に、前記バ
ンプが挟み込まれていることを特徴とする。
【００１０】
　また、上記の本発明の貫通配線構造においては、前記貫通配線部が、２つのコ字状形状
の横断面を有する配線部からなるもの、または長方形の横断面を有する２つの平行に配置
された配線部からなるものであることを特徴とするものとすることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の貫通配線構造によれば、対向する電気信号接続部同士のうち一方が、前記貼り
合わせ面から突出する貫通突出部を有し、前記ウエハの一方の面と他方の面とを導通させ
る貫通配線部であり、前記対向する電気信号接続部同士のうち他方が、バンプであり、前
記貫通配線部の端部が、前記バンプ内に食い込んでいるものであるので、貫通配線部の端
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部がバンプを構成する導電部材に取り囲まれたものとなる。よって、貫通配線部の横断面
の面積を非常に小さくした場合であっても、バンプの深さ方向において貫通配線部とバン
プとの接触面積を増やすことができるので、貫通配線部とバンプとが確実に面接触される
。
　したがって、本発明の貫通配線構造は、貫通配線部とバンプとの面接触によってウエハ
間が電気的に接続されたものとなり、ウエハ間の電気的な接続における電気抵抗値が十分
に低く、電気抵抗値のバラツキが小さいものとなるとともに、貫通配線部とバンプとから
なる接続部の接続強度が十分に高いものとなり、ウエハ間の電気的な接続における信頼性
および安定性に優れ、歩留まりよく製造できるものとなる。
【００１２】
　また、本発明によれば、貫通配線部とバンプとの接触面積を十分に確保することができ
るので、貫通配線部とバンプとの接続部が複数設けられた半導体装置である場合に、接続
部の数を少なくすることができ、半導体装置の微細化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明を図面を用いて詳細に説明する。
「第１実施形態」
　図１～図１９は、本発明の貫通配線構造を説明するための図である。図１および図２は
、本発明の貫通配線構造を構成する電気信号接続部の形状を説明するための図である。ま
た、図１８は、本発明の貫通配線構造を備える半導体装置の一例を示した要部断面図であ
り、図３～図１７は、図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図であり、図
１９は、図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するためのフロー図である。
【００１４】
　図１８に示す本実施形態の半導体装置は、上側のウエハ１ＷＡと下側のウエハ１ＷＢと
が貼り合わされてなるものである。上側のウエハ１ＷＡにおける下側のウエハ１ＷＢと対
向する貼り合わせ面３０ａには、貫通配線部９２からなる電気信号接続部が設けられてい
る。貫通配線部９２は、上側のウエハ１ＷＡを構成する基板１ＳＡを貫通して形成され、
上側のウエハ１ＷＡの厚さ方向に互いに反対側となる主面（一方の面、図１８においては
上面）と裏面（他方の面、図１８においては下面）とを導通させるためのものである。ま
た、下側のウエハ１ＷＢにおける上側のウエハ１ＷＡと対向する貼り合わせ面３０ｂには
、バンプ２６からなる電気信号接続部が設けられている。そして、図１８に示す半導体装
置では、対向して配置された上側のウエハ１ＷＡの貫通配線部９２の端部９２ｃ（図１参
照）と下側のウエハ１ＷＢのバンプ２６とが電気的に接続されることにより、各ウエハ１
ＷＡ、１ＷＢを構成する基板１ＳＡ、１ＳＢに設けられたＭＯＳ・ＦＥＴ６を備えた所望
の半導体回路が形成されている。
【００１５】
　また、図１８に示すように、上下のウエハ１ＷＡ，１ＷＢの貼り合わせ面３０ａ、３０
ｂ間の隙間には、絶縁性の接着剤３０が注入されている。この接着剤３０により、上下の
ウエハ１ＷＡ，１ＷＢ間の機械的強度が確保されている。なお、本実施形態においては、
接着剤３０が貫通分離部５１の枠内にまで入り込んでいる場合を例示しているが、接着剤
として絶縁性の接着剤３０を用いているので、半導体回路の特性には何ら支障をきたさな
い。
【００１６】
　また、図１８に示す半導体装置において符号５１は、基板１ＳＡを貫通する絶縁膜から
なる貫通分離部（分離部）である。図１８に示すように、貫通分離部５１は、貼り合わせ
面３０ａから突出して設けられている。貫通分離部５１は、電気信号接続部である各貫通
配線部９２を個別に取り囲む形状とされており、貫通分離部５１と貫通配線部９２とが一
体化されている。
【００１７】
　貫通配線部９２は、図１８に示すように、配線１５ａ，１５ｂ，１５ｃを介してボンデ
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ィングパッドＢＰやＭＯＳ・ＦＥＴ６と電気的に接続されている。
　また、バンプ２６は、下側のウエハ１ＷＢの貼り合わせ面３０ｂから突出して形成され
ており、図１８に示すように、下側のウエハ１ＷＢの最上の配線層１５ｃと電気的に接続
されている。
【００１８】
　バンプ２６の硬度は、貫通配線部９２の硬度と比較して低いことが好ましい。バンプ２
６の硬度が貫通配線部９２の硬度よりも低いと、低い加圧力でウエハ１ＷＡ，１ＷＢを貼
り合わせることができ、ウエハ１ＷＡ，１ＷＢを貼り合わせる際の加圧力によって貫通配
線部９２が折れることを防止できるとともに、貫通配線部９２の端部９２ｃをバンプ２６
内に確実に食い込ませることができる。
　バンプ２６の硬度を貫通配線部９２の硬度と比較して低いものとするには、例えば、バ
ンプ２６をインジウム（Ｉｎ）、インジウムの表面に金を複合化したもの（Ｉｎ/Ａｕ）
あるいは錫（Ｓｎ）などの導電材料からなるものとし、貫通配線部９２を銅やタングステ
ンなどの導電材料からなるものとすることが好ましい。
【００１９】
　ここで、図１８に示す貫通分離部５１および貫通配線部９２の形状について図１および
図２を用いて説明する。図１は、図１８に示す半導体装置を構成する上側のウエハ１ＷＡ
の貼り合わせ面３０ａ近傍のみを示した拡大縦断面図であり、図２（ａ）は半導体装置の
貫通配線部９２およびバンプ２６のみを示した拡大横断面図である。なお、図１に示す縦
断面図は、図２（ａ）のＣ－Ｃ線に対応しており、図２（ａ）に示す横断面図（平面図）
は、図１のＡ－Ａ線に対応している。
【００２０】
　図１および図２（ａ）に示すように、図１８に示す貫通配線部９２は、２つのコ字状形
状の横断面を有する配線部９２ｄ、９２ｄからなる。２つの配線部９２ｄ、９２ｄは、図
２（ａ）の横断面図に示されるように、コ字状形状の開口された側を対向させて図２（ａ
）の横断面図において上下左右対称に配置されている。図１に示すように、各配線部９２
ｄ、９２ｄは、貼り合わせ面３０ａから突出している貫通突出部９２ａを有している。貫
通突出部９２ａは、対向配置されて貼り合わせ面３０ａから下側のウエハ１ＷＢに向かっ
て延びる配線側壁対９２ｂ、９２ｂを有している。また、図１に示すように、貫通配線部
９２の端部９２ｃは、バンプ２６内に食い込んでおり、貫通配線部９２の配線側壁対９２
ｂ、９２ｂの間に、バンプ２６が挟み込まれている。そして、貫通配線部９２の端部９２
ｃの底面および側面がバンプ２６と接触されている。
【００２１】
　また、図１に示すように、図１８に示す貫通分離部５１は、各配線部９２ｄの外周面に
接して設けられており、貫通分離部５が各配線部９２ｄを被服するように取り囲んでいる
。また、貫通分離部５１は、貼り合わせ面３０ａから突出して設けられている。貫通分離
部５１の貼り合わせ面３０ａから突出している長さは、貫通配線部９２の貫通突出部９２
ａよりも短くなっており、貫通配線部９２の各配線部９２ｄの端部９２ｃが、貫通分離部
５１の端部から突出して形成されている。
【００２２】
　なお、図２（ａ）に示す例においては、貫通配線部９２は、２つのコ字状形状の横断面
を有する配線部９２ｄ、９２ｄからなるものとされているが、貫通配線部の横断面の形状
は、図２（ａ）に示す例に限定されるものではなく、例えば、図２（ｂ）～図２（ｄ）に
示す形状としてもよい。
【００２３】
　図２（ｂ）～図２（ｄ）は、貫通配線部の形状の他の例を示した図であり、図１８に示
す半導体装置の貫通配線部およびバンプ２６のみを示した拡大横断面図である。なお、図
２（ｂ）～図２（ｄ）に示す横断面図（平面図）は、図１のＡ－Ａ線に対応しており、図
１に示す縦断面図は、図２（ｂ）～図２（ｄ）のＣ－Ｃ線に対応している。
【００２４】
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　図２（ｂ）に示す貫通配線部９３は、２つのＬ字状形状の横断面を有する配線部９３ｄ
、９３ｄからなるものとされている。２つのＬ字状形状の配線部９３ｄ、９３ｄは、図２
（ｂ）の横断面図に示されるように、中心に略正方形の間隔を空けて略正方形の間隔の対
角線に対して対称に配置されている。
【００２５】
　図２（ｃ）に示す貫通配線部９４の横断面は、正方形の環状形状とされている。なお、
図２（ｃ）に示す貫通配線部９４の横断面に代えて、長方形や平行四辺形からなる環状形
状とされていてもよい。
【００２６】
　図２（ｄ）に示す貫通配線部９５の横断面は、円形の環状形状とされている。なお、図
２（ｄ）に示す例においては、貫通配線部９５の横断面は、円形の環状形状とされている
が、１つまたは複数の円弧形からなる形状とされていてもよい。
【００２７】
　また、図１８に示す半導体装置において、上側のウエハ１ＷＡは、例えば平面略円形状
の薄板からなる。上側のウエハ１ＷＡを構成する基板１ＳＡは、例えばｎ型またはｐ型の
シリコン（Ｓｉ）単結晶からなる。図１８に示すように、基板１ＳＡの主面（すなわち、
ウエハ１ＷＡの主面）には、素子分離用の溝型の分離部２が形成されている。この溝型の
分離部２は、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ２）のような絶縁膜２ｂを埋め込むことで形成
されている。この分離部２によって基板１ＳＡの主面の活性領域が規定されている。
【００２８】
　また、溝型の分離部２で囲まれた活性領域内には、例えばＭＯＳ・ＦＥＴ（Metal Oxid
e Semiconductor Field Effect Transistor）６のような半導体回路を構成する素子が形
成されている。ＭＯＳ・ＦＥＴ６は、ソースおよびドレイン用の半導体領域６ａと、ゲー
ト絶縁膜６ｂと、ゲート電極６ｃとを有している。ソースおよびドレイン用の半導体領域
６ａは、基板１ＳＡに所望の不純物（ｎチャネル型のＭＯＳ・ＦＥＴ６であれば、例えば
リン（Ｐ）またはヒ素（Ａｓ）、ｐチャネル型のＭＯＳ・ＦＥＴ６であればホウ素（Ｂ）
）が添加されることで形成されている。ゲート絶縁膜６ｂは、例えば酸化シリコンからな
り、基板１ＳＡの主面上に形成されている。ゲート電極６ｃは、例えば低抵抗なポリシリ
コンからなり、ゲート絶縁膜６ｂ上に形成されている。なお、基板１ＳＡの活性領域の主
面上の絶縁膜７は、例えば酸化シリコンのような絶縁膜からなる。
【００２９】
　なお、図１８に示すＭＯＳ・ＦＥＴ６に代えて、例えばバイポーラトランジスタやダイ
オード等のような他の能動素子が形成されていても良い。また、ＭＯＳ・ＦＥＴ６に代え
て、抵抗（拡散抵抗やポリシリコン抵抗）、キャパシタおよびインダクタ等のような受動
素子を形成しても良い。
【００３０】
　また、図１８において、符号８ａ、８ｂ，８ｃ，８ｄは層間絶縁膜、符号１０は表面保
護膜、符号１５ａ，１５ｂ，１５ｃは配線、符号１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，１６ｄはプラ
グをそれぞれ示している。層間絶縁膜８ａ、８ｂ，８ｃ，８ｄは、例えば酸化シリコンか
らなる。配線１５ａ～１５ｃおよびプラグ１６ａ～１６ｄは、例えばタングステン（Ｗ）
、アルミニウム（Ａｌ）または銅（Ｃｕ）等のような金属からなる。第１層目の配線１５
ａは、プラグ１６ａを通じてＭＯＳ・ＦＥＴ６のソースおよびドレイン用の半導体領域６
ａやゲート電極６ｃと電気的に接続されている他、プラグ１６ｂを通じて貫通配線部９と
電気的に接続されている。表面保護膜１０は、例えば酸化シリコン膜の単体膜または酸化
シリコンとその上に堆積された窒化シリコン膜との積層膜で形成されている。この表面保
護膜１０の一部には、第３層目の配線１５ｃの一部が露出する開口部１７が形成されてい
る。そして、平面視したときに開口部１７から露出された配線１５ｃ部分が、ボンディン
グパッドＢＰとされている。なお、図１８には示していないが、ウエハ１ＷＡの主面上の
ボンディングパッドＢＰに接続されるようにバンプが形成されていても良い。
【００３１】
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　また、図１８に示す半導体装置において、下側のウエハ１ＷＢの構成は、上側のウエハ
１ＷＡとほぼ同じであるが、下側のウエハ１ＷＢには、貫通分離部５１および貫通配線部
９２が形成されていない。また、上側のウエハ１ＷＡと異なり、下側のウエハ１ＷＢの主
面上に形成された開口部１７上には、開口部１７を通じてボンディングパッドＢＰに電気
的に接続されたバンプ下地導体パターン２５が形成されている。また、バンプ下地導体パ
ターン２５上には、バンプ２６が形成されている。
【００３２】
　次に、図３～図１７および図１９を用いて、図１８に示す半導体装置の製造工程を説明
する。
　最初に上側のウエハの製造工程（図１９における１層目の上側ウエハの製造工程）を説
明する。まず、上側のウエハ１ＷＡを用意（図１９の工程１００Ａ）し、図３に示すよう
に、基板１ＳＡの主面（すなわち、ウエハ１ＷＡの主面）に、素子分離用の溝型の分離部
２を形成する（図１９の工程１０１Ａ）。
【００３３】
　次に、図３に示すように、基板１ＳＡの上記溝型の分離部２で囲まれた活性領域内に、
例えばソースおよびドレイン用の半導体領域６ａと、ゲート絶縁膜６ｂと、ゲート電極６
ｃとを有するＭＯＳ・ＦＥＴ６のような素子を形成する（図１９の工程１０３Ａ）。次に
、基板１ＳＡの活性領域の主面上に、例えば酸化シリコンのような絶縁膜からなる絶縁膜
７を形成する。
　その後、基板１ＳＡの主面上に、例えば酸化シリコンからなる絶縁膜をＣＶＤ法等によ
って堆積し、その絶縁膜の上面を平坦化することにより、図４に示す層間絶縁膜８ａを形
成する。
【００３４】
　次に、基板１ＳＡに貫通分離部５１を形成する。まず、基板１ＳＡの主面上に、レジス
ト膜を回転塗布法等により塗布した後、露光および現像を施すことにより、図４に示すよ
うに、基板１ＳＡの主面上にレジストパターンＲＡを形成する。
　続いて、レジストパターンＲＡをエッチングマスクとして、そこから露出する層間絶縁
膜８ａ、絶縁膜７、基板１ＳＡをエッチングすることにより、図５に示すように、基板１
ＳＡに深い分離溝５ａを形成する。深い分離溝５ａは、図５に示すように、基板１ＳＡの
主面から、その主面に対して交差する方向に沿って延びており、素子分離用の分離溝２ａ
よりも深い位置で終端している。
【００３５】
　続いて、レジストパターンＲＡを除去し、深い分離溝５ａの内側面および底面に、例え
ば酸化シリコン（ＳｉＯ２）からなる絶縁膜をＣＶＤ(Chemical Vapor Deposition)法等
により堆積し、図６および図７に示すように、貫通分離部５１が形成する（図１９の工程
１０２Ａ）。貫通分離部５１を構成する絶縁膜は、図６に示すように、深い分離溝５ａの
内側面および底面に形成されており、深い分離溝５ａの中央部には貫通分離部５１に囲ま
れた平面視コ字状の溝からなる空間９ａが形成されている。図６は、図７のＡ－Ａ線の断
面図を示している。なお、図７は平面図であるが図面を見易くするために貫通分離部５１
にハッチングを付した。
【００３６】
　次に、貫通配線部９２を形成する。まず、ＣＶＤ法等によって基板１ＳＡの主面上に堆
積することにより、深い分離溝５ａ内の貫通分離部５１に囲まれた空間９ａ内に導電材料
を埋め込む。続いて、深い分離溝５ａの外部に形成された余分な導電材料を、ＣＭＰ法等
により研磨して除去し、深い分離溝５ａ内のみに導電材料が残されるようにする。このこ
とにより、図８および図９に示すように、貫通配線部９２の配線部９２ｄ、９２ｄとなる
導電部が形成される（図１９の工程１０４Ａ）。
　なお、貫通配線部９２の配線部９２ｄ、９２ｄとなる導電部は、ＣＶＤ法によって形成
できるが、メッキ法などにより形成してもよく、形成方法は特に限定されない。
【００３７】
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　図８は、図９のＡ－Ａ線の断面図を示している。なお、図９は平面図であるが図面を見
易くするために貫通分離部５１および貫通配線部９２にハッチングを付した。図９および
図２（ａ）に示すように、貫通配線部９２は、２つのコ字状形状の横断面を有する配線部
９２ｄ、９２ｄからなり、貫通分離部５１が、配線部９２ｄ、９２ｄの外周部を被服する
ように取り囲んでおり、貫通分離部５１と貫通配線部９２とが一体化されている。
【００３８】
　次に、図１０に示すように、基板１ＳＡの主面上に半導体装置の通常の配線形成方法に
より、層間絶縁膜８ｂ，８ｃ，８ｄ、表面保護膜１０、配線１５ａ，１５ｂ，１５ｃ、プ
ラグ１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，１６ｄ、開口部１７、ボンディングパッドＢＰを形成し、
多層配線層を形成する（図１９の工程１０５Ａ）。
【００３９】
　その後、図１１に示すように、ウエハ１ＷＡの主面上に接着用シート２０を介してガラ
ス支持基板２１を貼り付け、ウエハ１ＷＡに対して薄型化処理を施す（図１９の工程１０
７Ａ）。本実施形態のウエハ１ＷＡの薄型化処理は、下記のような第１薄型化処理および
第２薄型化処理を有している。
【００４０】
　図１２に示す破線は、第１薄型化処理の前の基板１ＳＡを示している。第１薄型化処理
では、図１２に示すように、ウエハ１ＷＡの主面にガラス支持基板２１を固着した状態で
、ウエハ１ＷＡの裏面（すなわち、基板１ＳＡの裏面）を所望の厚さになるまで研削する
。第１薄型化処理は、研削で例示されるように機械的な要素による薄型化処理である。第
１薄型化処理は、貫通分離部５１に達しない状態（すなわち、貫通分離部５１がウエハ１
ＷＡの裏面から露出されない状態）で処理を終了する。
【００４１】
　第２薄型化処理では、ウエハ１ＷＡの主面にガラス支持基板２１を固着した状態で、ウ
エハ１ＷＡの裏面をエッチング（ウエットエッチング、ドライエッチングもしくは両方）
する。図１３に示す破線は、第２薄型化工程の前の基板１ＳＡを示している。
　まず、ウエハ１ＷＡの裏面を、ウエハ１ＷＡをエッチングする薬液に浸し、基板１ＳＡ
をウエットエッチングする。このことにより、図１３に示すように、ウエハ１ＷＡの裏面
から貫通分離部５１を露出させる。
　次に、ウエハ１ＷＡの裏面を、貫通分離部５１をエッチングする薬液に浸し、ウエハ１
ＷＡの裏面から露出した貫通分離部５１をウエットエッチングする。このことにより、図
１４に示すように、ウエハ１ＷＡの裏面から貫通配線部９２の端部９２ｃを露出させる。
【００４２】
　最後に、ウエハ１ＷＡの裏面をエッチングする薬液に浸してウエハ１ＷＡの裏面から貫
通分離部５１および貫通配線部９２の一部を露出させる。
　図１５は、第２薄型化処理後の上側のウエハ１ＷＡの要部断面図である。第２薄型化処
理後の上側のウエハ１ＷＡでは、貫通分離部５１および貫通配線部９２の下部の一部が、
貼り合わせ面３０ａである第２薄型化処理後のウエハ１ＷＡの裏面から所望の長さだけ突
出している。
【００４３】
　第２薄型化処理により、貫通配線部９２の各配線部９２ｄ、９２ｄは、その側面方向で
は貫通分離部５１により基板１ＳＡとの分離が行われ、貫通配線部９２の各配線部９２ｄ
、９２ｄの下部では、貫通配線部９２が露出されることにより基板１ＳＡとの分離が行わ
れ、完全に基板１ＳＡから電気的に分離される。また、この段階で深い分離溝５ａは、基
板１ＳＡの主裏面間を貫通する孔になる。
【００４４】
　なお、上記の例では、ウエハ１ＷＡの薄型化処理において、第１薄型化処理（研削）、
第２薄型化処理（エッチング）を順に行う場合について説明したが、例えば第１薄型化処
理（研削）を行わなくても良い。
　また、第２薄膜化処理として、３段階のエッチング処理を行う場合を例に挙げて説明し
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たが、基板１ＳＡと貫通分離部５１とに対して同時にエッチング処理を行い１段階のエッ
チング処理のみで第２薄膜化処理を終えてもよいし、基板１ＳＡのエッチング処理を行っ
た後、貫通分離部５１のエッチング処理を行い２段階のエッチング処理により第２薄膜化
処理を終えても良い。
　このようにして上側のウエハ１ＷＡの製造工程を終了する。
【００４５】
　次に、下側のウエハを製造する。ここでは、下側のウエハとして、例えば裏面に他のウ
エハが貼り合わされることがない最下層のウエハの製造工程（図１９における２層目以降
の下側ウエハ製造工程）を説明する。最下層のウエハである下側のウエハの製造工程は、
上側のウエハ１ＷＡの製造工程（図１９の工程１００Ａ～１０７Ａ）とほぼ同じである。
 ここで上側のウエハ１ＷＡの製造工程と異なるのは、最下層のウエハの製造工程におい
ては、図１９に示す多層配線層の形成工程（工程１０５Ｂ）の後に、バンプ形成工程（工
程１０６Ｂ）を行うことと、ウエハ薄型化工程（工程１０７Ａ）、貫通分離部の形成工程
（工程１０２Ｂ）、貫通配線部の形成工程（工程１０４Ｂ）を行わないことである。なお
、アセンブリ（組み立て）工程では薄型化されたウエハが用いられるが、工程１０７Ａの
ウエハ薄型化工程とは目的が異なり、工程１０７Ａには含まれない。
【００４６】
　次に、上記のようにして製造された上下のウエハ１ＷＡ，１ＷＢを貼り合わせる（図１
９における１層目、２層目の上下ウエハ貼り合わせ工程）。まず、下側のウエハ１ＷＢを
固定した後、図１６に示すように、下側のウエハ１ＷＢの主面（貼り合わせ面３０ｂ）の
上方に、図１５に示す上側のウエハ１ＷＡをその裏面（貼り合わせ面３０ａ）が下側のウ
エハ１ＷＢの主面に対向した状態となるように配置する。
【００４７】
　続いて、下側のウエハ１ＷＢと上側のウエハ１ＷＡとの相対的な位置を合わせる。具体
的には、下側のウエハ１ＷＢの主面上のバンプ２６と、それに対応する上側のウエハ１Ｗ
Ａの裏面の貫通配線部９２との位置を合わせる（図１９の工程２０１）。
　その後、図１７に示すように、上下のウエハ１ＷＡ，１ＷＢの対向面（貼り合わせ面３
０ａ、３０ｂ）を近づけて下側のウエハ１ＷＢと上側のウエハ１ＷＡとを積み重ねて加圧
し、下側のウエハ１ＷＢの主面上のバンプ２６内に、上側のウエハ１ＷＡの裏面の貫通配
線部９２の端部９２ｃを食い込ませ、バンプ２６と貫通配線部９２とを接触させて電気的
に接続する。これにより、上下のウエハ１ＷＡ，１ＷＢの半導体回路部同士を電気的に接
続し、所望の半導体回路を形成する（図１９の工程２０２）。
【００４８】
　なお、本実施形態においては、貼り合わせ面３０ａと貼り合わせ面３０ｂとの間隔がバ
ンプ２６の高さに対して十分広くなっているため、ウエハ１ＷＡとバンプ２６とが接触し
ないようになっている。その後、上下のウエハ１ＷＡ，１ＷＢの対向する貼り合わせ面３
０ａ、３０ｂの隙間に絶縁性の接着剤３０を注入してウエハ間を固定する（図１９の工程
２０３）。
　その後、上側のウエハ１ＷＡの主面からガラス支持基板２１を剥離し、図１８に示す半
導体装置とする。
【００４９】
　以上のような工程の後、図１８に示す半導体装置をチップ単位に切断することによりチ
ップを切り出す。このようにして得られたチップは、複数枚のウエハを積み重ねた３次元
構成を有している。すなわち、このチップでは、それを構成する各ウエハに形成された半
導体回路同士が貫通配線部９２およびバンプ２６を通じて電気的に接続されることで、全
体として１つの所望の半導体集積回路が形成されている。
【００５０】
　本実施形態の半導体装置の貫通配線構造は、貫通配線部９２の端部９２ｃが、バンプ２
６内に食い込んでいるものであるので、貫通配線部９２の端部９２ｃの底面および側面が
バンプ２６と接触されて貫通配線部９２とバンプ２６とが確実に面接触され、ウエハ１Ｗ
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Ａ，１ＷＢ間の電気的な接続における信頼性および安定性に優れたものとなる。
　また、本実施形態の貫通配線構造は、貫通配線部９２の貼り合わせ面３０ａから突出し
ている貫通突出部９２ａが、対向配置されて貼り合わせ面３０ａから下側のウエハ１ＷＢ
に向かって延びる配線側壁対９２ｂ、９２ｂを有し、配線側壁対９２ｂ、９２ｂの間に、
バンプ２６が挟み込まれているものであるので、貫通配線部９２とバンプ２６との接触面
積が十分に広いものとなり、貫通配線部９２とバンプ２６とがより確実に面接触されるも
のとなる。
【００５１】
　なお、本発明は、上述した例にのみ限定されるものではない。例えば、図１８に示す例
では、２枚のウエハ１ＷＡ，１ＷＢを貼り合わせた半導体装置を例に挙げて説明したが、
貼り合わされるウエハの数は複数枚であればよく、３以上であってもよい。図２０は、本
発明の貫通配線構造を備えた半導体装置の他の例を示した要部断面図である。図２０に示
す半導体装置は、３枚の基板１ＳＡ，１ＳＢ，１ＳＣが積層された多層積み重ね構成の３
次元半導体装置である。なお、図２０に示す半導体装置において、図１８と同じ部材につ
いては、同じ符号を付し、説明を省略する。
【００５２】
　次に、図１９を用いて、図２０に示す半導体装置の製造工程の一例を説明する。まず、
図１８に示す半導体装置の製造方法と同様にして最上層のウエハ１ＷＡと、最下層のウエ
ハ１ＷＢとを用意する。
　さらに、図１９の工程１００Ｂ～１０６Ｂを経て中間層のウエハ１ＷＣを用意する。こ
の中間層のウエハ１ＷＣには、最上層のウエハ１ＷＡと同様に、貫通分離部５１および貫
通配線部９２が形成されている。中間層のウエハ１ＷＣが最上層のウエハ１ＷＡと異なる
のは、中間層のウエハ１ＷＣの主面上にバンプ下地導体パターン２５とバンプ２６とが形
成されていることである。なお、この段階での中間層のウエハ１ＷＣには、上記の第１薄
型化処理および第２薄型化処理が施されておらず厚いままとされている。
【００５３】
　　続いて、図１８に示す半導体装置の製造方法と同様にして２枚のウエハ１ＷＡ，１Ｗ
Ｃを重ね合わせ、ウエハ１ＷＡ，１ＷＣの間に接着剤３０を注入してウエハ間を固定する
（図１９における３層目以降の上下ウエハ貼り合わせ工程２０１、２０２、２０３）。
　その後、上側の最上層のウエハ１ＷＡの主面にガラス支持基板２１を貼り合わせたまま
の状態で、上記と同様の薄型化処理により、下側の中間層のウエハ１ＷＣを裏面側から薄
型化する（図１９の中央の工程１０７Ａ）。これにより、下側の中間層のウエハ１ＷＣの
裏面（貼り合わせ面３０ａ）から貫通分離部５１および貫通配線部９２を露出（突出）さ
せる。
【００５４】
　その後、上側の最上層のウエハ１ＷＡの主面にガラス支持基板２１を貼り合わせたまま
の状態で、中間層のウエハ１ＷＣと最下層のウエハ１ＷＢとを重ね合わせ、ウエハ１ＷＣ
，１ＷＢ間に接着剤３０を注入してウエハ間を固定する（図１９の中央下段の工程２０１
～２０３）。これ以降は、上記と同じなので説明を省略する。なお、４枚以上のウエハを
貼り合わせる場合は、中間層のウエハ１ＷＣで行った工程とウエハの貼り合わせ工程とを
必要に応じて繰り返せば良い。
【００５５】
　図２０に示す半導体装置においても、貫通配線部９２の端部９２ｃが、バンプ２６内に
食い込んでいるものであるので、貫通配線部９２の端部９２ｃの底面および側面がバンプ
２６と接触されて貫通配線部９２とバンプ２６とが確実に面接触されたものとなり、ウエ
ハ１ＷＡ，１ＷＢ、１ＷＣ間の電気的な接続における信頼性および安定性に優れたものと
なる。
【００５６】
「他の例」
　本発明の貫通配線構造は、上述した例にのみ限定されるものではなく、例えば、図２１



(11) JP 5346510 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

～図２５に示す貫通配線構造としてもよい。
「他の例１」
　図２１は、本発明の貫通配線構造を他の例を説明するための図であり、半導体装置の上
側のウエハ１ＷＡの貼り合わせ面３０ａ近傍のみを示した拡大縦断面図である。なお、図
２１に示す縦断面図における貫通配線部９６とバンプ２６との接続部分の横断面図（平面
図）は、図２（ａ）と同様である。すなわち、図２１に示す縦断面図は、図２（ａ）のＣ
－Ｃ線に対応しており、図２（ａ）に示す横断面図（平面図）は、図２１のＡ－Ａ線に対
応している。
【００５７】
　図２１に示すように、図５７に示す貫通配線部９６は、基板１ＳＡを貫通する貫通配線
部本体９６ｄと、貫通配線部本体９６ｄの貼り合わせ面３０ａ側の端部に接して設けられ
たプラグ配線９６ｅと、プラグ配線９６ｅの貼り合わせ面３０ａ側の面に接して設けられ
た分岐導電部９６ｆとを備えている。
【００５８】
　また、図２１に示すように、貫通配線部９６は、貼り合わせ面３０ａから突出している
２つの貫通突出部９６ａを有している。２つの貫通突出部９６ａは、対向配置されて貼り
合わせ面３０ａから下側のウエハ１ＷＢに向かって延びる配線側壁対９６ｂ、９６ｂを有
している。配線側壁対９６ｂ、９６ｂは、図２１に示すように、プラグ配線９６ｅと分岐
導電部９６ｆとによって貫通配線部本体９６ｄから分岐されてなるものであって、貫通配
線部本体９６ｄと電気的に接続されたものである。
【００５９】
　本実施形態においては、配線側壁対９６ｂ、９６ｂは、図２（ａ）に示す貫通配線部９
２と同様に、２つのコ字状形状の横断面を有しており、コ字状形状の開口された側を対向
させて図２（ａ）の横断面図において上下左右対称に配置されている。
　また、図２１に示すように、貫通配線部９６の端部９６ｃは、バンプ２６内に食い込ん
でおり、貫通配線部９２の配線側壁対９２ｂ、９２ｂの間に、バンプ２６が挟み込まれて
いる。
【００６０】
　また、図２１に示すように、貫通配線部本体９６ｄは、貫通配線部本体９６ｄと一体化
された貫通分離部５２に取り囲まれている。また、プラグ配線９６ｅは、第１層間絶縁層
８ｅに埋め込まれ、分岐導電部９６ｆは、第２層間絶縁層８ｆに埋め込まれ、配線側壁対
９６ｂ、９６ｂの分岐導電部９６ｆ側の端部は、第３層間絶縁層８ｇに埋め込まれている
。なお、プラグ配線９６ｅは、第１層間絶縁層８ｅに埋め込まれているとともに、プラグ
配線９６ｅの縁部が貫通分離部５２と平面視で重なり合う位置に配置されていることによ
り、上側のウエハ１ＷＡと絶縁されている。
【００６１】
　また、本実施形態においては、貫通配線部本体９６ｄ、プラグ配線９６ｅ、分岐導電部
９６ｆの横断面は、いずれも正方形となっており、図２１に示すように、横断面の面積は
、分岐導電部９６ｆが最も広く、貫通配線部本体９６ｄが最も狭く、プラグ配線９６ｅが
その中間の広さとなっている。なお、プラグ配線９６ｅの横断面の面積は、貫通配線部本
体９６ｄよりも狭くして、プラグ配線９６ｅの縁部を貫通配線部本体９６ｄと平面視で重
なり合う位置に配置してもよい。
　また、プラグ配線９６ｅは、分岐導電部９６ｆと接して設けられていればよく、図２１
に示すように、プラグ配線９６ｅの全部が分岐導電部９６ｆと平面視で重なり合っていて
もよいし、一部のみが分岐導電部９６ｆと平面視で重なり合っていてもよい。しかし、プ
ラグ配線９６ｅと分岐導電部９６ｆとの電気的な接続における電気抵抗値を十分に低くす
るとともに、プラグ配線９６ｅと分岐導電部９６ｆとの位置合わせマージンを十分に確保
できるように、プラグ配線９６ｅと分岐導電部９６ｆとの接している面積を十分に広くす
ることが好ましく、プラグ配線９６ｅの全面が分岐導電部９６ｆと平面視で重なり合って
いることが好ましい。
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【００６２】
　また、貫通配線部本体９６ｄ、プラグ配線９６ｅ、分岐導電部９６ｆの横断面の形状は
、これらが電気的に接続され、かつ上側のウエハ１ＷＡと絶縁され、配線側壁対９６ｂ、
９６ｂを所定の横断面形状で形成可能な程度に十分に横断面の面積の広い分岐導電部９６
ｆを形成することができればよく、特に限定されない。具体的には、貫通配線部本体９６
ｄ、プラグ配線９６ｅ、分岐導電部９６ｆの横断面の形状は、正方形でなくてもよく、例
えば、円形や長方形などであってもよい。また、貫通配線部本体９６ｄ、プラグ配線９６
ｅ、分岐導電部９６ｆの横断面の形状は、相似形状とされていてもよいし、それぞれ異な
っていてもよく、例えば、貫通配線部本体９６ｄおよびプラグ配線９６ｅの横断面の形状
を円形とし、分岐導電部９６ｆの横断面の形状を矩形としてもよい。
【００６３】
　また、貫通分離部５２の横断面の形状は、貫通配線部本体９６ｄの外周面を取り囲むこ
とができ、貫通配線部本体９６ｄおよびプラグ配線９６ｅと上側のウエハ１ＷＡとの電気
的な接続を防止できればよく、貫通配線部本体９６ｄおよびプラグ配線９６ｅの横断面の
形状に応じて適宜決定することができ、特に限定されない。
【００６４】
　また、図２１に示す例においては、貫通配線部９２の配線側壁対９６ｂ、９６ｂは、２
つのコ字状形状の横断面（図２（ａ）参照）を有するものとされているが、配線側壁対９
６ｂ、９６ｂの横断面の形状は、図２（ａ）に示す例に限定されるものではなく、例えば
、図２（ｂ）～図２（ｄ）に示す形状としてもよい。
【００６５】
「他の例２」
　図２２は、本発明の貫通配線構造を他の例を説明するための図である。図２２に示す貫
通配線構造のように、環状形状の貫通分離部５を有する場合、バンプは、貫通分離部５の
環状形状内に配置されていてもよいが、図２２に示すバンプ２６ａのように、貫通分離部
５の環状形状内からはみ出していてもよい。
　図２２（ａ）は、バンプ２６ａが貫通分離部５の環状形状内からはみ出している場合の
上側のウエハ１ＷＡの貼り合わせ面３０ａ近傍のみを示した拡大縦断面図である。また、
図２２（ｂ）は、図２２（ａ）に示す縦断面図における貫通配線部９とバンプ２６ａとの
接続部分の横断面図（平面図）である。なお、図２２（ａ）に示す縦断面図は、図２２（
ｂ）のＣ－Ｃ線に対応しており、図２２（ｂ）に示す横断面図（平面図）は、図２２（ａ
）のＡ－Ａ線に対応している。
【００６６】
　図２２（ａ）および図２２（ｂ）に示す貫通配線部９は、長方形の横断面を有する２つ
の配線部９１、９１からなる。２つの配線部９１、９１は、平行に配置されている。各配
線部９１、９１は、貼り合わせ面３０ａから突出している貫通突出部９１ａを有している
。貫通突出部９１ａは、対向配置されて貼り合わせ面３０ａから下側のウエハ１ＷＢに向
かって延びる配線側壁対９１ｂ、９１ｂを有している。
【００６７】
　また、図２２（ａ）および図２２（ｂ）に示すように、貫通分離部５の横断面は、正方
形の環状形状とされており、貫通分離部５と貫通配線部９とが離間して配置され、貫通分
離部５が周囲に所定の寸法を隔てて貫通配線部９を取り囲む枠状の形状とされている。
　貫通分離部５は、図２２（ａ）および図２２（ｂ）に示すように、対向配置されて貼り
合わせ面３０ａから下側のウエハ１ＷＢに向かって延びる分離側壁対を有している。ここ
で、貫通分離部５は、正方形の環状形状であるので、分離側壁対は、第１分離側壁対５１
ａ、５１ａと、横断面において第１分離側壁対５１ａ、５１ａと直交する方向に配置され
た第２分離側壁対５１ｂ、５１ｂとを有している。
【００６８】
　図２２（ａ）に示すように、貫通配線部９の端部９ｃは、バンプ２６内に食い込んでお
り、貫通配線部９の配線側壁対９１ｂ、９１ｂの間に、バンプ２６が挟み込まれている。
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すなわち、貫通配線部９の端部９ｃがバンプ２６に突き当てられた状態で、端部９ｃがバ
ンプ２６に押し込まれることにより、バンプ２６が変形し、貫通配線部９の端部９ｃとバ
ンプ２６とが密着されて面接触されるとともに、貫通配線部９の側面とバンプ２６とが接
触されて広い接触面積が確保されている。
　また、バンプ２６は、貫通分離部５の第１分離側壁対５１ａ、５１ａと第２分離側壁対
５１ｂ、５１ｂとの間に挟み込まれている。
【００６９】
　図２２（ａ）および図２２（ｂ）に示す貫通配線構造においては、貫通分離部５がバン
プ２６ａ内に食い込んでおり、バンプ２６ａが貫通分離部５の環状形状内からはみ出して
いるが、貼り合わせ面３０ａと貼り合わせ面３０ｂとの間隔をバンプ２６ａの高さに対し
て十分広くして、貫通分離部５の環状形状内からはみ出したバンプ２６ａとウエハ１ＷＡ
とが接触しないようにされている。
【００７０】
　図２２に示す貫通配線構造は、下側のウエハ１ＷＢの主面上のバンプ２６ａ内に、上側
のウエハ１ＷＡの裏面の貫通配線部９の端部９ｃを食い込ませてバンプ２６ａと貫通配線
部９とを接触させて電気的に接続する工程において、貫通分離部５をバンプ２６ａ内に食
い込ませて、バンプ２６ａを貫通分離部５の環状形状内からはみ出させる方法により製造
できる。
【００７１】
　このような貫通配線構造においても、貫通配線部９の端部９ｃが、バンプ２６ａ内に食
い込んでいるものであるので、貫通配線部９の端部９ｃの底面および側面がバンプ２６ａ
と接触されてウエハ１ＷＡ，１ＷＢ間の電気的な接続における信頼性および安定性に優れ
たものとなる。
【００７２】
　また、図２２（ａ）および図２２（ｂ）に示す貫通配線構造においても、配線側壁対９
１ｂ、９１ｂの間に、バンプ２６ａが挟み込まれているものであるので、貫通配線部９と
バンプ２６ａとの接触面積が広いものとなり、貫通配線部９とバンプ２６ａとがより確実
に面接触されるものとなる。
　また、図２２（ａ）および図２２（ｂ）に示す貫通配線構造においては、第１分離側壁
対５１ａ、５１ａおよび第２分離側壁対５１ｂ、５１ｂの間（すなわち、貫通分離部５の
正方形の環状形状内）にバンプ２６ａが挟み込まれ、貫通分離部５がバンプ２６ａ内に食
い込んでいるものであるので、貫通分離部５によって貫通配線部９とバンプ２６ａとから
なる接続部が補強されるものとなり、ウエハ間の電気的な接続における信頼性および安定
性をより一層向上させることができる。
【００７３】
　また、図２２（ａ）および図２２（ｂ）に示す貫通配線構造においては、貫通分離部５
がバンプ２６ａ内に食い込んでいるものであるので、貫通配線部９の端部９ｃをバンプ２
６ａ内に食い込ませる際に、貫通分離部５と貫通配線部９との間のバンプ２６ａが貫通配
線部９側に向かって変形されたものとなる。このことにより、貫通配線部９とバンプ２６
ａとの実質的な接触面積が増大され、貫通配線部９とバンプ２６ａとのバンプ２６ａの厚
み方向の接触面積が十分に確保されるので、貫通配線部９とバンプ２６ａがより確実に面
接触されるものとなる。
【００７４】
「他の例３」
　図２３は、本発明の貫通配線構造を他の例を説明するための図である。図２３（ａ）は
、バンプ２６ａが貫通分離部５の環状形状内からはみ出している場合の上側のウエハ１Ｗ
Ａの貼り合わせ面３０ａ近傍のみを示した拡大縦断面図である。また、図２３（ｂ）は、
図２３（ａ）に示す縦断面図における貫通配線部９７とバンプ２６ａとの接続部分の横断
面図（平面図）である。なお、図２３（ａ）に示す縦断面図は、図２３（ｂ）のＣ－Ｃ線
に対応しており、図２３（ｂ）に示す横断面図（平面図）は、図２３（ａ）のＡ－Ａ線に
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対応している。
【００７５】
　図２３（ａ）および図２３（ｂ）に示す貫通配線部９７は、１つの四角柱状の形状を有
するものであるが、円柱状や多角柱状とされていてもよい。ここで、図２３（ｃ）に示す
横断面図（平面図）は、図２３（ａ）のＡ－Ａ線に対応しており、図２３（ａ）に示す縦
断面図は、図２３（ｃ）のＣ－Ｃ線に対応している。また、図２３（ｃ）に示す例におい
ては、貫通分離部５の形状が貫通配線部９８と同心円形の環状形状とされている。
【００７６】
　図２３（ａ）～図２３（ｃ）に示す貫通配線構造においては、貫通分離部５がバンプ２
６ａ内に食い込んでおり、バンプ２６ａが貫通分離部５の環状形状内からはみ出している
が、貼り合わせ面３０ａと貼り合わせ面３０ｂとの間隔をバンプ２６ａの高さに対して十
分広くして、貫通分離部５の環状形状内からはみ出したバンプ２６ａとウエハ１ＷＡとが
接触しないようにされている。
【００７７】
　図２３に示す半導体装置の貫通配線構造は、下側のウエハ１ＷＢの主面上のバンプ内に
、上側のウエハ１ＷＡの裏面の貫通配線部９７の端部９７ｃを食い込ませてバンプ２６ａ
と貫通配線部９７とを接触させて電気的に接続する工程において、貫通分離部５をバンプ
２６ａ内に食い込ませて、バンプ２６ａを貫通分離部５の環状形状内からはみ出させる方
法により製造できる。
【００７８】
　このような貫通配線構造においても、貫通配線部９７（９８）の端部９７ｃが、バンプ
２６ａ内に食い込んでいるものであるので、貫通配線部９７（９８）の端部９７ｃの底面
および側面がバンプ２６ａと接触されてウエハ１ＷＡ，１ＷＢ間の電気的な接続における
信頼性および安定性に優れたものとなる。
【００７９】
　また、図２３（ａ）～図２３（ｃ）に示す貫通配線構造においても、分離側壁対の間（
すなわち、貫通分離部５の図２３（ｂ）に示す正方形の環状形状内または図２３（ｃ）に
示す円形の環状形状内）にバンプ２６ａが挟み込まれ、貫通分離部５がバンプ２６ａ内に
食い込んでいるものであるので、貫通分離部５によって貫通配線部９７（９８）とバンプ
２６ａとからなる接続部が補強されるものとなる。
【００８０】
　また、図２３（ａ）～図２３（ｃ）に示す貫通配線構造においては、貫通分離部５がバ
ンプ２６ａ内に食い込んでいるものであるので、貫通配線部９７（９８）の端部９７ｃを
バンプ２６ａ内に食い込ませる際に、貫通分離部５と貫通配線部９７（９８）との間のバ
ンプ２６ａが貫通配線部９７（９８）側に向かって変形されたものとなる。このことによ
り、貫通配線部９７（９８）とバンプ２６ａがより確実に面接触されるものとなる。
【００８１】
「他の例４」
　図１８に示す貫通配線構造においては、図１に示すように、貫通分離部５１がバンプ２
６内に接触していないが、図２４に示すように、貫通分離部５１がバンプ２６内に食い込
んでいてもよい。なお、図２４に示す半導体装置の製造方法は、下側のウエハ１ＷＢの主
面上のバンプ２６内に、上側のウエハ１ＷＡの裏面の貫通配線部９２の端部９２ｃを食い
込ませてバンプ２６と貫通配線部９２とを接触させて電気的に接続する工程において、貫
通分離部５１をバンプ２６内に食い込ませること以外は図１８に示す半導体装置と同様で
あるので、製造方法の説明を省略する。
【００８２】
　図２４は、貫通配線構造を構成する上側のウエハ１ＷＡの貼り合わせ面３０ａ近傍のみ
を示した拡大縦断面図であり、図２５（ａ）は半導体装置の貫通配線部９２と貫通分離部
５１とバンプ２６のみを示した拡大横断面図である。なお、図２４に示す縦断面図は、図
２５（ａ）のＣ－Ｃ線に対応しており、図２５（ａ）に示す横断面図（平面図）は、図２
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４のＡ－Ａ線に対応している。
【００８３】
　このような貫通配線構造においても、貫通配線部９２の端部９２ｃが、バンプ２６内に
食い込んでいるものであるので、貫通配線部９２とバンプ２６とが確実に面接触され、ウ
エハ１ＷＡ，１ＷＢ間の電気的な接続における信頼性および安定性に優れたものとなる。
　また、貫通配線部９２の貼り合わせ面３０ａから突出している貫通突出部９２ａが、対
向配置されて貼り合わせ面３０ａから下側のウエハ１ＷＢに向かって延びる配線側壁対９
２ｂ、９２ｂを有し、配線側壁対９２ｂ、９２ｂの間に、バンプ２６が挟み込まれている
ものであるので、貫通配線部９２とバンプ２６との接触面積が十分に広いものとなる。
【００８４】
　また、図２４に示す貫通配線構造においては、貼り合わせ面３０ａに、貫通配線部９２
を構成する各配線部９２ｄ、９２ｄを取り囲む貫通分離部５１が貼り合わせ面３０ａから
突出して設けられ、貫通配線部９２の各配線部９２ｄ、９２ｄと貫通分離部５１とが一体
化されており、貫通配線部９２の端部９２ｃが、貫通分離部５１の端部から突出して形成
されているので、貫通配線部９２の端部９２ｃをバンプ２６内に食い込ませる際に、貫通
配線部９２が貫通分離部５１によって補強されることとなり、貫通配線部９２とバンプ２
６との接続をより確実に行うことができる。
【００８５】
　また、図２４に示す貫通配線構造においては、貫通分離部５１がバンプ２６内に食い込
んでいるので、貫通分離部５１をバンプ２６内に食い込ませる際に、配線部９２ｄ、９２
ｄ間のバンプ２６が貫通分離部５１によって下側のウエハ１ＷＢに向かって押し付けられ
て横方向に広げられる。その結果、貫通配線部９２とバンプ２６がより確実に接触する事
になり、より安定な面接触となる。
　さらに、図２４に示す貫通配線構造においては、貫通分離部５１がバンプ２６内に食い
込んでいるので、貫通分離部５１によって貫通配線部９２とバンプ２６とからなる接続部
が補強されるものとなる。
【００８６】
　なお、貫通配線部の横断面の形状は、図２５（ａ）に示す例に限定されるものではなく
、例えば、図２（ｂ）～図２（ｄ）にそれぞれ対応する図２５（ｂ）～図２５（ｄ）に示
す形状としてもよい。また、貫通配線部の横断面の形状は、図２５（ｅ）に示す形状であ
ってもよい。
【００８７】
　図２５（ｅ）は、貫通配線部９９およびバンプ２６のみを示した拡大横断面図である。
図２５（ｅ）に示す横断面図（平面図）は、図２４のＡ－Ａ線に対応しており、図２４に
示す縦断面図は、図２５（ｅ）のＣ－Ｃ線に対応している。
　図２５（ｅ）に示す貫通配線部９９は、長方形の横断面を有する２つの配線部９９ｄ、
９９ｄからなる。２つの配線部９９ｄ、９９ｄは、平行に配置されている。各配線部９９
ｄ、９９ｄの外周部は、貫通分離部５１に取り囲まれており、貫通分離部５１と貫通配線
部９９とが一体化されている。
【００８８】
　また、本発明の半導体装置の貫通配線構造においては、貫通配線部は、横断面の面積が
縦断面から見て一定であるものであってもよいが、貫通配線部の先端部は、縦断面から見
た横断面の面積が変化する形状とされていてもよい。例えば、貫通配線部の先端部が、下
側の基板１ＷＢに向かって徐々に横断面の面積の小さくなる形状とされている場合、貫通
配線部がバンプに食い込みやすくなり、好ましい。
【００８９】
「実験例」
　直径２００ｍｍ（８インチ）のシリコンからなる基板を用い、図２２に示す貫通配線構
造と同様にして、貫通分離部および貫通配線部が形成され、主面上にバンプ下地導体パタ
ーンとバンプとが形成されたウエハを形成した。なお、貫通配線部は、タングステンから
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なる平行に配置された縦５．６μｍ、横１．５μｍの長方形の横断面形状を有する２つの
配線部からなるものであり、貼り合わせ面から突出している貫通突出部の長さが４０μｍ
であった。
　このようなウエハを３枚積層し、図２６に示す各升目の位置において、各ウエハ間にお
ける貫通配線部とバンプとの接続を行い、３枚のウエハを貼り合わせ、図２６に示す試験
体とした。
【００９０】
　このような試験体を６個用意し、各試験体について、図２６に示す升目のうち、斜線部
分の升目の位置に配置された５８箇所を測定箇所とした。そして、上記測定箇所における
上側のウエハの貫通配線部と中間のウエハのバンプとの接続部について、電気的な接続に
おける電気抵抗値を測定し、３４８箇所の測定箇所のうちの３１０箇所について電気抵抗
値のデータを得た。このようにして得られた電気抵抗値は平均０．５Ω±０．２Ωであっ
た。
【００９１】
　また、上記の３１０箇所の電気抵抗値のデータを図２７に示す。図２７は、図２６に示
すウエハを構成する上側のウエハと中間のウエハとの電気的な接続部における電気抵抗値
の大きさと、接続部における電気抵抗値のばらつきを示したグラフであり、縦軸は頻度（
データ数）を示し、横軸は電気抵抗値を示している。
　図２７に示すように、図２６に示す試験体においては、ウエハ間の電気的な接続におけ
る電気抵抗値が十分に低く、電気抵抗値のバラツキも小さいことが確認できた。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】図１は、本発明の半導体装置を構成する電気信号接続部の形状を説明するための
図である。
【図２】図２は、本発明の半導体装置を構成する電気信号接続部の形状を説明するための
図である。
【図３】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図４】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図５】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図６】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図７】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図８】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図９】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図１０】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図１１】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図１２】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図１３】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図１４】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図１５】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図１６】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図１７】図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するための図である。
【図１８】図１８は、本発明の半導体装置の他の例を示した要部断面図である。
【図１９】図１９は、図１８に示す半導体装置の製造工程を説明するためのフロー図であ
る。
【図２０】図２０は、本発明の半導体装置の他の例を示した要部断面図である。
【図２１】図２１は、本発明の半導体装置を構成する電気信号接続部の形状を説明するた
めの図である。
【図２２】図２２は、本発明の半導体装置の他の例を説明するための図である。
【図２３】図２３は、本発明の半導体装置の他の例を説明するための図である。
【図２４】図２４は、本発明の半導体装置の他の例を説明するための図である。
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【図２５】図２５は、本発明の半導体装置の他の例を説明するための図である。
【図２６】実験例において用いた試験体を示した平面図である。
【図２７】図２７は、図２６に示すウエハを構成する上側のウエハと中間のウエハとの電
気的な接続における電気抵抗値の大きさと、電気抵抗値のばらつきを示したグラフである
。
【符号の説明】
【００９３】
　１ＷＡ、１ＷＢ、１ＷＣ…ウエハ、１ＳＡ，１ＳＢ，１ＳＣ…基板、２…分離部、２ａ
…分離溝、２ｂ、３、７…絶縁膜、５、５１、５２…貫通分離部（分離部）、５ａ…深い
分離溝、６…ＭＯＳ・ＦＥＴ（素子）、８ａ、８ｂ，８ｃ，８ｄ…層間絶縁膜、９、９２
、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９…貫通配線部（電気信号接続部）、９１ａ
、９２ａ…貫通突出部、９１ｂ、９２ｂ…配線側壁対、９ａ…空間、９ｃ、９２ｃ…端部
、１０…表面保護膜、１５ａ，１５ｂ，１５ｃ…配線、１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，１６ｄ
…プラグ、１７…開口部、２０…接着用シート、２１…ガラス支持基板、２５…バンプ下
地導体パターン、２６、２６ａ…バンプ（電気信号接続部）、３０…接着剤、ＲＡ，ＲＢ
…レジストパターン、３０ａ、３０ｂ…貼り合わせ面。
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