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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１または複数の電極および第１の枠構造が形成された第１の基板と、１または複数の電
極および第２の枠構造が形成された第２の基板とを含み、
　第１の枠構造は第１の基板に形成された１または複数の電極を取り囲み、第２の枠構造
は第２の基板に形成された１または複数の電極を取り囲み、
　第１の枠構造および第２の枠構造は、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｕまたはそれらの合金、Ｃｕ、ま
たはＮｉで形成され、
　第１の枠構造と第２の枠構造とが接合され、
　第１の枠構造と第２の枠構造との接合により、第１の基板が第２の基板に実装され、
　第１の基板上に形成された１または複数の電極の各々と第２の基板上に形成された対応
する１または複数の電極の各々とが、バンプを用いずに直接接触することによって電気的
接続され、
　第１の基板および第２の基板に形成された１または複数の電極が、第１の枠構造と第２
の枠構造とが接合されて形成された構造の内部に気密封止されている半導体装置。
【請求項２】
　第１の枠構造と第２の枠構造とが接合されて形成された構造の内部が真空である請求項
１記載の半導体装置。
【請求項３】
　第１の枠構造と第２の枠構造とが接合されて形成された構造の内部に窒素または不活性
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ガスまたはそれらの混合物のいずれかが封止されている請求項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　第１の基板上に形成された１または複数の電極の各々と第２の基板上に形成された対応
する１または複数の電極の各々とが接合されることなく、電極同士の接触によって電気的
接続が達成されている請求項１記載の半導体装置。
【請求項５】
　第１の基板および第２の基板上に形成された電極の表面上の酸化物および有機物が除去
されている請求項１記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、封止材料を用いることなく、枠構造により基板上に形成された電極を封止す
ることによって電極の劣化が防止され、高い信頼性を有する半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップを配線基板上へ実装して半導体装置を作製するには、半導体チップ
上のボンディングパッドと配線基板上のリード間を金属細線で結線して電気的に接続する
ワイヤーボンディング技術が用いられてきたが、近年、電子機器に対する小型化および軽
量化の要望や半導体素子の接続端子数の増大に対処するために、半導体チップの表面の電
極に突起電極（以下、「バンプ」という。）を形成し、フェースダウン方式で配線基板上
に直付けするフリップチップ実装技術が用いられている。
【０００３】
　このフリップチップ実装技術では、半導体チップ上に形成された複数の電極にハンダや
Ａｕなどの金属材料を用いてバンプを形成し、これら複数のバンプと配線基板上に形成さ
れた対応する複数の電極とを位置合わせをした後、加熱圧接する。半導体装置の信頼性を
高めるために、半導体チップと配線基板との間には、周囲環境からの悪影響、例えば、酸
素や水分による酸化から電極を保護するための封止樹脂として機能し、また、加熱圧接後
の冷却時に半導体チップと配線基板との熱膨張率差により生じた熱応力でバンプが破壊す
ることを防止する熱応力緩衝材として機能するアンダーフィル材が供給される。
【０００４】
　アンダーフィル材の供給方法としては、バンプを形成した半導体チップを配線基板に加
熱圧接した後に液状の樹脂を半導体チップと配線基板との間に充填する方法と、液状の樹
脂や樹脂フィルムを先に基板に供給した後、半導体チップを配線基板に接合する方法があ
る。
【０００５】
　しかしながら、いずれの方法でも、アンダーフィル材を供給する工程が必要であり、ア
ンダーフィル材の保管や使用期限の制約もあることから、作業効率の低下やコストの上昇
等の問題があった。
　また、環境負荷をいかに低減するかという観点から、エレクトロニクスにおける実装基
板などの多くの部品を接合した製品から部品を分解回収して、リサイクルすることが課題
となっているが、アンダーフィル材を使用した場合、分解時にアンダーフィル材の除去が
困難であった。
【０００６】
　さらに、半導体装置の薄型化にともない、半導体チップと配線基板との間隔が狭くなり
、基板上に形成される配線間の狭ピッチ化が進むにつれ、樹脂を配線間に十分に充填する
ことが困難になってくる。
　そこで、アンダーフィル材のごとき樹脂を使用せずに、半導体チップおよび配線基板上
の電極の劣化を防止し、半導体チップと配線基板との間の熱応力を緩衝して、半導体装置
の信頼性を確保する手段を検討する必要がある。
【０００７】
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　アンダーフィル材を使用せずに、バンプを有する半導体チップと配線基板との間の熱応
力を緩衝する手段として、例えば、特許第３１１６９２６号明細書（特許文献１）には、
半導体チップに形成されたバンプの周囲下部に低弾性層を設けて熱応力を緩衝する構造が
開示されている。
　また、バンプ自体に弾力性を付与して熱応力を緩衝することも行われている。例えば、
特開平１１－２１４４４７号公報（特許文献２）や特開２００１－１５６０９１号公報（
特許文献３）には、ハンダバンプ内部にボイドを形成することによって熱応力を緩衝する
構造が開示されている。特開平１１－２３３６６９号公報（特許文献４）には、ポリイミ
ドやアクリル等の感光樹脂よりなるコアにＮｉメッキ等を施したバンプを形成し、樹脂の
弾力性を利用して熱応力を緩衝する構造が開示されている。特開２００１－３２０１４８
号公報（特許文献５）には、ハンダ接合部にＵ字型の弾性部材を用いて、集積回路と実装
基板との間に発生する熱応力を緩衝する構造が開示されている。
【０００８】
　さらに、１０μｍピッチを下回る微細な接合では、バンプ接続が困難になり、また、接
合部に異種材料が存在すると接合時の拡散反応によって接合部の材質が変化して信頼性を
確保できなくなるので、接合部から異種材料を排除して半導体チップ上に形成された電極
と配線基板上に形成された電極とを直接接触させるバンプレス構造を採用する必要がでて
くる。
　同じ材質の基板同士を接合する場合（例えば、Ｓｉチップ同士を接合する場合やＳｉチ
ップをＳｉインターポーザ基板へ実装する場合）には、熱応力の発生を考慮する必要はな
いが、異なる材質の基板を接合する場合（例えば、Ｓｉチップをプリント配線基板の樹脂
基板へ実装する場合）、バンプレス構造において接合部にかかる応力は２つの基板の両者
の変形により緩衝することとなるため、基板自体が弾力性を有するように基板をできる限
り薄型化する。
　現在、厚さ５０μｍの薄型Ｓｉウェハーが大量生産され、さらに３０μｍ以下の厚さの
ウェハーが開発されている。
【０００９】
　しかしながら、上記の従来の技術においては、アンダーフィル材を用いることなく、ア
ンダーフィル材の有する応力緩衝機能を達成することはできるが、電極の劣化を防止する
封止機能についての検討はされていない。
　さらに、エレクトロニクスの分野において、リペア、リワークという歩留りの向上に関
わる短期的視点からの課題およびリサイクル、リユースといった循環経済社会における製
造業の根幹に関わる長期的な視点からの課題として、分離可能な実装技術の開発が重要視
されつつあるが、従来の実装技術では、半導体チップの電極と配線基板の電極とを接合す
ることによって半導体装置を作製しているので、半導体チップを配線基板から分離したと
きに電極が破損して、半導体チップや配線基板を再利用することが困難であった。
【００１０】
【特許文献１】特許第３１１６９２６号明細書
【特許文献２】特開平１１－２１４４４７号公報
【特許文献３】特開２００１－１５６０９１号公報
【特許文献４】特開平１１－２３３６６９号公報
【特許文献５】特開２００１－３２０１４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、半導体チップが配線基板に実装された半導体装置であって、
封止樹脂を用いることなく、高い信頼性を有する半導体装置を提供することにあり、さら
に、高い信頼性を保持しつつ、半導体チップと配線基板とを容易に分離することが可能な
半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　本発明は、１または複数の電極が形成された第１の基板と、１または複数の電極が形成
された第２の基板と、枠構造とを含み、
　第１の基板上に形成された１または複数の電極の各々が第２の基板上に形成された対応
する１または複数の電極の各々に電気的接続し、
　枠構造が第１および第２の基板上に形成された電極を取り囲み、これによってこれらの
電極が気密封止され、
　第１の基板と第２の基板とが枠構造を介して接合されている半導体装置を提供する。
【００１３】
　本発明において、第１の基板および第２の基板の組合せには、Ｓｉ基板－Ｓｉ基板（半
導体チップ同士、半導体チップとインターポーザ）、Ｓｉ基板－プリント配線基板（フレ
キシブル基板も含む。）、Ｓｉ基板－化合物半導体基板（ＧａＡｓ、ＩｎＰ等の基板）、
化合物半導体基板とプリント配線基板の組合せ等が含まれる。上記組み合わせにおいて、
いずれの基板を第１の基板としてもよい。
【００１４】
　本発明の半導体装置において、この枠構造内部は真空であるか、または、その内部に窒
素または不活性ガスまたはそれらの混合物のいずれかが封止されている。これにより、半
導体チップおよび配線基板上に形成された電極が酸素や水分により劣化しないように保護
して、電気的接続の破壊を防止する。
　本発明において「真空」とは、大気圧よりも低い圧力状態を意味する。また、「不活性
ガス」として、アルゴン等の希ガスが挙げられる。
【００１５】
　本発明による半導体装置は、第１の基板上に形成された１または複数の電極の各々と第
２の基板上に形成された対応する１または複数の電極の各々とが接合されることなく、電
極同士の接触によって電気的接続が達成されていることを特徴とする。
　さらに、本発明の半導体装置は、枠構造が第１の基板および第２の基板の少なくとも一
方の基板に分離可能に接合されていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の半導体装置において、半導体チップ上に形成された電極と配線基板上に形成さ
れた電極とが接合されずに電極同士の接触で電気的接続が達成されているので、半導体チ
ップと配線基板とを枠構造を介して分離可能に接合すれば、電極を破損せずに容易に分解
することができ、半導体装置のリペアやリサイクルなどを行うのに有利である。
　また、上記したごとく、本発明の半導体装置において、電極が枠構造により気密封止さ
れているので、半導体チップの電極と配線基板の電極とが単に接触によって電気的接続さ
れている場合であっても、酸素や水分によって電極の接触部が劣化して電気的接続が破壊
されることがない。
【００１７】
　枠構造を接合する方法は、枠構造や枠構造を接合する基板の材質に依存するが、枠構造
を分離可能に接合できれば、いずれの接合方法を用いてもよい。例えばハンダ材により枠
構造を接合することができる。
【００１８】
　かくして、配線基板から半導体チップを分離する際に電極を破損することがなく、前記
配線基板やチップを再利用することが可能となる。
【００１９】
　本発明の半導体装置において、第１の基板および第２の基板上に形成された電極の表面
を清浄化処理することができる。
　本発明において、電気的接続を接触により達成しているので、接触抵抗を下げるために
、接触表面上の酸化物や吸着した有機物等を除去して、接触表面を清浄化することが有効
である。
　清浄化すべき接触表面に、真空中でプラズマ、加速したイオンビームや高速原子ビーム
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（ＦＡＢ）またはラジカルビームやレーザなどのエネルギー波を照射することによって、
酸化物や有機物等を除去する。この清浄化処理は、真空中で上記エネルギー波を所定の領
域に照射することができる装置であればいずれの装置を用いても行うことができる。
【００２０】
　本発明による第１の実施形態の半導体装置は、第１の基板上に形成された１または複数
の電極の各々と第２の基板上に形成された対応する１または複数の電極の各々とが、弾力
性を有するバンプを介して電気的接続されていることを特徴とする。
【００２１】
　通常、基板上の電極にバンプを形成するとバンプ高さにバラツキが生じる。気密封止用
の枠構造を有しない従来の半導体装置の場合には、バンプと対応する電極とをハンダ接合
することによって電気的接続を達成するために、バンプ高さのバラツキはハンダ層の厚み
により吸収される。
　一方、本発明による半導体装置は、枠構造を基板に接合するため、バンプ高さにバラツ
キがあると、充分な気密封止を確保しつつ、バンプと対応する電極との電気的接続を達成
することができない。しかしながら、枠構造とバンプとではパターンが異なるため、平坦
化処理でそれらの高さを揃えることが困難である。さらに、１の基板上で枠構造とバンプ
の高さを揃えることができたとしても、他方の基板上の電極表面と枠構造に対応するパタ
ーン面の高さに差異があれば、枠構造とバンプの高さを理想的な高さに揃えて、充分な気
密封止および確実な電気的接続を達成することは困難である。
【００２２】
　そこで、本発明の第１の実施形態の半導体装置においては、弾力性を有するバンプを用
い、この弾力性によりバンプ高さのバラツキを吸収する。
　また、本発明によれば、枠構造を基板に接合すると、弾力性を有するバンプは圧縮され
て対応する電極に接触するので、バンプを対応する電極に接合しなくても、電気的接続を
達成することが可能である。なお、枠構造を基板に接合することによって半導体装置を構
成するので、従来の半導体装置のようにバンプを対応する電極に接合しなくても、半導体
装置を構成することができる。
【００２３】
　この第１の実施形態において、上記の弾力性を有するバンプのばね定数は、例えば、１
０００Ｎ／ｍ以下のごとく小さいことを特徴とする。バンプのばね定数が小さいので、半
導体チップを配線基板に実装する際にバンプが圧縮されたとき、バンプの反作用により半
導体チップおよび配線基板上に形成された電極に加わる応力が低減し、電極下部に形成さ
れた配線層にダメージを与えることがなく、電極半導体装置の信頼性をさらに向上させる
ことができる。
【００２４】
　本発明による第２の実施形態の半導体装置は、第１の基板上に形成された１または複数
の電極の各々と第２の基板上に形成された対応する１または複数の電極の各々とが、バン
プレス構造により電気的接続されていることを特徴とする。
【００２５】
　電極が高密度化／微細化すると、第１の実施形態で用いたようなバンプを形成すること
は非常に困難である。また、接合時の拡散反応による材質変化を防止して信頼性を確保す
るためには、電極間から異種材料を排除することが好ましい。
【００２６】
　そこで、本発明の第２の実施形態の半導体装置においては、バンプを用いずに直接電極
同士を接触させることによって、電気的接続を達成する。
　この実施形態においては、枠構造と電極の高さを化学的機械研磨等の技術を用いて平坦
化処理で揃えることができるので、充分な気密封止を確保しつつ、確実な電気的接続を達
成することが可能である。
【００２７】
　この第２の実施形態において、第１の基板および第２の基板の少なくとも一方の基板の
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厚さ、または第１の基板および第２の基板の両方の基板の厚さを５０μｍ以下とする。
【００２８】
　第２の実施形態では、第１の実施形態とは異なり、２つの基板上に形成された電極の間
の接触部がバンプレス構造で構成されているため、２つの基板間の熱膨張率差に起因する
熱応力は基板の変形で緩衝することになる。したがって、半導体装置の信頼性を確保する
ために、基板をできる限り薄型化する必要がある。また、電極同士を直接接触させるため
、電極高さに分布がある場合でも、基板を薄型化すれば基板自体が弾力性を有することと
なり、電極同士の直接接触を保証することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、半導体チップおよび配線基板上に形成された電極を取り囲む枠構造を
形成し、この枠構造により電極を気密封止するので、封止樹脂を用いることなく電極の劣
化を防止することができ、高い信頼性を有する半導体装置を得ることが可能である。
　さらに、電極同士を接合せずに電極間の接触だけで電気的接続を達成し、さらに、上記
の枠構造を分離可能に基板に接合するので、基板の分離が容易になり、再利用が可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
第１の実施形態：
　本発明による第１の実施形態の半導体装置は、第１の基板を第２の基板に実装すること
によって作製され、第１の基板上に形成された電極と第２の基板上に形成された電極とが
、バンプを介して電気的接続していることを特徴とする。
【００３１】
　具体例として、Ｓｉ基板を用いた半導体チップとＳｉ基板を用いたインターポーザとを
バンプ接続した半導体パッケージが挙げられる。
　図１（ａ）に示すように、半導体チップ１のＳｉ基板１０上には、通常の材料および方
法を用いて、１または複数の電極１１およびその他の回路（図示せず）が形成されている
。
　図１（ｂ）に示すように、インターポーザ２のＳｉ基板２０上には、１または複数の電
極２１およびその他の回路（図示せず）が形成されている。さらに、１または複数の電極
２１を取り囲む枠構造２３が形成されている。
　図２に示すように、１または複数の電極２１の各々には弾力性を有するバンプ２２が接
合されている。Ｓｉ基板１０上に形成された複数の電極１１の配置はＳｉ基板２０上に形
成された複数の電極の配置と対応しているので、枠構造２３をＳｉ基板１０に接合して半
導体チップ１をインターポーザ２に実装すると、Ｓｉ基板１０上に形成された１または複
数の電極１１の各々がＳｉ基板２０上に形成された対応するバンプ２２の表面に接触して
、電気的接続が達成される。
　ここで、「対応する」とは、第１の基板を第２の基板に実装したとき、第１の基板上に
形成された電極と第２の基板上に形成された電極とが電気的接続し得る位置関係にあるこ
とをいう。
【００３２】
　図３は、インターポーザ２に形成された１組の電極およびバンプの断面図である。イン
ターポーザ２は、Ｓｉ基板２０上に、通常の材料および方法を用いて、電極２１およびそ
の他の回路を形成し、電極２１の上に電気的接続するための領域以外の領域に保護膜２４
を形成することによって作製する。
【００３３】
　電極２１上に直接バンプ２２を形成することもできるが、電極２１とバンプ２２との間
での組成物の拡散防止や接着強度を向上させる目的で中間層２５を電極２１上に形成し、
その上にバンプ２２を形成することが好ましい。
【００３４】
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　弾力性を有するバンプは、従来の方法、例えば、リソグラフィー技術を用いて基板に形
成された電極上に積層することによって、または、バンプを別個に作製し、従来の接合技
術または上記した常温接合技術を用いて基板に形成された電極上に接合することによって
、バンプを電極上に形成することができる。
【００３５】
　また、本発明において、弾力性を有すればいずれの形状のバンプも用いることができる
。例えば、図３（ａ）に示すばねバンプ２２１、図３（ｂ）および（ｃ）に示す樹脂コア
バンプ２２２および２２３、図３（ｄ）に示す中空バンプ２２４等を用いることができる
。
　図３（ａ）は、１つの具体例としてクランク形状のばね構造体を有するばねバンプ２２
１を示しているが、Ｕ字型やらせん状のばね構造体を用いることができる。図３（ｂ）は
、樹脂コアバンプの１つの具体例を示す。樹脂コアバンプ２２２は、樹脂コア２２２ａを
電極２１上に配置し、その上に導電性被膜２２２ｂを形成して電気的接続を可能とする。
また、図３（ｃ）は、樹脂コアバンプのもう一つの具体例を示す。この樹脂コアバンプ２
２３は、複数の樹脂ビーズ２２３ａが導電体２２３ｂ中に分散した構造を有している。図
３（ｄ）は、中空バンプの１つの具体例を示す。この中空バンプ２２４は、導電体のバン
プの内部にボイドが形成された構造を有している。
【００３６】
　具体的には、中間層２５上に、ポリイミド感光性樹脂を用いて樹脂コア２２２ａを形成
し、電極２１と電気的接続を可能にするために、樹脂コア２２２ａの周囲にＮｉメッキに
より導電性被膜２２２ｂを形成して樹脂コアバンプ２２２を形成する。
【００３７】
　また、枠構造２３は、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｕまたはそれらの合金、Ｃｕ、またはＮｉ等、メ
ッキで厚膜形成できる材料で形成することができる。また、枠構造形成後、その表面を接
合しやすい材料で被覆することもできる。
　枠構造２３の接合は、加熱接合、常温接合等の技術を用いて適宜行うことができる。例
えば、枠構造２３をＮｉメッキにより形成した場合、ハンダ付けによりＳｉ基板１０に接
合することができる。
【００３８】
　図２に図示するように、Ｓｉ基板２０上に形成された枠構造２３をＳｉ基板１０に接合
したときに、バンプ２２の表面がＳｉ基板１０上に形成された電極１１に接触して電気的
接続を達成するように、枠構造２３の高さを調整する。そのためには、例えば、電極１１
、バンプ２２および電極２１の高さの総和が枠構造２３の高さよりもわずかに高くなるよ
うに設定する。かくして、半導体チップ１をインターポーザ２に実装したとき、バンプ２
２が圧縮され、バンプ２２の表面が基板上の電極に接触して、電気的接続が達成される。
【００３９】
　従来技術により基板上に複数のバンプを接合したとき、バラツキによる基板内のバンプ
高さの最大差は約１μｍであるので、半導体チップを複数のバンプが接合された配線基板
に実装して、複数のバンプのすべてを電極に接触させるためには、最も高いバンプを少な
くとも１μｍ圧縮することになる。このとき、従来のバンプを用いた場合、圧縮されたバ
ンプの反作用により半導体チップおよび配線基板上に形成された電極パッド当りに加わる
応力は約５０ｇｆであるが、半導体装置の小型化、薄型化の進行に伴い半導体チップや配
線基板が薄型化された場合、前記応力が電極パッドに加われば半導体装置の故障につなが
るため、電極パッドに加わる応力を小さくする必要がある。
【００４０】
　そこで、本発明において、複数のバンプおよび枠構造の高さの最大差を１μｍ以内とす
る。すなわち、半導体チップ１をインターポーザ２に実装したとき、最も高いバンプの最
大圧縮量が１μｍになる。ここで、電極パッド当り加わる最大許容圧力を例えば１ｇｆに
設定した場合、許容されるバンプのばね定数ｋは、１ｇｆ／１μｍ＝１０００Ｎ／ｍとな
る。
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　すなわち、本発明において、バンプのばね定数が１０００Ｎ／ｍ以下であることが好ま
しい。
　バンプのばね定数が小さいことにより、半導体チップを配線基板に実装してバンプを圧
縮したとき、バンプの反作用により半導体チップおよび配線基板上に形成された電極に加
わる応力を低減できるので、電極下部に形成された配線層にダメージを与えることがなく
、半導体装置の信頼性をさらに向上させることができる。
【００４１】
　枠構造２３をＳｉ基板１０に接合すると、Ｓｉ基板１０およびＳｉ基板２０上に形成さ
れた電極は枠構造２３により気密封止され、枠構造内部に空間３０が形成される。空間３
０は真空、すなわち、大気圧よりも低い圧力状態に維持される。あるいは、空間３０には
、電極と反応しないガス、例えば、窒素または、アルゴン等の不活性ガスまたはそれらの
混合物が封止される。
　電極の周囲は真空であるかまたは電極と反応しないガス雰囲気であるので、電極が劣化
して、電気的接続が破壊されることがない。
【００４２】
　これらのバンプ２２の表面がＳｉ基板１０上に形成された対応する複数の電極１１の各
々に接触するように位置合わせをした後、Ｓｉ基板２０上に形成された枠構造２３を半導
体チップ１０に接合することによって半導体チップ１をインターポーザ２に実装して、図
２に示す第１の実施形態の半導体装置を作製する。
【００４３】
　この実施形態において、真空中でアルゴン高速原子ビームを照射することができる洗浄
装置（図示せず）中で、Ｓｉ基板１０上の電極１１の表面およびＳｉ基板２０上に形成し
た樹脂コアバンプ２２２の表面にアルゴン高速原子ビームを照射することによって表面上
の酸化物や有機物等の付着物を除去して、これらの表面を清浄化することができる。
　これにより、電極間の接触抵抗が低減される。
【００４４】
　この実施形態において、Ｓｉ基板１０上に枠構造１２を形成し、この枠構造１２をＳｉ
基板２０に接合することもできるし、枠構造をＳｉ基板１０およびＳｉ基板２０の両方の
基板上に形成し、２つの枠構造同士を接合してもよい。また、弾力性を有するバンプ１２
をＳｉ基板１０上に形成された電極１１に形成し、バンプ１２とＳｉ基板２０上に形成さ
れた電極２１とを接触させることによって電気的接続を達成することもできる。
【００４５】
第２の実施形態：
　本発明による第２の実施形態の半導体装置は、第１の基板を第２の基板に実装すること
によって作製され、第１の基板上に形成された電極と第２の基板上に形成された電極とが
、バンプレス構造により電気的接続していることを特徴とする。
【００４６】
　具体例として、Ｓｉ基板を用いた半導体チップとＳｉ基板を用いたインターポーザとを
バンプレス接続した半導体パッケージが挙げられる。
　図４に示すように、半導体チップ１のＳｉ基板１０上には、通常の材料および方法を用
いて、１または複数の電極１１およびその他の回路が形成されている。より具体的には、
Ｓｉ基板１０上には、半導体素子の配線層１６が形成され、その上に絶縁層１７が形成さ
れている。さらに、この上に導電金属等よりなる接地配線層１８が形成されている。
　絶縁層１７および接地配線層１８には、配線層１６に達するスルーホールが形成され、
このスルーホール内に形成された接続配線により電極１１は配線層１６と電気的接続して
いる。
【００４７】
　また、接地配線層１８には、絶縁層１７に達するスルーホールが形成され、このスルー
ホール内に形成された枠構造１３により１または複数の電極１１が取り囲まれている。
　これらの枠構造１３は、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｕまたはそれらの合金、Ｃｕ、またはＮｉ等、
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メッキで厚膜形成できる材料で形成することができる。
　また、枠構造１３の表面を接合しやすい材料で被覆することもできる。
【００４８】
　インターポーザ２のＳｉ基板２０上にも、半導体チップ１と同様に、半導体素子の配線
層２６、絶縁層２７および接地配線層２８が形成され、さらに、１または複数の電極２１
を取り囲む枠構造２３が形成されている。
【００４９】
　Ｓｉ基板１０上に形成された複数の電極１１の配置はＳｉ基板２０上に形成された複数
の電極２１の配置と対応しているので、枠構造２１と枠構造２３とを接合して半導体チッ
プ１をインターポーザ２に実装すると、Ｓｉ基板１０上に形成された１または複数の電極
１１の各々がＳｉ基板２０上に形成された対応する１または複数の電極２１の各々に接触
して、電気的接続が達成される。
【００５０】
　枠構造同士の接合は、加熱接合、常温接合等の技術を用いて適宜行うことができる。例
えば、枠構造１３および２３をＮｉメッキで形成した場合、ハンダ付けにより枠構造同士
を接合することができる。
【００５１】
　また、第２の実施形態において、第１の基板および第２の基板の少なくともいずれか一
方の基板、望ましくは両方の基板の厚さをできる限り薄型化し、基板自体に弾力性を付与
する。これにより、複数の電極１１の各々と複数の電極２１の各々との接触を保証するこ
とができ、また、２つの基板の材質が異なる場合であっても、熱応力を緩衝することがで
きるので、半導体装置の信頼性を向上させることができる。例えば、基板の厚さを５０μ
ｍ以下、好ましくは、３０μｍ以下とする。
【００５２】
　枠構造１３と枠構造２３とを接合すると、電極１１および２１は枠構造により気密封止
され、枠構造内部に空間３０が形成される。空間３０は真空、すなわち、大気圧よりも低
い圧力状態に維持される。あるいは、空間３０には、電極と反応しないガス、例えば、窒
素または、アルゴン等の不活性ガスまたはそれらの混合物が封止される。
　電極の周囲は真空であるかまたは電極と反応しないガス雰囲気であるので、電極が劣化
して、電気的接触が破壊されることがない。
【００５３】
　この実施形態において、真空中でアルゴン高速原子ビームを照射することができる洗浄
装置（図示せず）中で、Ｓｉ基板１０上の電極１１の表面およびＳｉ基板２０上に形成し
た電極２１表面にアルゴン高速原子ビームを照射することによって表面上の酸化物や有機
物等の付着物を除去して、これらの表面を清浄化することができる。これにより、電極間
の接触抵抗が低減される。
【００５４】
　この実施形態において、Ｓｉ基板１０上にのみ枠構造１３を形成し、この枠構造１３を
Ｓｉ基板２０に接合することもできるし、Ｓｉ基板２０上にのみ枠構造２３を形成し、こ
の枠構造２３をＳｉ基板２０に接合することもできる。
【００５５】
　本発明の半導体装置およびその製造方法について代表例を用いて説明してきたが、上記
説明は単に本発明を例示するものであり、本発明を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の半導体装置に用いる半導体チップ（ａ）およびインターポーザ（ｂ）の
上面図。
【図２】本発明の第１の実施形態の半導体装置の実装工程を説明する概略図。
【図３】本発明の半導体装置に用いる弾力性を有するバンプの断面図。
【図４】本発明の第２の実施形態の半導体装置を構成する２つの基板の断面図。
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【符号の説明】
【００５７】
１・・・半導体チップ、
１０・・・Ｓｉ基板、
１１・・・電極、
１３・・・枠構造、
１６・・・配線層、
１７・・・絶縁層、
１８・・・接地配線層、
２・・・インターポーザ、
２０・・・Ｓｉ基板、
２１・・・電極、
２２・・・バンプ、
２２１・・・ばねバンプ、
２２２、２２３・・・樹脂コアバンプ、
２２４・・・中空バンプ、
２３・・・枠構造、
２４・・・中間層、
２５・・・保護膜、
２６・・・配線層、
２７・・・絶縁層、
２８・・・接地配線層、
３０・・・空間。

【図１】 【図２】
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