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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の対象物と第２の対象物との位置合わせを行うアライメント装置であって、
　前記第１の対象物を保持する第１の保持部と、
　前記第２の対象物を保持する第２の保持部と、
　前記第１の保持部に保持された前記第１の対象物と前記第２の保持部に保持された前記
第２の対象物とが第１の方向に離間して配置された状態において前記第１の対象物と前記
第２の対象物との間隙に対して挿脱可能に設けられる複数の光路変更手段と、
　撮像部と、
　前記撮像部と前記複数の光路変更手段とを相対的に移動することによって、前記第１の
対象物に関する光像が前記複数の光路変更手段のうちの第１の光路変更手段を介して前記
撮像部に到達する第１の状態と、前記第２の対象物に関する光像が前記複数の光路変更手
段のうち第２の光路変更手段を介して前記撮像部に到達する第２の状態とを切り換える切
換制御手段と、
　前記第１の状態にて前記撮像部により取得される第１の撮影画像と前記第２の状態にて
前記撮影部により取得される第２の撮影画像とに基づいて、前記第１の方向に略垂直な方
向における前記第１の対象物と前記第２の対象物との相対位置関係を算出する算出手段と
、
を備えることを特徴とするアライメント装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載のアライメント装置において、
　前記第１の光路変更手段と前記第２の光路変更手段とは、前記第１の方向と異なる第２
の方向に配列され、
　前記切換制御手段は、前記撮像部の移動を伴うことなく前記第１の光路変更手段と前記
第２の光路変更手段とを前記第２の方向に移動することによって、前記第１の状態と前記
第２の状態とを切り換えることを特徴とするアライメント装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のアライメント装置において、
　前記第１の光路変更手段と前記第２の光路変更手段とは、前記第１の方向に配列され、
　前記切換制御手段は、前記第１の光路変更手段の移動と前記第２の光路変更手段の移動
とを伴うことなく前記撮像部を前記第１の方向に移動することによって、前記第１の状態
と前記第２の状態とを切り換えることを特徴とするアライメント装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のアライメント装置において、
　前記第１の光路変更手段は、第１の反射面を有し、
　前記第２の光路変更手段は、第２の反射面と第３の反射面とを有し、
　前記第１の対象物に関する光像は、前記第１の対象物上での所定の向きが前記撮像部上
での前記第１の方向における第１の向きに対応するように、前記第１の反射面で反射され
て前記撮像部に到達し、
　前記第２の対象物に関する光像は、前記第２の対象物上での前記所定の向きが前記撮像
部上での前記第１の方向における前記第１の向きに対応するように、前記第２の反射面と
第３の反射面とで反射されて前記撮像部に到達することを特徴とするアライメント装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載のアライメント装置において、
　前記複数の光路変更手段が前記間隙から退避した後に、前記第１の保持部と前記第２の
保持部とを前記第１の方向において相対的に移動して、前記第１の対象物と前記第２の対
象物との両対象物を接近させる移動手段と、
　前記両対象物が近接あるいは接触した第３の状態において、前記両対象物に関する光像
を前記撮像部に向けて進行させる第３の光路変更手段と、
　前記第３の状態にて前記撮像部により取得される第３の撮影画像に基づいて、前記両対
象物の位置ずれ計測に関する調整パラメータを取得するキャリブレーション手段と、
をさらに備えることを特徴とするアライメント装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のアライメント装置において、
　前記第３の光路変更手段は、前記第１の保持部および前記第２の保持部のうちのいずれ
か一方の移動動作に連動して移動することを特徴とするアライメント装置。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載のアライメント装置において、
　前記撮像部と光軸を共有し前記両対象物に光を照射する同軸照明系、
をさらに備え、
　前記両対象物の少なくとも一方は、前記同軸照明系の光源からの光を透過する透光性部
材であり、
　前記第３の状態にて前記同軸照明系から出射された光は、前記第３の光路変更手段によ
る進路変更を伴って前記両対象物に向けて進行した後、前記透光性部材における透過を伴
って前記両対象物を照射するとともに、前記両対象物にそれぞれ設けられた各マーク部分
にて反射され、
　前記各マーク部分での反射光を含む前記両対象物に関する光像は、前記第３の光路変更
手段による進路変更を伴って前記撮像部に向けて進行することを特徴とするアライメント
装置。
【請求項８】
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　請求項５または請求項６に記載のアライメント装置において、
　前記両対象物に光を照射する光源と、
　前記光源からの光を前記両対象物に向けて反射する第４の光路変更手段と、
をさらに備え、
　前記両対象物は、いずれも、前記光源からの光を透過する透光性部材であり、
　前記第３の状態にて前記光源から出射された光は、前記第４の光路変更手段による進路
変更を伴って前記両対象物に向けて進行した後、前記両対象物を照射するとともに、前記
両対象物にそれぞれ設けられた各マーク部分での遮蔽を伴いつつ前記両対象物を透過して
進行し、
　前記両対象物を透過して進行する光像は、前記第３の光路変更手段による進路変更を伴
って前記撮像部に向けて進行することを特徴とするアライメント装置。
【請求項９】
　請求項５ないし請求項８のいずれかに記載のアライメント装置において、
　前記調整パラメータは、前記第１の撮影画像および前記第２の撮影画像に基づいて前記
相対位置関係として算出される第１の位置誤差と、前記第３の撮影画像に基づいて取得さ
れる前記両対象物の相対位置関係である第２の位置誤差とに基づいて算出されることを特
徴とするアライメント装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載のアライメント装置において、
　前記第３の撮影画像は、前記第１の撮影画像および前記第２の撮影画像の取得後におい
て、前記第１の方向に略垂直な方向における前記両対象物の駆動動作を伴うことなく、取
得され、
　前記調整パラメータは、前記第１の位置誤差と前記第２の位置誤差との差分値として取
得されることを特徴とするアライメント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの対象物の位置合わせを行うアライメント装置（接合装置等）に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　２つの対象物の位置合わせを行うアライメント装置の１つとして、チップボンディング
装置が存在する。当該チップボンディング装置は、基板上に半導体チップ（以下、単にチ
ップとも称する）を位置決めして配置し、基板に対して当該チップをボンディングする装
置である。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、上方のボンディングツールに保持されたチップに対して、下
方のボンディングステージに支持された基板の位置を水平方向に移動し、チップと基板と
を精密に位置決めした状態で、ボンディングツールを下降させるチップボンディング装置
が記載されている。
【０００４】
　詳細には、特許文献１に記載されたチップボンディング装置は、２視野カメラ（上下方
向を同時に観察する２台のカメラ）を備えており、当該２視野カメラによって、上方のチ
ップと下方の基板との両者に関する画像をそれぞれ取得して水平方向における当該両者の
位置ずれを認識する。そして、当該両者の位置ずれ（Ｘ，Ｙ，θの各方向のずれ）を低減
するようにボンディングステージが水平面に沿って移動されることによって、チップが基
板に対して正確に位置決めされる。その後、ボンディングツールが鉛直方向（Ｚ方向）に
下降することによって、チップが基板にボンディング（例えば熱圧着）される。
【０００５】
　このような装置によれば、チップと基板との両者の相対的な位置ずれ量がボンディング
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直前に測定されるので、当該両者の位置合わせを正確に行うことが可能である。
【０００６】
　なお、特許文献１においては、上記の２視野カメラとは別に設けられた１視野カメラ（
１台のカメラ）をさらに用いて、位置ずれ計測に関するキャリブレーションを行うことな
ども記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－２６９２４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の特許文献１に記載されるように、２視野カメラ、すなわち合計２台のカメラ（撮
像部）を用いることによれば、チップと基板との両者の相対位置関係（具体的には、Ｘ方
向、Ｙ方向およびθ方向のずれ）を求めること、ひいては当該両者を正確に位置決めする
ことが可能である。
【０００９】
　しかしながら、当該両者の相対位置関係を調整するために複数のカメラ（撮像部）を用
いると、装置の大型化および／またはコストの増大等を招来することになる、などの問題
が存在する。
【００１０】
　そこで、この発明は、撮像部の数を低減することが可能なアライメント装置を提供する
ことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決すべく、請求項１の発明は、第１の対象物と第２の対象物との位置合わ
せを行うアライメント装置であって、前記第１の対象物を保持する第１の保持部と、前記
第２の対象物を保持する第２の保持部と、前記第１の保持部に保持された前記第１の対象
物と前記第２の保持部に保持された前記第２の対象物とが第１の方向に離間して配置され
た状態において前記第１の対象物と前記第２の対象物との間隙に対して挿脱可能に設けら
れる複数の光路変更手段と、撮像部と、前記撮像部と前記複数の光路変更手段とを相対的
に移動することによって、前記第１の対象物に関する光像が前記複数の光路変更手段のう
ちの第１の光路変更手段を介して前記撮像部に到達する第１の状態と、前記第２の対象物
に関する光像が前記複数の光路変更手段のうち第２の光路変更手段を介して前記撮像部に
到達する第２の状態とを切り換える切換制御手段と、前記第１の状態にて前記撮像部によ
り取得される第１の撮影画像と前記第２の状態にて前記撮影部により取得される第２の撮
影画像とに基づいて、前記第１の方向に略垂直な方向における前記第１の対象物と前記第
２の対象物との相対位置関係を算出する算出手段と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　請求項２の発明は、請求項１の発明に係るアライメント装置において、前記第１の光路
変更手段と前記第２の光路変更手段とは、前記第１の方向と異なる第２の方向に配列され
、前記切換制御手段は、前記撮像部の移動を伴うことなく前記第１の光路変更手段と前記
第２の光路変更手段とを前記第２の方向に移動することによって、前記第１の状態と前記
第２の状態とを切り換えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３の発明は、請求項１の発明に係るアライメント装置において、前記第１の光路
変更手段と前記第２の光路変更手段とは、前記第１の方向に配列され、前記切換制御手段
は、前記第１の光路変更手段の移動と前記第２の光路変更手段の移動とを伴うことなく前
記撮像部を前記第１の方向に移動することによって、前記第１の状態と前記第２の状態と
を切り換えることを特徴とする。
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【００１４】
　請求項４の発明は、請求項１ないし請求項３のいずれかの発明に係るアライメント装置
において、前記第１の光路変更手段は、第１の反射面を有し、前記第２の光路変更手段は
、第２の反射面と第３の反射面とを有し、前記第１の対象物に関する光像は、前記第１の
対象物上での所定の向きが前記撮像部上での前記第１の方向における第１の向きに対応す
るように、前記第１の反射面で反射されて前記撮像部に到達し、前記第２の対象物に関す
る光像は、前記第２の対象物上での前記所定の向きが前記撮像部上での前記第１の方向に
おける前記第１の向きに対応するように、前記第２の反射面と第３の反射面とで反射され
て前記撮像部に到達することを特徴とする。
【００１５】
　請求項５の発明は、請求項１ないし請求項４のいずれかの発明に係るアライメント装置
において、前記複数の光路変更手段が前記間隙から退避した後に、前記第１の保持部と前
記第２の保持部とを前記第１の方向において相対的に移動して、前記第１の対象物と前記
第２の対象物との両対象物を接近させる移動手段と、前記両対象物が近接あるいは接触し
た第３の状態において、前記両対象物に関する光像を前記撮像部に向けて進行させる第３
の光路変更手段と、前記第３の状態にて前記撮像部により取得される第３の撮影画像に基
づいて、前記両対象物の位置ずれ計測に関する調整パラメータを取得するキャリブレーシ
ョン手段と、をさらに備えることを特徴とする。
【００１６】
　請求項６の発明は、請求項５の発明に係るアライメント装置において、前記第３の光路
変更手段は、前記第１の保持部および前記第２の保持部のうちのいずれか一方の移動動作
に連動して移動することを特徴とする。
【００１７】
　請求項７の発明は、請求項５または請求項６の発明に係るアライメント装置において、
前記撮像部と光軸を共有し前記両対象物に光を照射する同軸照明系、をさらに備え、前記
両対象物の少なくとも一方は、前記同軸照明系の光源からの光を透過する透光性部材であ
り、前記第３の状態にて前記同軸照明系から出射された光は、前記第３の光路変更手段に
よる進路変更を伴って前記両対象物に向けて進行した後、前記透光性部材における透過を
伴って前記両対象物を照射するとともに、前記両対象物にそれぞれ設けられた各マーク部
分にて反射され、前記各マーク部分での反射光を含む前記両対象物に関する光像は、前記
第３の光路変更手段による進路変更を伴って前記撮像部に向けて進行することを特徴とす
る。
【００１８】
　請求項８の発明は、請求項５または請求項６の発明に係るアライメント装置において、
前記両対象物に光を照射する光源と、前記光源からの光を前記両対象物に向けて反射する
第４の光路変更手段と、をさらに備え、前記両対象物は、いずれも、前記光源からの光を
透過する透光性部材であり、前記第３の状態にて前記光源から出射された光は、前記第４
の光路変更手段による進路変更を伴って前記両対象物に向けて進行した後、前記両対象物
を照射するとともに、前記両対象物にそれぞれ設けられた各マーク部分での遮蔽を伴いつ
つ前記両対象物を透過して進行し、前記両対象物を透過して進行する光像は、前記第３の
光路変更手段による進路変更を伴って前記撮像部に向けて進行することを特徴とする。
【００１９】
　請求項９の発明は、請求項５ないし請求項８のいずれかの発明に係るアライメント装置
において、前記調整パラメータは、前記第１の撮影画像および前記第２の撮影画像に基づ
いて前記相対位置関係として算出される第１の位置誤差と、前記第３の撮影画像に基づい
て取得される前記両対象物の相対位置関係である第２の位置誤差とに基づいて算出される
ことを特徴とする。
【００２０】
　請求項１０の発明は、請求項９の発明に係るアライメント装置において、前記第３の撮
影画像は、前記第１の撮影画像および前記第２の撮影画像の取得後において、前記第１の
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方向に略垂直な方向における前記両対象物の駆動動作を伴うことなく、取得され、前記調
整パラメータは、前記第１の位置誤差と前記第２の位置誤差との差分値として取得される
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１ないし請求項１０に記載の発明によれば、撮像部と複数の光路変更手段とを相
対的に移動することによって、第１の状態と第２の状態とが切り換えられ、各状態で取得
された２つの撮影画像に基づいて、２つの対象物の相対位置関係が算出されるので、撮像
部の数を低減することができる。
【００２２】
　また特に、請求項５に記載の発明によれば、第３の状態において両対象物に関する光像
を第３の光路変更手段によって撮像部に向けて進行させ、当該撮像部により取得される第
３の撮影画像に基づいて、両対象物の位置ずれ計測に関する調整パラメータが取得される
。したがって、キャリブレーション動作のためにアライメント用の撮像部とは別個の撮像
部を設けることを要さず、撮像部の数を低減することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１実施形態に係るアライメント装置の全体構成を示す縦断面図である。
【図２】アライメント装置の全体構成を示す別の縦断面図である。
【図３】チャンバ内を示す斜視図である。
【図４】コントローラ（制御部）の機能ブロックを示す図である。
【図５】アライメント動作等を示す図である。
【図６】チップの画像が取得される状態を示す図である。
【図７】撮像部によりチップの画像が取得される様子を示す図である。
【図８】基板の画像が取得される状態を示す図である。
【図９】撮像部により基板の画像が取得される様子を示す図である。
【図１０】チップに付されたマークを示す図である。
【図１１】基板に付されたマークを示す図である。
【図１２】チップと基板とに付されたマークを重ねた図を示す。
【図１３】チップと基板とに付されたマークを重ねた図を示す。
【図１４】ミラーの退避位置を示す図である。
【図１５】チップと基板との接合動作を示す図である。
【図１６】キャリブレーション動作を示す図である。
【図１７】光源からチップと基板とに光を照射する様子を示す図である。
【図１８】撮像部がチップと基板との画像を取得する様子を示す図である。
【図１９】配列ミラー格納部のずれの経時変化を示す図である。
【図２０】配列ミラー格納部のずれを示す図である。
【図２１】チップを示す図である。
【図２２】基板を示す図である。
【図２３】撮像部で取得されるチップの画像を示す図である。
【図２４】撮像部で取得される基板の画像を示す図である。
【図２５】撮像部で取得されるチップの画像と基板の画像とを比較する図である。
【図２６】第２実施形態に係るアライメント装置を示す図である。
【図２７】第２実施形態に係るアライメント装置を示す図である。
【図２８】撮像部で取得される基板の画像を示す図である。
【図２９】撮像部で取得されるチップの画像と基板の画像とを比較する図である。
【図３０】第３実施形態に係るアライメント装置のチャンバ内を示す斜視図である。
【図３１】撮像部がチップの画像を取得する様子を示す図である。
【図３２】撮像部が基板の画像を取得する様子を示す図である。
【図３３】第４実施形態に係るアライメント装置を示す図である。
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【図３４】第５実施形態に係るアライメント装置を示す図である。
【図３５】変形例に係るアライメント装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　　＜１．第１実施形態＞
　　　＜１－１．装置構成＞
　図１および図２は、本発明の第１実施形態に係るアライメント装置１（１Ａとも称する
）を示す図（縦断面図）である。また、図３は、チャンバ２内を示す斜視図である。なお
、各図においては、便宜上、ＸＹＺ直交座標系を用いて方向等を示している。
【００２５】
　このアライメント装置１は、２つの対象物（ここでは半導体チップ２１および基板３１
）の水平方向における位置合わせを行った後に、当該２つの対象物を接合する装置である
。なお、このアライメント装置１は、接合装置あるいはチップボンディング装置などとも
称される。
【００２６】
　このアライメント装置１は、半導体チップ２１と基板３１との接合処理等の処理空間で
あるチャンバ２を備える。
【００２７】
　チャンバ２内には、ツール２３と昇降部材２５とが備えられる。また、昇降部材２５の
内部には、ミラー２９と、当該ミラー２９を固定するミラー取付部材２８とが設けられて
いる。
【００２８】
　ツール２３は、半導体チップ２１を保持する保持部であり、昇降部材２５の下端部に装
着される。なお、ツール２３としては、半導体チップ２１の種類等に応じた適宜の形状の
ものが選択されて装着される。
【００２９】
　昇降部材２５は、Ｚ軸昇降駆動機構２７によってＺ軸方向に移動（昇降）され、半導体
チップ２１とツール２３とは、昇降部材２５のＺ軸方向の移動動作に連動して移動（昇降
）される。Ｚ軸昇降駆動機構２７は、不図示の圧力検出センサにより検出した信号に基づ
いて、接合時の加圧力を制御することができる。
【００３０】
　ミラー２９は、光の進路（光路）を変更する光路変更手段であり、略矩形の平面形状を
有している。また、ミラー２９は、水平面に対して４５度傾いた状態でミラー取付部材２
８に固定されている。ミラー取付部材２８は、略三角柱形状を有しており、図１に示すよ
うにミラー取付部材２８の断面は直角二等辺三角形形状を有している。ミラー２９は、当
該ミラー取付部材２８の斜面（断面視で当該直角二等辺三角形の斜辺、に対応する面）に
取り付けられており、ミラー２９の反射面は、斜め下方を向いている。また、ミラー２９
は、昇降部材２５の内部に固定されており、昇降部材２５の移動動作に連動して移動する
とともに、昇降部材２５に固定されたツール２３の移動動作にも連動して移動する。
【００３１】
　このミラー２９は、当該ミラー２９の－Ｙ側（図１の左側）から＋Ｙ方向（図１の右向
き）に進行する光を－Ｚ方向（図１の下向き）に反射する。また、逆に、ミラー２９は、
ミラー２９の－Ｚ側（図１の下側）から＋Ｚ方向（図１の上向き）に進行する光を－Ｙ方
向に（図１の左方向）に反射する。
【００３２】
　また、チャンバ２内には、基板３１を支持（保持）するステージ３３と、ステージ３３
を支持するアライメントテーブル３５と、アライメントテーブル３５を支持する回転テー
ブル３７とがさらに備えられる。
【００３３】
　回転テーブル３７は、不図示の回転駆動機構によりθ方向（Ｚ軸回りの回転方向）に回
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転する。
【００３４】
　アライメントテーブル３５は、Ｘ軸方向およびＹ軸方向に移動（並進移動）される。ア
ライメントテーブル３５は、比較的大きな可動範囲（例えば、１００ｍｍ（ミリメートル
）程度）を有するとともに、比較的粗い精度（例えば、０．０５ｍｍ（ミリメートル）程
度）で位置決めされる。そのため、アライメントテーブル３５は、粗動テーブルとも称さ
れる。
【００３５】
　ステージ３３は、基板３１を保持する保持部であり、アライメントテーブル３３と同様
に、Ｘ軸方向およびＹ軸方向に移動（並進移動）される。ただし、ステージ３３は、ピエ
ゾアクチュエータ等で構成される駆動機構により微小駆動される。ステージ３３は、比較
的小さな可動範囲（例えば、１００μｍ（マイクロメートル）程度）を有するとともに、
比較的高い精度（例えば、０．０１μｍ（マイクロメートル）程度）で位置決めされる。
なお、ステージ３３は、微動テーブルなどとも称される。
【００３６】
　後述するように、アライメントテーブル３５を比較的粗い精度で位置決めした後に、ス
テージ３３を微小駆動して微調整することによって、ステージ３３ひいては基板３１を非
常に高精度に位置決めすることが可能である。
【００３７】
　また、アライメント装置１は、図２に示すように、スライド部材４０とＸ軸スライド移
動機構４５とをさらに備える。
【００３８】
　Ｘ軸スライド移動機構４５は、スライド部材４０をＸ軸方向に移動（並進移動）させる
駆動機構である。スライド部材４０は、Ｘ軸スライド移動機構４５によって高精度に位置
決めされる。
【００３９】
　スライド部材４０は、ツール２３に保持された半導体チップ２１とステージ３３に保持
された基板３１とが鉛直方向（Ｚ方向）に離間して配置された状態において、当該半導体
チップ２１と当該基板３１との間隙に対して挿脱可能に設けられている。
【００４０】
　また、スライド部材４０の内部には、２つのミラー４１，４３がＸ軸方向に配列されて
固定されている（図３参照）。
【００４１】
　ミラー４１は、光の進路（光路）を変更する光路変更手段であり、略矩形の平面形状を
有している。ミラー４１は、水平面に対して４５度傾いた状態（図１参照）でミラー取付
部材４２に固定されている。詳細には、ミラー取付部材４２は、略三角柱形状を有してお
り、図７にも示すようにミラー取付部材４２の断面は直角二等辺三角形形状を有している
。ミラー４１は、当該ミラー取付部材４２の斜面（断面視で当該直角二等辺三角形の斜辺
、に対応する面）に取り付けられている。ミラー４１の反射面は、斜め上方を向いている
。
【００４２】
　このミラー４１は、当該ミラー４１の－Ｙ側（図７の左側）から＋Ｙ方向（図７の右向
き）に進行する光を＋Ｚ方向（図７の上向き）に反射する。また、逆に、ミラー４１は、
当該ミラー４１の＋Ｚ側（図７の上側）から－Ｚ方向（図７の下向き）に進行する光を－
Ｙ方向に（図７の左方向）に反射する。
【００４３】
　ミラー４３も、光の進路（光路）を変更する光路変更手段であり、略矩形の平面形状を
有している。ミラー４３は、水平面に対して４５度傾いた状態（図９参照）でミラー取付
部材４４に固定されている。詳細には、ミラー取付部材４４は、略三角柱形状を有してお
り、図９に示すようにミラー取付部材４４の断面は直角二等辺三角形形状を有している。
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ミラー４３は、当該ミラー取付部材４４の斜面（断面視で当該直角二等辺三角形の斜辺、
に対応する面）に取り付けられている。ミラー４３の反射面は、斜め下方を向いている。
【００４４】
　このミラー４３は、当該ミラー４３の－Ｙ側（図９の左側）から＋Ｙ方向（図９の右向
き）に進行する光を－Ｚ方向（図９の下向き）に反射する。また、逆に、ミラー４３は、
当該ミラー４３の－Ｚ側（図９の下側）から＋Ｚ方向（図９の上向き）に進行する光を－
Ｙ方向に（図９の左方向）に反射する。
【００４５】
　なお、スライド部材４０においては、ミラー４１，４３などに対応する部分には、光を
通過させる孔（不図示）が設けられている。そのため、スライド部材４０の材質等が画像
の取得に与える影響は、非常に少ない。
【００４６】
　また、アライメント装置１は、撮像部１０（１０Ａとも称する）を備える。図３に示す
ように、撮像部１０Ａは半導体チップ２１と基板３１との対向空間に対して－Ｙ側に配置
される。当該撮像部１０Ａの光軸は、Ｙ軸方向に平行に配置される。換言すれば、撮像部
１０Ａの光軸は、半導体チップ２１と基板３１との対向方向（Ｚ方向）とスライド部材４
０の進退方向（Ｘ方向）との双方に対して垂直である。また、撮像部１０Ａは、チャンバ
２に固定された状態で配置される。なお、これに限定されず、撮像部１０をＺ方向に移動
可能に設けるようにしてもよい。
【００４７】
　この撮像部１０Ａは、対象物２１（２２），３１の画像を撮像する撮像素子１３（図１
７参照）等を備えるとともに、当該対象物２１（２２），３１に対して照明光（具体的に
は、赤外光）を照射する照明系をも備える。この照明系は、撮像素子１３で受光される光
の光軸と照明光の光軸とを（一部で）共有する同軸照明系である。
【００４８】
　具体的には、撮像部１０Ａは、撮像素子１３に加えて、光源１１とハーフミラー１５と
をさらに備える（図１７参照）。ここでは、光源１１として、赤外光を照射するものを用
いる。また、ハーフミラー１５は、水平面に対して４５度傾いた状態で設置され、光源１
１から照射された－Ｚ方向に向かう光を＋Ｙ方向に反射する。なお、ここでは照明光とし
て赤外光を用いる場合を例示するが、これに限定されず、赤外光ではなく可視光等を照明
光として用いるようにしてもよい。
【００４９】
　この実施形態においては、半導体チップ２１に関する撮影画像ＧＡ１の取得動作、基板
３１に関する撮影画像ＧＡ２の取得動作、ならびにガラスチップ２２と基板３１とに関す
る撮影画像ＧＡ３の取得動作においては、それぞれ、撮像部１０Ａの同軸照明系からの照
明光（赤外光等）が用いられる。
【００５０】
　例えば、状態ＳＴ１（後述）においては、撮像部１０の同軸照明系から出射され＋Ｙ方
向に進行する照明光が、ミラー４１（図７参照）で反射されて半導体チップ２１へと（＋
Ｚ方向に）進行し、半導体チップ２１で反射される。そして、半導体チップ２１で反射さ
れた光は、今度は逆の進路を辿って進行する。具体的には、当該光（反射光）は、図７に
示すように、ミラー４１で反射されて－Ｚ方向から－Ｙ方向に進路を変更して、撮像部１
０に到達する。
【００５１】
　同様に、状態ＳＴ２（後述）においては、撮像部１０の同軸照明系から出射され＋Ｙ方
向に進行する照明光が、ミラー４３（図９参照）で反射されて（－Ｚ方向に）基板３１へ
と進行し、基板３１で反射される。そして、基板３１で反射された光は、今度は逆の進路
を辿って進行する。具体的には、当該光（反射光）は、図９に示すように、ミラー４３で
反射されて＋Ｚ方向から－Ｙ方向に進路を変更して、撮像部１０に到達する。
【００５２】
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　また、状態ＳＴ３（後述）においては、図１７に示すように、撮像部１０の同軸照明系
から出射され＋Ｙ方向に進行する照明光（同軸照明系の光源１１から出射されハーフミラ
ー１５によって反射された後に撮像部１０の光軸に沿って＋Ｙ方向に進行する光）は、ミ
ラー２９で反射されて－Ｚ方向に進行して対象物２２，３１へと到達する。そして、当該
光は、対象物２２，３１で反射される。対象物２２，３１からの反射光は、図１８に示す
ように、ミラー２９で反射され撮像部１０の光軸に沿って－Ｙ方向に進行した後、ハーフ
ミラー１５を通過してそのまま直進し撮像素子１３に到達する。
【００５３】
　図４は、アライメント装置１のコントローラ１００の機能ブロックを示す図である。図
４に示すように、コントローラ（制御部）１００は、各種の機能処理部、具体的には、切
換制御部１１１，算出部１１２，キャリブレーション部１１３などを備えている。なお、
コントローラ１００は、物理的には、ＣＰＵおよび半導体メモリなどにより構成される。
【００５４】
　切換制御部１１１は、上側の半導体チップ２１の画像ＧＡ１を取得する状態ＳＴ１と下
側の基板３１の画像ＧＡ２を取得する状態ＳＴ２とを切り換える処理部である。
【００５５】
　算出部１１２は、半導体チップ２１と基板３１との両対象物の画像ＧＡ１，ＧＡ２に基
づいて、当該両対象物の相対位置関係を算出する処理部である。
【００５６】
　キャリブレーション部１１３は、両対象物の位置ずれ計測に関するキャリブレーション
処理を実行する処理部である。
【００５７】
　　　＜１－２．アライメント動作および接合動作＞
　次に、半導体チップ２１と基板３１とのアライメント動作等について図５のフローチャ
ートを参照しながら説明する。
【００５８】
　まず、アライメント装置１は、半導体チップ２１と基板３１とが鉛直方向（Ｚ方向）に
離間して配置された状態にて、上方の半導体チップ２１に関する撮影画像ＧＡ１と下方の
基板３１に関する撮影画像ＧＡ２とをそれぞれ取得する（ステップＳ１０）。
【００５９】
　また、アライメント装置１は、これらの撮影画像ＧＡ１，ＧＡ２に基づいて、鉛直方向
に略垂直な方向（すなわち水平方向）における両対象物２１，３１の相対位置関係を算出
する。具体的には、アライメント装置１は、水平方向（Ｘ方向、Ｙ方向およびθ方向）に
おける当該両者の位置ずれを認識する（ステップＳ２０）。
【００６０】
　そして、回転テーブル３７が水平面に沿って回転移動することによって当該両者のθ方
向（回転方向）の位置ずれが低減され、アライメントテーブル３５とステージ３５とが水
平面に沿って並進移動することによって当該両者のＸ，Ｙ方向への位置ずれが低減される
（ステップＳ３０）。
【００６１】
　その後、昇降部材２５が鉛直方向（Ｚ方向）に下降することによって、ツール２３およ
び半導体チップ２１が昇降部材２５とともに下降し、半導体チップ２１が基板３１に接合
される（ステップＳ４０）。
【００６２】
　以下では、各ステップＳ１０，Ｓ２０，Ｓ３０，Ｓ４０の処理を順次に詳細に説明する
。
【００６３】
　はじめに、ステップＳ１０において半導体チップ２１の撮影画像ＧＡ１と基板３１の撮
影画像ＧＡ２とを取得する処理について、図６～図９を参照しながら説明する。図６およ
び図７は、半導体チップ２１に関する光像がミラー４１を介して撮像部１０に到達する状
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態（以下、状態ＳＴ１とも称する）を示す図である。また、図８および図９は、基板３１
に関する光像がミラー４３を介して撮像部１０に到達する状態（以下、状態ＳＴ２とも称
する）を示す図である。
【００６４】
　半導体チップ２１と基板３１とに関する両画像ＧＡ１，ＧＡ２は、切換制御部１１１に
よって状態ＳＴ１と状態ＳＴ２とが切り換えられることによって取得される。ここでは、
スライド部材４０がＸ方向に駆動されることによって、撮像部１０とスライド部材４０と
が相対的に移動され、両状態ＳＴ１，ＳＴ２が相互に切り換えられる。図６と図８とを比
較すると判るように、状態ＳＴ１と状態ＳＴ２とではスライド部材４０（ミラー４１，４
３等）のＸ方向の位置が互いに異なっている。
【００６５】
　たとえば、切換制御部１１１は、スライド部材４０を所定の退避位置からＸ軸方向に移
動させ、図６に示すように、半導体チップ２１と基板３１との両者の間隙（対向空間）（
詳細には、半導体チップ２１の直下且つ基板３１の直上）にミラー４１を移動させる。移
動後の状態ＳＴ１においては、図７に示すように、半導体チップ２１の光像は、ミラー４
１によって反射され撮像部１０に到達する。撮像部１０は、受光した光像に基づき、撮影
画像ＧＡ１を生成する。
【００６６】
　また、切換制御部１１１は、スライド部材４０をＸ軸方向（＋Ｘ方向）に移動させ、図
８に示すように、半導体チップ２１と基板３１との対向空間にミラー４３を移動させる。
移動後の状態ＳＴ２においては、図９に示すように、基板３１の光像は、ミラー４３によ
って反射され撮像部１０に到達する。撮像部１０は、受光した光像に基づき、撮影画像Ｇ
Ａ２を生成する。
【００６７】
　このように、切換制御部１１１は、撮像部１０の移動を伴うことなくスライド部材４０
（ミラー４１，４３）をＸ軸方向に移動することによって、状態ＳＴ１と状態ＳＴ２とを
切り換える。そして、撮像部１０は、状態ＳＴ１にて半導体チップ２１の画像（撮影画像
）を取得し、状態ＳＴ２にて基板３１の画像（撮影画像）ＧＡ２を取得する。
【００６８】
　このような動作によれば、半導体チップ２１の撮影画像ＧＡ１と基板３１の撮影画像Ｇ
Ａ２とを同一の撮像部１０を用いて取得することができるので、当該両者の位置合わせに
おいて複数の撮像部を設ける必要がない。
【００６９】
　つぎに、ステップＳ２０において算出部１１２が半導体チップ２１と基板３１との両者
の画像に基づいて当該両者の相対位置関係を算出する処理について、図１０～図１３を参
照しながら説明する。
【００７０】
　図１０は、半導体チップ２１の画像ＧＡ１を示す図であり、図１１は、基板３１の画像
ＧＡ２を示す図である。上述したように、画像ＧＡ１は、状態ＳＴ１にて撮像部１０によ
って取得される画像であり、画像ＧＡ２は、状態ＳＴ２にて撮像部１０によって取得され
る画像である。
【００７１】
　マークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ，ＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂは、半導体チップ２１と基板３１との
両者の相対位置関係の算出に使用されるマークであり、アライメントマークとも称する。
円環状（ドーナツ状）の比較的大きな２つのマークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂは、半導体チップ
２１に付されており、点状の比較的小さな２つのマークＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂは、基板３１
に付されている。マークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ，ＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂはそれぞれ反射部材で
形成されている。半導体チップ２１に光が照射されると、当該光は、マークＭＫ１ａ，Ｍ
Ｋ１ｂ部分で反射される。また、基板３１に光が照射されると、当該光は、マークＭＫ２
ａ，ＭＫ２ｂ部分で反射される。この結果、画像ＧＡ１（グレースケール画像）にはマー
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クＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂでの反射部分が白色部分（高輝度部分）として撮影され、画像ＧＡ
２（グレースケール画像）にはマークＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂでの反射部分が白色部分（高輝
度部分）として撮影される。
【００７２】
　図１２および図１３は、それぞれ、半導体チップ２１の画像ＧＡ１と基板３１の画像Ｇ
Ａ２とを、座標系を合わせた状態で仮想的に重ねて示す図である。図１２は、半導体チッ
プ２１と基板３１との両者の相対位置関係にずれがない場合に対応し、図１３は、当該両
者の相対位置関係にずれがある場合に対応する。
【００７３】
　当該両者の相対位置関係は、マークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ，ＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂの相対位
置を用いて算出される。具体的には、算出部１１２は、マークＭＫ１ａとマークＭＫ２ａ
との位置ずれ量（Δｘａ，Δｙａ）と、マークＭＫ１ｂとマークＭＫ２ｂとの位置ずれ量
（Δｘｂ，Δｙｂ）とに基づいて、半導体チップ２１と基板３１との相対的な位置ずれ量
（ΔＸ，ΔＹ，Δθ）を算出する。
【００７４】
　この後、ステップＳ３０の処理が実行される。ステップＳ３０では、半導体チップ２１
と基板３１との両者の相対的な位置ずれ量に基づいて、当該両者の位置合わせが行われる
。具体的には、回転テーブル３７を所定の回転軸（Ｚ方向に平行な軸）周りに回転させる
ことによってθ方向のずれが補正される。また、アライメントテーブル３５およびステー
ジ３３をＸ方向およびＹ方向に水平移動することによってＸ方向およびＹ方向のずれが補
正される。詳細には、アライメントテーブル３５を比較的粗い精度で位置合わせした後に
、ステージ３３を微小駆動して微調整することによって、ステージ３３（ひいては基板３
１）を非常に高精度に位置合わせすることが可能である。
【００７５】
　つぎに、半導体チップ２１と基板３１との接合動作（ステップＳ４０）について、図１
４および図１５を参照しながら説明する。
【００７６】
　半導体チップ２１と基板３１との両者の間隙に挿入されていたスライド部材４０は、当
該両者の位置合わせが行われた後においては、図１４に示すように、Ｘ軸スライド移動機
構４５によって－Ｘ方向に大きく（例えば数百ｍｍ）離れた退避位置へ移動され、当該間
隙から退避する。
【００７７】
　この後、図１５に示すようにして、半導体チップ２１と基板３１とが接合される。
【００７８】
　図１５は、半導体チップ２１と基板３１とが接合される様子を示す図である。位置Ｐ１
は、アライメント時（接合動作開始前）（図６～図９参照）における半導体チップ２１の
位置を示し、位置Ｐ２は、接合動作終了後における半導体チップ２１の位置を示す。
【００７９】
　図１５に示すように、半導体チップ２１は、Ｚ軸昇降駆動機構２７による昇降部材２５
の移動に連動して位置Ｐ１から位置Ｐ２に降下する。そして、半導体チップ２１と基板３
１とは、位置Ｐ２付近にて接合される。
【００８０】
　以上のように、この実施形態に係る装置１によれば、撮像部１０と複数のミラー４１，
４３とを相対的に移動することによって、状態ＳＴ１と状態ＳＴ２とが切り換えられる。
そして、各状態ＳＴ１，ＳＴ２で取得された２つの撮影画像ＧＡ１，ＧＡ２に基づいて、
２つの対象物２１，３１の相対位置関係が算出される。したがって、撮像部の数を低減す
ることができる。たとえば、上記の特許文献１のようにアライメント動作を実行するため
に２つの撮像部を要することなく、１つの撮像部を用いてアライメント動作を実行するこ
とが可能である。
【００８１】
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　　　＜１－３．キャリブレーション動作＞
　上記においては、２つの撮影画像における座標系が互いに正しく調整されていることを
前提に説明した。しかしながら、実際には、ミラー４１，４３の取付角度の微小誤差ある
いは各種部品寸法の経時変化等に起因して、２つの対象物に関する光の光軸のずれ等が生
じ、各撮影画像ＧＡ１，ＧＡ２に関する２つの座標系が正しく調整されていない状況が生
じ得る。このような場合には、半導体チップ２１と基板３１との両者の間隙にスライド部
材４０が挿入された状態で当該両者の水平方向における相対位置が所望の状態を有してい
たとしても、当該両者の接近後（鉛直方向における移動後）には、当該両者の水平方向に
おける相対位置は所望の状態からずれてしまう。
【００８２】
　そこで、２つの対象物の位置ずれ計測に関するキャリブレーション動作（２つの座標系
の関係等を正しく調整する動作等）が適宜のタイミングで行われることが好ましい。
【００８３】
　以下では、このようなキャリブレーション動作について図１６を参照しながら説明する
。
【００８４】
　なお、ここでは、半導体チップ２１に代えてガラスチップ２２を、キャリブレーション
用のダミーチップとして用いて、キャリブレーション動作を実行する場合について例示す
る。ガラスチップ２２は、光源１１からの照明光（赤外光等）を透過する透光性部材であ
る。接合対象物である半導体チップ２１等が、光源１１からの照明光（赤外光等）を透過
しない非透光性部材である場合、このキャリブレーション動作においては、半導体チップ
２１に代えてガラスチップ２２等の透光性部材を用いることが特に有用である。なお、ガ
ラスチップ２２には、半導体チップ２１と同様に、反射部材であるマークＭＫ１ａ，ＭＫ
１ｂが付されている。
【００８５】
　さて、このキャリブレーション動作では、図１６に示すように、まず、上記の通常のア
ライメント動作と同様に、ガラスチップ２２と基板３１との両者に関して、水平方向にお
ける位置合わせが行われる。具体的には、上記のステップＳ１０，Ｓ２０，Ｓ３０（図５
）の各処理と同様の処理（ステップＳ１１０，Ｓ１２０，Ｓ１３０）が実行される。
【００８６】
　その後、当該両者２２，３１の間隙に挿入されていたスライド部材４０は、図１４と同
様に、Ｘ軸スライド移動機構４５によって当該間隙から退避する（ステップＳ１４０）。
【００８７】
　また、スライド部材４０が両者２２，３１の間隙から退避した後に、ガラスチップ２２
がＺ軸方向に下降されることによって、ガラスチップ２２と基板３１とが相対的に接近さ
れ、ガラスチップ２２と基板３１との両者が近接あるいは接触した状態（以下、状態ＳＴ
３とも称する）が実現される（ステップＳ１５０）。
【００８８】
　より具体的には、昇降部材２５が、Ｚ軸昇降駆動機構２７によって鉛直方向（Ｚ方向）
に下降され、ツール２３およびガラスチップ２２が昇降部材２５とともに下降し、状態Ｓ
Ｔ３が実現される（図１７参照）。この際、昇降部材２５の内部のミラー２９も、昇降部
材２５の下降動作に伴って下降する。換言すれば、ミラー２９は、昇降部材２５に固定さ
れたツール２３等にも連動して移動（下降）する。
【００８９】
　なお、状態ＳＴ３でのガラスチップ２２のＺ方向位置は、上記接合動作における半導体
チップ２１と基板３１との接合時点での半導体チップ２１のＺ方向位置に非常に近い位置
（理想的には同じ位置）であることが好ましい。端的に言えば、状態ＳＴ３は、半導体チ
ップ２１と基板３１とが接合される状態に非常に近い状態であることが好ましい。
【００９０】
　つぎに、この状態ＳＴ３において当該両者に関する撮影画像（キャリブレーション用画
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像）ＧＡ３が取得される（ステップＳ１６０）。
【００９１】
　図１７は、状態ＳＴ３にて、ガラスチップ２２と基板３１との両者に照明光（赤外光）
を照射する様子を示す図であり、図１８は、状態ＳＴ３にて、当該両者の画像を取得する
様子を示す図である。図１７および図１８を参照しながら、状態ＳＴ３における撮影画像
ＧＡ３の取得動作、すなわちステップＳ１６０における動作について説明する。
【００９２】
　図１７に示すように、状態ＳＴ３にて撮像部１０の同軸照明系（光源１１等）から出射
された照明光は、ハーフミラー１５による進路変更を伴って（ハーフミラー１５によって
反射されて）、ミラー２９に向けて＋Ｙ方向に進行する。この状態ＳＴ３においては、ミ
ラー２９は、撮像部１０の同軸照明系（光源１１等）から出射された照明光を受光する位
置に存在する。そのため、当該ミラー２９は、当該照明光を－Ｚ方向に向けて反射し、当
該照明光を両対象物２２，３１に向けて進行させる。このようにして、撮像部１０からの
照明光は、ミラー２９による進路変更を伴ってガラスチップ２２と基板３１との両者に向
けて進行する。そして、当該照明光は、ガラスチップ２２における透過を伴って当該両者
２２，３１を照射するとともに、当該両者２２，３１にそれぞれ設けられたマークＭＫ１
ａ，ＭＫ１ｂおよびＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂにて反射される。
【００９３】
　また、図１８に示すように、マークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ，ＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂでの反射
光を含む当該両対象物２２，３１に関する光像は、ミラー２９に向けて＋Ｚ方向に進行す
る。この状態ＳＴ３においては、ミラー２９は、下方（－Ｚ方向）からの入射光を、撮像
部１０へ向けて反射する位置に存在する。そのため、当該ミラー２９は、両対象物２２，
３１に関する光像（＋Ｚ方向に進行してきた光像）を反射して、－Ｙ方向の撮像部１０へ
向けて進行させる。このようにして、両対象物２２，３１に関する光像は、ミラー２９に
よる進路変更を伴って撮像部１０に向けて進行する。ミラー２９により進路変更された当
該両対象物に関する光像は、ハーフミラー１５を透過し、撮像素子１３に到達する。
【００９４】
　このようにして、撮像部１０Ａは、状態ＳＴ３にてガラスチップ２２と基板３１とに関
する撮影画像ＧＡ３を取得することができる。この撮影画像ＧＡ３（グレースケール画像
）においては、マークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ，ＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂに相当する領域が白色部
分（高輝度部分）として撮影されている。
【００９５】
　なお、昇降部材２５およびツール２３には、光を通過させる孔（不図示）が設けられて
いる。そのため、昇降部材２５およびツール２３の材質等がガラスチップ２２と基板３１
との両者に関する画像の取得に与える影響は、非常に少ない。
【００９６】
　さらに、ステップＳ１７０において、アライメント装置１は、当該撮影画像ＧＡ３に基
づいて、両対象物の位置ずれ計測に関する調整パラメータを取得する。
【００９７】
　上述のように、ガラスチップ２２と基板３１とに関して、ステップＳ１１０，Ｓ１２０
，Ｓ１３０の各処理が既に施されている。そのため、これら２つの対象物２２，３１の間
隙にスライド部材４０を挿入した状態（状態ＳＴ１，ＳＴ２）においては、水平方向にお
ける両対象物２２，３１の相対的な位置ずれが理論的には解消されている。そして、ステ
ップＳ１３０の後に単にＺ軸方向にガラスチップ２２が下降した状態ＳＴ３においても、
水平方向におけるガラスチップ２２と基板３１との相対的な位置ずれは理論的には存在し
ない。
【００９８】
　しかしながら、上述したように、両対象物の接近前に両対象物の水平方向における相対
位置にずれ存在しないときであっても、両対象物の接近後（Ｚ方向における移動後）の状
態ＳＴ３には、両対象物の水平方向における相対位置にずれが生じていることがある。
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【００９９】
　そこで、このステップＳ１７０においては、状態ＳＴ３で撮像部１０により取得された
撮影画像ＧＡ３に基づいて、両対象物の位置ずれ計測に関する調整パラメータＰＴを取得
する。
【０１００】
　具体的には、まず、算出部１１２は、ガラスチップ２２と基板３１との両者に関する撮
影画像ＧＡ３に基づいて、当該両者２２，３１の相対位置関係を算出する。当該両者２２
，３１の相対位置関係は、マークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ，ＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂの相対位置を
用いて算出される。具体的には、算出部１１２は、マークＭＫ１ａとマークＭＫ２ａとの
位置ずれ量（Δｘａ，Δｙａ）と、マークＭＫ１ｂとマークＭＫ２ｂとの位置ずれ量（Δ
ｘｂ，Δｙｂ）とに基づいて、ガラスチップ２２と基板３１との相対的な位置ずれ量（Δ
Ｘ，ΔＹ，Δθ）を算出する。
【０１０１】
　そして、キャリブレーション部１１３は、算出された位置ずれ量に基づいて、両対象物
の位置ずれ計測に関する調整パラメータＰＴを取得する。具体的には、算出された位置ず
れ量を、２つの座標系相互間のずれであると判定し、当該位置ずれ量を、調整パラメータ
ＰＴとして保存する。そして、以後の（接合動作直前の）アライメント動作においては、
調整パラメータＰＴとして保存された位置ずれ量に対して逆向きにずれた位置が正規の基
準位置であるとして認識される。
【０１０２】
　以上のようにしてキャリブレーション動作が実行される。
【０１０３】
　このようなキャリブレーション動作の終了後には、キャリブレーション用の対象物であ
るガラスチップ２２が、次の接合動作に向けて、当該接合動作における実際の対象物であ
る半導体チップ２１に付け替えられる。その後、上述したような当該半導体チップ２１と
基板３１とのアライメント動作（ステップＳ１０～Ｓ３０）および接合動作（ステップＳ
４０）が実行される。ただし、当該接合動作直前のアライメント動作は、上述のキャリブ
レーション動作で取得された調整パラメータＰＴを用いて２つの座標系の相互間の関係が
校正された状態で、実行される。
【０１０４】
　以上のような動作によれば、状態ＳＴ３においては、両対象物２２，３１に関する光像
は、ミラー２９による進路変更を伴って撮像部に向けて進行し、（アライメント用途にも
兼用される）撮像部１０により取得される。そして、当該撮像部１０により取得された撮
影画像ＧＡ３に基づいて、２つの対象物の位置ずれ計測に関する調整パラメータＰＴが取
得される。すなわち、アライメント用の撮像部１０を用いてキャリブレーション用の画像
ＧＡ３を取得され、当該画像ＧＡ３を用いたキャリブレーションが行われる。したがって
、キャリブレーション動作のためにアライメント用の撮像部とは別個の撮像部を設けるこ
とを要さず、撮像部の数を低減することが可能である。たとえば、上記特許文献１の装置
は、アライメント動作とキャリブレーション動作との双方を行うために、３つの撮像部を
備えている。これに対して、この実施形態に係る装置は、１つの撮像部の撮像部を備える
ことによって、アライメント動作とキャリブレーション動作との双方を行うことが可能で
ある。
【０１０５】
　　＜２．第２実施形態＞
　第２実施形態は、第１実施形態の変形例である。以下では、第１実施形態との相違点を
中心に説明する。
【０１０６】
　上記第１実施形態においては、ミラー４１を用いて半導体チップ２１の画像ＧＡ１を取
得し、ミラー４３を用いて基板３１の画像ＧＡ２を取得する場合を例示した。
【０１０７】
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　一方、この第２実施形態においては、ミラー４３の代わりにペンタミラー４７（図２６
および図２７参照）を用いて基板３１の画像を取得する場合を例示する。なお、半導体チ
ップ２１の画像の取得については、第１実施形態と同様に、ミラー４１を使用する。また
、ペンタミラー４７も、ミラー４３と同様に、光の進路（光路）を変更する。ただし、後
述するように、ペンタミラー４７を経由して撮像部１０へと到達する光像の上下は、ミラ
ー４３を経由して撮像部１０へと到達する光像の上下とは逆向きである。
【０１０８】
　上記第１実施形態に係るアライメント装置１のスライド部材４０は、Ｘ軸スライド移動
機構４５によってＸ方向に高精度に移動して、２つの画像ＧＡ１，ＧＡ２を撮影する。こ
のＸ方向における移動の際、スライド部材４０は、理論上はＺ方向には移動しない。また
、スライド部材４０は、Ｚ方向において正確に位置決めされており、実際にもＺ方向には
殆ど移動しない。そのため、通常は、スライド部材４０がＸ方向に移動しても、半導体チ
ップ２１と基板３１との両者の画像のＺ軸方向への位置ずれは、殆ど発生しない。したが
って、第１実施形態に係るアライメント装置１は、通常は、非常に良好に動作する。
【０１０９】
　しかしながら、スライド部材４０は、時間の経過に伴う熱膨張や当該スライド部材４０
自体の重さ（自重）によって、Ｚ軸方向にずれ（たわみ）を生じることがある。図１９は
、スライド部材４０のＺ軸方向における変位（ずれ量）ΔＺの経時変化を示す図である。
図１９に示すように、スライド部材４０のＺ方向における変位ΔＺは、アライメント装置
１の動作開始から所定時間経過後（たとえば２時間経過後）には、比較的大きな量ΔＺ１
（たとえば５μｍ（マイクロメートル））になることがある。
【０１１０】
　このとき、第１実施形態に係るアライメント装置１（１Ａ）においては、次述するよう
な状況が生じるため、当該変位ΔＺは、半導体チップ２１の撮影画像と基板３１の撮影画
像とを用いた両対象物２１，３１の相対位置算出に影響を及ぼす。
【０１１１】
　以下では、スライド部材４０が位置ＥＰ（次述）から位置ＳＰ（次述）にずれた場合に
おける、撮像部１０による撮影画像（画像ＧＡ１，ＧＡ２）への影響について図２０～図
２５を参照しながら説明する。なお、ここでは簡単化のため、スライド部材４０のＺ方向
における変位と、当該変位後の撮像部１０で取得される画像上での変位とがいずれも値Δ
Ｚであるとして説明する。ただし、実際には、撮像部１０の光学系による像の拡大によっ
て、これらの変位は互いに異なることが多い。
【０１１２】
　図２０は、スライド部材４０が、－Ｚ方向（基板３１側）に変位ΔＺずれた様子を誇張
して示す図である。位置ＥＰ（破線）はスライド部材４０の本来の位置を示し、位置ＳＰ
（実線）はスライド部材４０が－Ｚ方向に変位ΔＺずれた位置を示す。
【０１１３】
　図２１は、半導体チップ２１を示し、図２２は、基板３１を示す図である。なお、ここ
では、各光像の向き等を示すため、便宜上、各対象物２１，３１および各撮影画像ＧＡ１
，ＧＡ２に共通のアルファベット「Ａ」の文字を付して示すものとする。
【０１１４】
　画像ＧＡ１の撮像時において、半導体チップ２１の光像は、ミラー４１を介して撮像部
１０へ到達する（図７参照）。具体的には、半導体チップ２１に関する光像は、半導体チ
ップ２１上での＋Ｙ方向（右向き）（図２１参照）が撮像部１０上での＋Ｚ方向（Ｚ方向
における上向き）（図２３参照）に対応するように、ミラー４１の反射面で反射されて撮
像部１０に到達する。
【０１１５】
　図２３は、ミラー４１を介して撮像部１０により取得される（半導体チップ２１の）画
像ＧＡ１を示す図である。図２３においては、２つの画像ＧＡ１（詳細には画像ＧＡ１ｓ
，ＧＡ１ｅ）が示されている。画像ＧＡ１ｓ（実線）は、スライド部材４０が位置ＳＰに
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存在するときに撮像部１０により取得される画像ＧＡ１であり、画像ＧＡ１ｅ（破線）は
、スライド部材４０が位置ＥＰに存在するときに撮像部１０により取得される画像ＧＡ１
である。図２３で示すように、画像ＧＡ１ｓは、画像ＧＡ１ｅに対して矢印ＡＲ１の向き
（下向き）に変位ΔＺずれている。
【０１１６】
　また、第１実施形態においては、ミラー４３が基板３１の光像を撮像部１０に向けて反
射できるように、スライダ部材４０（４０Ａ）がＸ方向に移動され当該ミラー４３が撮像
部１０の光軸上に配置される。このような移動によって、基板３１の光像がミラー４３を
介して撮像部１０に到達する状態ＳＴ２が実現される。
【０１１７】
　このとき、図９にも示すように、基板３１に関する光像ＧＡ２は、基板３１上での＋Ｙ
方向（右向き）（図２２参照）が撮像部１０上での－Ｚ方向（Ｚ方向における下向き）（
図２４参照）に対応するように、ミラー４３の反射面（１つの反射面）で反射されて撮像
部１０に到達する。
【０１１８】
　図２４は、アライメント装置１Ａのミラー４３を介して撮像部１０により取得される画
像ＧＡ２を示す図である。図２４においては、２つの画像ＧＡ２（詳細には画像ＧＡ２ｓ
，ＧＡ２ｅ）が示されている。画像ＧＡ２ｓ（実線）は、スライド部材４０が位置ＳＰに
存在するときに撮像部１０により取得される画像ＧＡ２であり、画像ＧＡ２ｅ（破線）は
、スライド部材４０が位置ＥＰに存在するときに撮像部１０により取得される画像ＧＡ２
である。図２４で示すように、画像ＧＡ２ｓは、画像ＧＡ２ｅに対して下向き（矢印ＡＲ
２の向き）に変位ΔＺずれている。
【０１１９】
　図２５は、ミラー４１を介して取得される画像ＧＡ１（図中にて左側）とミラー４３を
介して取得される基板３１の画像ＧＡ２（図中にて右側）とを比較する図である。図２５
においては、両画像ＧＡ１，ＧＡ２に関する両座標系の上下方向における向きを合わせて
両画像ＧＡ１，ＧＡ２が比較されている。図２５に示すように、画像ＧＡ１ｓは、画像Ｇ
Ａ１ｅに対して下向き（矢印ＡＲ１の向き）に変位ΔＺずれている。一方、画像ＧＡ２ｓ
は、画像ＧＡ２ｅに対して上向き（矢印ＡＲ２の向き）に変位ΔＺずれている。換言すれ
ば、画像ＧＡ１（ＧＡ１ｓ）のずれの向きと画像ＧＡ２（ＧＡ２ｓ）のずれの向きとは逆
である。
【０１２０】
　このように、変位ΔＺが存在するときには、画像ＧＡ１ｓと画像ＧＡ２ｓとが上下方向
において互いに逆向きにずれる。このとき、変位ΔＺの大きさが不明であるため、画像Ｇ
Ａ１ｓ，ＧＡ２ｓのみによっては半導体チップ２１と基板３１との相対位置関係を算出す
ることは困難である。たとえば、両対象物２１，３１が正しい位置関係を有しているにも
かかわらず両対象物２１，３１の各マークの像がスライダ４０のＺ方向のずれ（変位ΔＺ
）に起因してずれている状態と、両対象物２１，３１が正しい位置に存在しないために、
両対象物２１，３１の各マークの像がずれている状態とを、判別することが困難である。
【０１２１】
　一方、第２実施形態に係るアライメント装置１（１Ｂ）によれば、変位ΔＺによる悪影
響を排除することが可能である。
【０１２２】
　図２６は、第２実施形態に係るアライメント装置１（１Ｂ）を示す斜視図である。
【０１２３】
　この第２実施形態においては、半導体チップ２１の画像の取得については、第１実施形
態と同様に、ミラー４１を用いる。この結果、図２３と同様の画像ＧＡ１が取得される。
【０１２４】
　その一方で、この第２実施形態においては、ミラー４３の代わりにペンタミラー４７（
図２７参照）を用いて、基板３１の画像を取得する。具体的には、切換制御部１１１は、
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ペンタミラー４７が基板３１の光像を撮像部１０に向けて反射できるように、スライダ部
材４０（４０Ｂ）をＸ方向に移動させ当該ペンタミラー４７を撮像部１０の光軸上に移動
させる。この結果、基板３１の光像がペンタミラー４７を介して撮像部１０に到達する状
態ＳＴ２（ＳＴ２ｂ）が実現される。
【０１２５】
　図２７は、このような状態ＳＴ２ｂを示す図である。
【０１２６】
　撮像部１０は、状態ＳＴ２ｂにおいて、基板３１の画像を取得する。具体的には、基板
３１に関する光像は、ペンタミラー４７の下側（－Ｚ側）から上方（＋Ｚ方向）に向けて
進行し、ペンタミラー４７の２つの反射面４７ｐ，４７ｑで反射されることにより－Ｙ方
向に進路を変えて進行し撮像部１０に到達する。詳細には、基板３１に関する当該光像は
、基板３１上での＋Ｙ方向（右向き）（図２２参照）が撮像部１０上での＋Ｚ方向（Ｚ方
向における上向き）（図２８参照）に対応するように、ペンタミラー４７の２つの反射面
４７ｐ，４７ｑで反射されて撮像部１０に到達する。なお、ペンタミラー４７を介して撮
像部１０に到達した光像の向きは、第１実施形態においてミラー４３（図９参照）で反射
され撮像部１０に到達した光像の向きと逆である。第１実施形態においては、図９に示す
ように、基板３１に関する当該光像は、基板３１上での＋Ｙ方向（右向き）が撮像部１０
上での－Ｚ方向（下向き）に対応するように、ミラー４３の１つの反射面で反射されて撮
像部１０に到達する。
【０１２７】
　図２８は、第２実施形態の状態ＳＴ２ｂにおいてペンタミラー４７を介して取得される
（基板３１の）画像ＧＡ２を示す図である。図２８においては、２つの画像ＧＡ２（詳細
には画像ＧＡ２ｓ，ＧＡ２ｅ）が示されている。図２８の画像ＧＡ２ｓ（実線）は、スラ
イド部材４０が位置ＳＰに存在するときに撮像部１０により取得される画像ＧＡ２を示し
ている。また、図２８の画像ＧＡ２ｅ（破線）は、スライド部材４０が位置ＥＰに存在す
るときに撮像部１０により取得される画像ＧＡ２を示している。図２８に示すように、画
像ＧＡ２ｓは、画像ＧＡ２ｅに対して矢印ＡＲ１の向き（下向き）に変位ΔＺずれている
。
【０１２８】
　図２９は、ミラー４１を介して取得される画像ＧＡ１（左図）とペンタミラー４７を介
して取得される画像ＧＡ２（右図）とを比較する図である。図２９に示すように、画像Ｇ
Ａ１の変位ΔＺ（画像ＧＡ１ｅに対する画像ＧＡ１ｓの変位）と画像ＧＡ２の変位ΔＺ（
画像ＧＡ２ｅに対する画像ＧＡ２ｓの変位）とは、同じ大きさであり且つ同じ向き（矢印
ＡＲ１の向き）である。すなわち、両画像ＧＡ１，ＧＡ２内での半導体チップ２１の光像
と基板３１の光像とは同じ向きに同じ大きさずれる。そのため、両画像ＧＡ１，ＧＡ２の
相互間においては、変位ΔＺに起因する上下方向における相対的なずれは存在しない。し
たがって、経時変化等に起因してスライド部材４０のＺ方向における変位ΔＺが発生した
ときでも、両画像ＧＡ１ｓ，ＧＡ２ｓを比較することによって、両対象物の位置を正確に
測定することが可能である。
【０１２９】
　このように第２実施形態に係るアライメント装置１Ｂにおいては、ミラー４１が半導体
チップ２１の光像を１度反射し、ペンタミラー４７が基板３１の光像を２度反射すること
によって、撮像部１０によって取得される画像ＧＡ１，ＧＡ２は上下方向において互いに
同一の向きで取得される。したがって、経時変化等に起因してスライド部材４０のＺ方向
における変位ΔＺが発生したときでも、両画像ＧＡ１，ＧＡ２は上下方向において互いに
同一の向きにずれるため、当該変位ΔＺの影響を受けることなく両対象物２１，３１の相
対位置関係を正確に測定することが可能である。
【０１３０】
　　＜３．第３実施形態＞
　第３実施形態は、第１実施形態の変形例である。以下では、第１実施形態との相違点を
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中心に説明する。
【０１３１】
　上記第１実施形態においては、撮像部１０が固定された状態において（撮像部１０の移
動を伴うことなく）スライド部材４０をＸ軸方向に移動させることによって、状態ＳＴ１
と状態ＳＴ２とが切り換えられる場合を例示した。
【０１３２】
　この第３実施形態においては、スライド部材６０（図３０参照）が固定された状態にお
いて撮像部１０（１０Ｂ）をＺ軸方向に移動させることによって、撮像部１０とスライド
部材６０とを相対的に移動させ、状態ＳＴ１１と状態ＳＴ１２とが切り換えられる場合を
例示する。なお、ミラー６１（後述）とミラー６３（後述）とは、Ｚ方向に配列されてい
る（図３０参照）。状態ＳＴ１１は、半導体チップ２１の光像がミラー６１を介して撮像
部１０Ｂに到達する状態であり、状態ＳＴ１２は、基板３１の光像がミラー６３を介して
撮像部１０Ｂに到達する状態である。
【０１３３】
　また、第３実施形態においては、撮像部１０Ｂ（後述）が半導体チップ２１と基板３１
との対向空間に対して（－Ｙ側ではなく）＋Ｘ側に配置される。そして、このような配置
変更に伴ってミラー６１，６３，２９Ｂの向きはミラー４１，４３，２９Ａの向きとは異
なっている。具体的には、ミラー６１，６３，２９Ｂは、対象物からの反射光が＋Ｘ側に
進行するように配置されている。
【０１３４】
　以下、第３実施形態に係るアライメント装置１（１Ｃ）について、図３０～図３２を用
いて説明する。図３０は、第３実施形態に係るアライメント装置１Ｃのチャンバ２内を示
す斜視図である。また、図３１は、撮像部１０Ｂによって半導体チップ２１の画像が取得
される様子を示し、図３２は、撮像部１０Ｂによって基板３１の画像が取得される様子を
示す図である。
【０１３５】
　図３０に示すように、第３実施形態に係るアライメント装置１（１Ｃ）は、撮像部１０
（１０Ｂ）およびスライド部材６０等を備える。
【０１３６】
　撮像部１０Ｂは、当該撮像部１０Ｂの光軸がＸ軸に平行になるように配置される。また
、当該撮像部１０Ｂは、Ｚ軸スライド機構１２に保持されており、当該Ｚ軸スライド機構
１２によってＺ軸方向に移動される。
【０１３７】
　また、スライド部材６０は、ミラー６１，６３を備える。ミラー６１，６３は、スライ
ド部材６０内においてＺ方向（鉛直方向）に配列されて固定されている。
【０１３８】
　ミラー６１は、ミラー取付部材６２に固定されている。ミラー６１はミラー４１と同様
の構成を有しており、ミラー取付部材６２はミラー取付部材４２と同様の構成を有してい
る。ただし、ミラー６１は、対象物２１からの反射光が＋Ｘ方向に進行するように配置さ
れている。
【０１３９】
　より詳細には、ミラー６１は、ミラー６１の＋Ｘ側（図３１の右側）から－Ｘ方向（図
３１の左向き）に進行する光を＋Ｚ方向（図３１の上向き）に反射する。また、逆に、ミ
ラー６１は、ミラー６１の＋Ｚ側（図３１の上側）から－Ｚ方向（図３１の下向き）に進
行する光を＋Ｘ方向（図３１の右方向）に反射する。
【０１４０】
　ミラー６３は、ミラー取付部材６４に固定されている。ミラー６３はミラー４３と同様
の構成を有しており、ミラー取付部材６４はミラー取付部材４４と同様の構成を有してい
る。ただし、ミラー６３は、対象物３１からの反射光が＋Ｘ方向に進行するように配置さ
れている。
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【０１４１】
　より詳細には、ミラー６３は、ミラー６３の＋Ｘ側（図３２の右側）から－Ｘ方向（図
３２の左向き）に進行する光を－Ｚ方向に（図３２の下向き）反射する。また、逆に、ミ
ラー６３は、ミラー６３の－Ｚ側（図３２の下側）から＋Ｚ方向（図３２の上向き）に進
行する光を＋Ｘ方向に（図３２の右方向）に反射する。
【０１４２】
　図３１は、半導体チップ２１の光像がミラー６１を介して撮像部１０Ｂに到達する状態
ＳＴ１１を示している。状態ＳＴ１１においては、半導体チップ２１の光像がミラー６１
によって撮像部１０に向けて反射されている。撮像部１０Ｂがミラー６１に正対する高さ
にまでＺ方向に移動することによって、状態ＳＴ１１は実現される。
【０１４３】
　図３２は、基板３１の光像がミラー６３を介して撮像部１０Ｂに到達する状態ＳＴ１２
を示している。状態ＳＴ１２においては、基板３１の光像がミラー６３によって撮像部１
０に向けて反射されている。撮像部１０Ｂがミラー６３に正対する高さにまでＺ方向にお
いて移動することによって、状態ＳＴ１２は実現される。
【０１４４】
　上述したように、この第３実施形態においては、スライド部材６０の移動（換言すれば
、ミラー６１，６３の移動）を伴うことなく撮像部１０ＢをＺ軸方向に移動することによ
って、状態ＳＴ１１と状態ＳＴ１２とが切り換えられる。このような切換動作は、切換制
御部１１１によって実行される。
【０１４５】
　この第３実施形態に係るアライメント装置１Ｃによれば、第１実施形態と同様の効果を
得ることが可能である。
【０１４６】
　また、この第３実施形態に係るミラー２９（２９Ｂ）は、第１実施形態のミラー２９（
２９Ａ）と同様の構成を有する一方で、異なる向きに配置されている点においてミラー２
９Ａと相違する。具体的には、撮像部１０Ｃが半導体チップ２１と基板３１との対向空間
に対して＋Ｘ側に配置されていることに応じて、ミラー２９Ｂは、＋Ｘ側の撮像部１０Ｃ
に向けて光の進路を変更するように配置される。
【０１４７】
　より詳細には、ミラー２９Ｂは、状態ＳＴ３において、撮像部１０Ｂから出射されミラ
ー２９Ｂの＋Ｘ側から－Ｘ方向に進行する光を、－Ｚ方向に反射して、両対象物２２，３
１に照射する。また、逆に、ミラー２９Ｂは、ミラー２９Ｂの－Ｚ側から＋Ｚ方向に進行
する光（両対象物２２，３１からの反射光）を＋Ｘ方向に反射する。
【０１４８】
　このようなミラー２９Ｂを用いることによれば、状態ＳＴ３において、上記第１実施形
態と同様の撮影画像ＧＡ３を取得し、上記第１実施形態と同様のキャリブレーション動作
を実行することが可能である。
【０１４９】
　なお、この第３実施形態においては、撮像部１０Ｂが半導体チップ２１と基板３１との
対向空間に対して＋Ｘ側に配置される場合を例示した。ただし、これに限定されず、上記
第１実施形態と同様に、撮像部１０Ｂを半導体チップ２１と基板３１との対向空間に対し
て－Ｙ側に配置するとともに、対象物からの反射光が－Ｙ側に進行するように、ミラー６
１，６３，２９Ｂの向きをミラー４１，４３，２９Ａと同じ向きに配置するようにしても
よい。
【０１５０】
　　＜４．第４実施形態＞
　第４実施形態は、第３実施形態の変形例である。以下では、第３実施形態との相違点を
中心に説明する。
【０１５１】
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　上記第３実施形態においては、ミラー６１を用いて半導体チップ２１の画像を取得し、
ミラー６３を用いて基板３１の画像を取得する場合を例示した。
【０１５２】
　この第４実施形態においては、ミラー６３の代わりにペンタミラー６７（図３３参照）
を用いて基板３１の画像を取得する場合を例示する。ペンタミラー６７は、第２実施形態
におけるペンタミラー４７と同様の役割を果たす。これにより、第４実施形態においては
、第２実施形態と同様の効果を得ることが可能である。
【０１５３】
　図３３は、第４実施形態に係るアライメント装置１Ｄを示す図である。図３３に示すよ
うに、このアライメント装置１Ｄは、ミラー６１を介して半導体チップ２１の画像ＧＡ１
を取得し、ペンタミラー６７を介して基板３１の画像ＧＡ２を取得する。より詳細には、
ミラー６１が半導体チップ２１の光像を１度反射することによって画像ＧＡ１が取得され
、ペンタミラー６７が基板３１の光像を２度反射することによって画像ＧＡ２が取得され
る。そして、第２実施形態で説明した原理と同様の原理により、経時変化等に起因してス
ライド部材６０のＺ方向における変位ΔＺが発生したときでも、撮像部１０によって取得
される画像ＧＡ１，ＧＡ２が同一方向にずれる。
【０１５４】
　したがって、当該変位ΔＺの影響を受けることなく両対象物２１，３１の相対位置関係
を正確に測定することが可能である。
【０１５５】
　このように、第４実施形態に係るアライメント装置１Ｄによれば、第２実施形態に係る
アライメント装置１Ｂと同様の効果を得ることができる。
【０１５６】
　　＜５．第５実施形態＞
　上記各実施形態では、キャリブレーション動作において、両対象物２２，３１で反射さ
れた光を用いて画像ＧＡ３が取得される場合を例示したが、これに限定されない。たとえ
ば、両対象物２２，３１を透過する光を用いて画像ＧＡ３が取得されるようにしてもよい
。
【０１５７】
　第５実施形態においては、このような変形例について説明する。この第５実施形態は、
第１実施形態の変形例であり、以下では、第１実施形態との相違点を中心に説明する。
【０１５８】
　この第５実施形態においては、基板３１の代わりに赤外光を透過する基板３２（図３４
参照）を用いる。そして、それぞれ赤外光を透過する両対象物２２，３２を用いて、当該
両対象物２２，３２を透過した透過光を受光し、キャリブレーション用の画像ＧＡ３を取
得する。この点において、赤外光（照明光）を透過しない基板３１と赤外光を透過するガ
ラスチップ２２とを用いてキャリブレーション用の画像ＧＡ３を取得する上記各実施形態
と相違する。
【０１５９】
　図３４は、第５実施形態に係るアライメント装置１（１Ｅ）を示す図である。
【０１６０】
　図３４に示すように、アライメント装置１Ｅは、撮像部１０Ａの同軸照明系の光源とは
別の光源５０をさらに備えるとともに、ミラー２９とは別のミラー３９をアライメントテ
ーブル３５内部にさらに備える。
【０１６１】
　光源５０は、ミラー３９と同じ高さ（Ｚ方向位置）に配置され、ミラー３９に向けて照
明光（具体的には、赤外光）を出射する。当該光は、ミラー３９で反射されて、ガラスチ
ップ２２と基板３２とに照射される。
【０１６２】
　ミラー３９は、ミラー２９（２９Ａ）と同様の構成を有している。ただし、ミラー３９
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の反射面は、斜め上方を向いている点で、ミラー２９と相違する。図３４に示すように、
ミラー３９は、ミラー３９の－Ｙ側（左側）から＋Ｙ方向（右向き）に進行する光を＋Ｚ
方向（上向き）に反射する。
【０１６３】
　なお、ステージ３３およびアライメントテーブル３５には、光を通過させる孔（不図示
）が設けられている。そのため、ステージ３３およびアライメントテーブル３５の材質等
がガラスチップ２２と基板３２との両者に関する画像の取得に与える影響は、非常に少な
い。
【０１６４】
　この第５実施形態のキャリブレーションにおいては、ステップＳ１１０，Ｓ１２０，Ｓ
１３０，Ｓ１４０，Ｓ１５０（図１６）の各処理が終了すると、次のようにしてステップ
Ｓ１６０の処理が実行される。具体的には、状態ＳＴ３にて光源５０から出射された赤外
光は、ミラー３９による進路変更（＋Ｙ→＋Ｚ）を伴ってガラスチップ２２と基板３２と
の両対象物に向けて進行する。この後、当該両対象物を照射するとともに、当該両対象物
にそれぞれ設けられたマークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ，ＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂでの遮蔽を伴いつ
つ当該両対象物２２，３２を透過して進行する。そして、当該両対象物２２，３２を透過
して進行する光像は、ミラー２９による進路変更（＋Ｚ→－Ｙ）を伴って撮像部１０Ｃに
向けて進行する。
【０１６５】
　このようにして、撮像部１０Ａは、状態ＳＴ３にてガラスチップ２２と基板３１とに関
する撮影画像ＧＡ３（ＧＡ３ｂ）を取得することができる。この撮影画像ＧＡ３ｂにおい
ては、マークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ，ＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂが黒色部分（低輝度部分）として
撮影されている。
【０１６６】
　その後、上記第１実施形態と同様にして、ステップＳ１７０の動作が実行される。
【０１６７】
　以上のように第５実施形態に係るアライメント装置１Ｅによれば、両対象物２２，３１
を透過する光を用いて画像ＧＡ３を取得し、当該画像ＧＡ３を用いてキャリブレーション
動作を実行することが可能である。
【０１６８】
　　＜６．変形例等＞
　以上、この発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記説明した内容のもの
に限定されるものではない。
【０１６９】
　たとえば、第５実施形態においては、光源５０がミラー３９側に配置され、撮像部１０
がミラー２９側に配置される場合を例示したが、これに限定されず、逆に、光源５０がミ
ラー２９側に配置され、撮像部１０がミラー３９側に配置されるようにしてもよい。
【０１７０】
　図３５は、このような変形例を示す図である。図３５の装置においては、撮像部１０は
Ｚ軸スライド機構１４によってＺ方向に移動可能に設けられる。そして、撮像部１０は、
状態ＳＴ３においてミラー３９の高さに移動し、両対象物を透過した光を受光して撮影画
像ＧＡ３を取得する。
【０１７１】
　詳細には、状態ＳＴ３にて光源５０から出射された光は、ミラー２９による進路変更（
＋Ｙ→－Ｚ）を伴ってガラスチップ２２と基板３２との両対象物に向けて進行する。この
後、当該光は、当該両対象物を照射するとともに、当該両対象物にそれぞれ設けられたマ
ークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ，ＭＫ２ａ，ＭＫ２ｂでの遮蔽を伴いつつ当該両対象物を透過し
て進行する。そして、当該両対象物を透過して進行する光像は、ミラー３９による進路変
更（－Ｚ→－Ｙ）を伴って撮像部１０に向けて進行する。
【０１７２】
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　このような変形例によっても上記第５実施形態と同様の効果を得ることが可能である。
【０１７３】
　また、上記各実施形態においては、昇降部材２５がＺ軸方向に移動（昇降）する場合（
換言すれば、上側の対象物２１が昇降する場合）を例示したが、これに限定されず、ステ
ージ３３等をＺ軸方向に移動（昇降）して下側の対象物３１等を昇降させるようにしても
よい。端的に言えば、上下を逆転させるようにしてもよい。さらに、この場合において、
ミラー２９を昇降部材２５の内部ではなくアライメントテーブル３５の内部に設け、第１
実施形態と同様にして当該ミラー２９を用いて撮影画像ＧＡ３を取得するようにしてもよ
い。
【０１７４】
　また、上記各実施形態においては、ガラスチップ２２と基板３１との両対象物が鉛直方
向に離間して配置された状態にて当該両対象物の水平方向への位置合わせ（ステップＳ１
３０）が行われた後、当該両対象物が互いに接近するように鉛直方向に移動され、当該移
動後の状態ＳＴ３にて検出される当該両対象物の位置ずれが位置ずれ計測に関する調整パ
ラメータＰＴとして取得される場合（図１６参照）を例示したが、これに限定されない。
【０１７５】
　たとえば、当該両対象物の水平方向への位置合わせ（ステップＳ１３０）が行われるこ
となく、位置ずれ計測に関する調整パラメータＰＴが取得されるようにしてもよい。具体
的には、アライメント装置１は、まず、ステップＳ１１０，Ｓ１２０と同様の動作を行い
、撮影画像ＧＡ１，ＧＡ２に基づいて当該両対象物の相対位置関係を算出する。換言すれ
ば、当該両対象物が鉛直方向に離間して配置された状態において、当該両対象物の位置ず
れ（ΔＸ，ΔＹ，Δθ）が第１の位置誤差ＥＲ１として求められる。その後、アライメン
ト装置１は、ステップＳ１３０の動作（すなわち当該両対象物の水平方向への位置合わせ
動作）を行うことなく、ステップＳ１４０，Ｓ１５０，Ｓ１６０，Ｓ１７０の動作を実行
する。ただし、ステップＳ１７０においては、状態ＳＴ３にて取得された画像ＧＡ３に基
づいて当該両対象物の相対位置関係（位置ずれ：（ΔＸ，ΔＹ，Δθ））が第２の位置誤
差ＥＲ２として取得されるとともに、第１の位置誤差ＥＲ１と第２の位置誤差ＥＲ２との
差分値が位置ずれ計測に関する調整パラメータ（補正値）ＰＴとして取得される。
【０１７６】
　このような態様によっても、上記各実施形態と同様の効果を得ることが可能である。ま
た特に、当該両対象物の水平方向への位置合わせ（ステップＳ１３０）を要しないため、
キャリブレーション動作が簡略化される。さらに、水平方向への位置合わせに伴う駆動誤
差が全く生じないため、より正確なキャリブレーション動作が可能になる。
【０１７７】
　また、上記各実施形態においては、ガラスチップ２２を用いて状態ＳＴ３にてキャリブ
レーション用の画像ＧＡ３を取得する場合を例示したが、これに限定されない。たとえば
、実際の接合動作（ステップＳ４０）中に、半導体チップ２１と基板３１とが近接ないし
接触した状態ＳＴ３ｂでキャリブレーション用の画像ＧＡ３を取得するようにしてもよい
。
【０１７８】
　また、上記第５実施形態においては、照明光を透過する両対象物２２，３２を用いてキ
ャリブレーション用の画像ＧＡ３を取得する技術を第１実施形態に適用する改変例を例示
したが、これに限定されない。同様に、第２実施形態～第４実施形態において、照明光を
透過する両対象物２２，３２を用いてキャリブレーション用の画像ＧＡ３を取得するよう
にしてもよい。
【０１７９】
　また、上記第２実施形態においては、半導体チップ２１の画像ＧＡ１がミラー４１を用
いて取得され、基板３１の画像ＧＡ２はペンタミラー４７を用いて取得される場合を例示
したが、これに限定されない。たとえば、ミラー４１とペンタミラー４７とをそれぞれ上
記第２実施形態とは上下反転させて配置し、当該ペンタミラー４７を用いて半導体チップ
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２１の画像を取得し、ミラー４１を用いて基板３１の画像を取得するようにしてもよい。
【０１８０】
　また、上記第４実施形態においては、半導体チップ２１の画像ＧＡ１がミラー６１を用
いて取得され、基板３１の画像ＧＡ２はペンタミラー６７を用いて取得される場合（図３
３）を例示したが、これに限定されない。たとえば、ペンタミラー６７とミラー６１とを
この順序で上から下に配列するともに、ミラー６１とペンタミラー６７とをそれぞれ上記
第４実施形態とは上下反転させて配置し、当該ペンタミラー６７を用いて半導体チップ２
１の画像を取得し、ミラー６１を用いて基板３１の画像を取得するようにしてもよい。
【０１８１】
　また、上記第２実施形態および第４実施形態においては、ペンタミラーを用いる場合を
例示したが、これに限定されず、ペンタミラーに代えてペンタプリズムを用いるようにし
てもよい。さらに、同様に、ミラーに代えて、プリズム（直角プリズム等）を用いるよう
にしてもよい。
【０１８２】
　また、上記各実施形態においては、半導体チップ２１と基板３１との相対位置関係のず
れを算出するために、マークＭＫ１ａ，ＭＫ１ｂ（図１０参照）とマークＭＫ２ａ，ＭＫ
２ｂ（図１１）とを用いる場合を例示したが、これに限定されない。他のマークを用いて
２つの対象物の相対位置関係を求めるようにしてもよい。
【０１８３】
　また、上記各実施形態においては、光を透過する孔が、スライド部材４０、昇降部材２
５、ツール２３、ステージ３３およびアライメントテーブル３５に設けられる場合を例示
したが、これに限定されない。これらのスライド部材４０、昇降部材２５、ツール２３、
ステージ３３およびアライメントテーブル３５として、照明光（赤外光等）を透過する透
光性部材を用いるようにしてもよい。
【０１８４】
　また、上記各実施形態においては、チップと基板とを位置決めした状態でチップを基板
に接続するチップボンディング装置を例示したが、これに限定されず、アライメント動作
を伴う接合装置等（すなわち、その他のアライメント装置）に上記の思想を適用するよう
にしてもよい。例えば、半導体ウエハと半導体ウエハとを接合する際に、接合平面に平行
な方向における位置決め動作等に上記の思想を適用するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１８５】
　１　アライメント装置
　１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ　撮像部
　２１　半導体チップ
　ＧＡ１，ＧＡ２　画像
　２２　ガラスチップ
　２３　ツール
　２５　昇降部材
　２９，３９，４１，４３，６１，６３　ミラー
　３１，３２　基板
　３３　ステージ
　４０　スライド部材
　４７，４９，６７，６９　ペンタミラー
　６０　スライド部材
　１００　コントローラ
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