
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１面とケーシングと関連するバーコードとを備えるハイブリダイゼーションのためのパ
ッケージであって、該第１面は、該第１面に固定された生物学的ポリマーを有する異なる
プローブをもつプローブアレイを有し、該ケーシングは、該プローブアレイのプローブに
対するターゲットのハイブリダイゼーションのために構成されおよび配置された流体キャ
ビティと流 口とを備える、パッケージ。
【請求項２】
前記ケーシングは検知装置に対する前記プローブアレイの整列のために配置された整列構
造を有することを特徴とする請求項１に記載のパッケージ。
【請求項３】
前記ケーシングは、映像装置に対する前記プローブアレイの整列のために配置された整列
構造を有する、ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ。
【請求項４】
前記映像装置は、ターゲットと前記プローブアレイのプローブとの間の反応を定量的に分
析可能である、ことを特徴とする請求項３に記載のパッケージ。
【請求項５】
前記ケーシングはプラスチック製である、ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ
。
【請求項６】

10

20

JP 3790280 B2 2006.6.28

入口と流出



前記基板はＳｉＯ 2製である、ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ。
【請求項７】
前記基板はガラス製である、ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ。
【請求項８】
前記生物的ポリマーは核酸を含む、ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ。
【請求項９】
前記核酸は、リンカー基を介して前記面に取付けられる、ことを特徴とする請求項８に記
載のパッケージ。
【請求項１０】
前記生物学的ポリマーは、前記基板を選択的に照射することによって、前記基板に取付け
られる、ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１１】
前記ポリマーのそれぞれは、１μｍ 2～１０００μｍ 2の面積内に別々に位置決めされてい
る、ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１２】
前記ポリマーのそれぞれは、約１００μｍ 2～約２５×１０ 4μｍ２ の面積内に別々に位置
決めされている、ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１３】
前記生物学的ポリマーは、オリゴヌクレオチドを含む、ことを特徴とする請求項１に記載
のパッケージ。
【請求項１４】
前記生物学的ポリマーは、タンパク質またはポリペプチドを含む、ことを特徴とする請求
項１に記載のパッケージ。
【請求項１５】
前記生物学的ポリマーは、作用薬、細胞膜レセプタ用拮抗薬、毒素、毒物、ウイルスのエ
ピトープ、ホルモン、ホルモンレセプタ、酵素、酵素基質、補助因子、薬剤、レクチン、
糖、オリゴヌクレオチド、タンパク質、及び、モノクロナル抗体からなるグループから選
択される、ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１６】
基板の面に固定された生物学的ポリマーを有する異なるプローブをもつ複数のプローブア
レイを形成する工程と、前記プローブアレイのために、反応チャンバを有するケーシング
を設け、前記プローブアレイは、流入口と流出口と流体連通する前記反応チャンバと流体
連通しており、また、関連するバーコードが設けられており、また、ラベル付けされたタ
ーゲット分子を前記反応チャンバに流して、前記ラベル付されたターゲット分子を少なく
とも１つのプローブアレイと反応させる工程を有するプローブアレイを評価する方法。
【請求項１７】
複数のプローブアレイを形成する前記工程は、複数のオリゴヌクレオチドプローブアレイ
を形成する工程であること、を特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
複数のプローブアレイを形成する前記工程は、複数のタンパク質又はポリペプチドを形成
する工程を含む、ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
前記パッケージは、再進入可能な密封材料を有する前記流入口と前記流出口を有し、ラベ
ル付けされたターゲット分子を前記反応チャンバに流す前記工程は、前記流入口の前記密
封材を刺す工程と、前記流出口の前記密封材を刺す工程と、前記ラベル付けされたターゲ
ット分子を前記流入口から前記キャビティに、更に、前記流出口を通って外へと流す工程
とを有すること、を特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
プローブアレイと前記ラベル付されたターゲット分子との間の反応を促進するために、前
記ターゲット分子を攪拌する工程を更に有すること、を特徴とする請求項１６に記載の方
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法。
【請求項２１】
更に、前記ラベル付されたターゲット分子が前記少なくとも１つのプローブアレイに位置
決めされた、少なくとも１か所を特定する工程を有する、ことを特徴とする請求項１６に
記載の方法。
【請求項２２】
前記特定する工程は、前記パッケージを検出装置に設置する工程を有する、ことを特徴と
する請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
前記特定する工程は、前記パッケージを走査装置に設置する工程を有し、前記走査装置は
、前記少なくとも１つのプローブアレイの前記ラベル付されたターゲット分子を映すこと
ができる、ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
前記ケーシングは、前記プローブアレイを前記走査装置に対して所望の位置に設置させる
ことができる整列構造を有する、ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２５】
前記整列構造はハウジングの面一でない縁部を有すること、を特徴とする請求項２４に記
載の方法。
【請求項２６】
前記整列構造は複数の整列孔を有すること、を特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
前記複数のプローブアレイを形成する工程は、前記基板を複数のチップに分離する工程を
包含し、該チップの各々は、前記表面において少なくとも１つのプローブアレイを備える
、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、基板の知られた位置への材料の組み立て、及び、設置に関する。特に、本発明
のある実施例は、基板の面の知られた位置に、異なるシーケンスを有する基板をパッケー
ジするための方法、及び、関連する装置を提供する。
【０００２】
【従来技術】
基板にシーケンスを形成するための技術が知られている。例えば、シーケンスは、あらゆ
る目的でここに援用する、米国特許第５，１４３，８５４号（ピーラング (Pirrung) 他 ) 
、ＰＣＴ　ＷＯ第９２／１００９２号、又は、米国特許出願第０８／２４９，１８８号に
開示された、パイオニア的技術によって形成される。準備された基板は、幅広い応用範囲
を有する。例えば、、基板は、異なる材料の間の構造－活性関係を理解するために、又は
、知られていない材料のシーケンスを決定するための使用される。そのような知られてい
ない材料のシーケンスは、例えば、例えば、ハイブリダイゼーションによるシーケンシン
グ（順序付け）として知られている方法によって決定される。ハイブリダイゼーション (h
ybridization) によるシーケンシングのある方法では、異なる材料のシーケンスが、基板
の面の知られた位置に形成される。シーケンシングすべき１以上のターゲットを含有する
溶液が、基板の面に塗布される。ターゲットは、基板の上に、相補的なシーケンスのみで
結合し、又は、ハイブリッド化される。
ハイブリダイゼーションが起こる位置は、ターゲットを蛍光染料、放射性アイソトープ、
酵素、又は他のマーカーでラベル付けされることによる、適当な検知装置で検知すること
ができる。例示としての装置が、本明細書であらゆる目的のために援用する米国特許第５
，１４３，８５４号（ピーラング (Pirrung) 他  )、及び、米国特許出願第０８／１４３，
３１２号に記載されている。ターゲットシーケンスに関する情報は、そのような検知装置
によって得られるデータから抽出することができる。
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【０００３】
写真平版、及び、組み立て技術等の、種々の利用できる技術を組み合わせることによって
、基板への異なる材料の組み立て、及び、設置が、引続き、進歩してきた。例えば、数千
もの、異なるシーケンスが、従来の方法によって必要とされた時間のうち、ほんの少しの
時間で、約１．２８ cm2  の１つの基板に組み立てられる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
そのような改良で、それらの基板は、バイオ医療研究、臨床診断、及び、他の産業マーケ
ット、また、遺伝的なシーケンス、及び、人間生理学との間の関係を決定することに焦点
をあてるゲノミックス (genomics)の新たな分野での使用にも、これらの基板は実用的であ
る。
そのような基板の商業化が広まりつつあるので、基板をパッケージするための、経済的に
実現可能で、一定時間当たりの処理量が高い装置及び方法が、要望されている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
面に組み立てられたプローブのアレイを有する基板をパッケージするための方法、及び、
装置を開示する。ある実施例では、キャビティを有する本体が設けられる。プローブのア
レイを有する基板が、例えば、接着剤を使用してキャビティに取り付けられる。本体は流
入口を有し、該流入口は流体がキャビティへ流れて、キャビティを通ることを許容する。
密封材が各流入口に設けられ、流体をキャビティ内に保持する。開口部が、キャビティ内
の温度を制御するための温度制御器を受け入れるために、キャビティの下方に形成されて
いる。流体を容易に導入することができる、密封され、温度調整されたチャンバを形成す
ることによって、ハイブリダイゼーションによってシーケンシングするための実用的な媒
体が提供される。
他の実施例では、本体は、２つの部品を互いに音波溶接することにより形成される。２つ
の部品から本体を組み立てる考え方は、有利である。例えば、パッケージの種々の特徴（
すなわち、チャンネル、密封手段、及び、配向手段）が、複雑な機械加工又は設計の必要
なく、形成される。かくして、パッケージが、比較的、低コストで作られる。
【０００６】
本発明の１つの観点との関連では、チップパッケージを製造する方法が開示されている。
特に、その方法は、まず、複数のプローブアレイを基板に形成する工程と、基板を複数の
チップに分割する工程とを有する。典型的には、各チップは、少なくとも１つのプローブ
アレイを有する。チップは、次いで、流体流入口を有する反応チャンバを備えるパッケー
ジに付けられる。付けられるとき、プローブアレイは、反応チャンバと流体連通している
。
第１の発明に係るプローブチップの製造方法においては、複数のプローブアレイを基板に
形成する工程と、基板を、各々が少なくとも１つのプローブアレイを有する複数のチップ
に分割する工程と、少なくとも１つのチップをパッケージに付ける工程とを有し、パッケ
ージは反応チャンバを有し、反応チャンバは反応チャンバに流体を流すための流入口を有
し、少なくとも１つのプローブアレイは反応チャンバと連通している。
また、第１の発明においては、パッケージは、パッケージの第１半部と第２半部を吹込成
形する工程と、第１半部と第２半部とを互いに合わせる工程とを有していてもよい。
更に、第１の発明においては、半部は、吹込成形プラスチックであってもよい。
更に、第１の発明においては、半部の１つはフローチャンネルを有し、フローチャンネル
は、流入口と連通していてもよい。
更に、第１の発明においては、パッケージのフローチャンネルに、再進入可能な密封材を
適用する工程を更に有していてもよい。
更に、第１の発明においては、基板は、プローブアレイを所望の位置に形成するための整
列マークを有し、また、整列マークは、基板をチップに分割するために位置を特定するの
に使用されてもよい。
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更に、第１の発明においては、基板は、プローブアレイを所望の位置に形成するための整
列マークを有し、またチップをパッケージに付ける工程は、チップをパッケージの所望の
位置に位置決めするために、整列マークを使用してもよい。更に、第１の発明においては
、パッケージは整列構造を有し、チップをパッケージに付ける工程は、パッケージを所望
の位置に位置決めするために整列構造を使用してもよい。
更に、第１の発明においては、パッケージは整列構造を有し、更に、走査装置で、プロー
ブアレイの少なくとも１つの位置を特定する工程を有し、パッケージは、整列構造を使用
して、走査装置の所望の位置に設置されてもよい。
更に、第１の発明においては、整列構造は、パッケージの複数の孔であってもよい。
更に、第１の発明においては、複数のプローブアレイを形成する工程は、基板を選択的に
光に露出する工程と、選択されたモノマーを、光に露出された基板に結合させる工程とを
有してもよい。
更に、第１の発明においては、分割する工程は、基板を所望の位置でスクライブする工程
と、基板をスクライブ線に沿って割る工程とを有していてもよい。
更に、第１の発明においては、複数のプローブアレイを基板に形成する工程は、基板に複
数のオリゴヌクレオチドプローブアレイを形成する工程であってもよい。
更に、第１の発明においては、ラベル付けされたオリゴヌクレオチドターゲット分子を反
応容器を通って流し、ターゲット分子が基板に結合された位置を特定する工程を有してい
てもよい。
更に、第１の発明においては、パッケージは温度プローブを有し、更に、監視する工程と
、反応チャンバ内の温度を調節する工程とを有していてもよい。
更に、第１の発明においては、パッケージは、第１パッケージ部分と第２パッケージ部分
を形成する工程と、第１パッケージ部分と第２パッケージ部分とを互いに音響溶接する工
程とで形成されてもよい。
更に、第１の発明においては、チップをパッケージに付ける工程は、チップをパッケージ
に接着剤で結合する工程を有していてもよい。
更に、第１の発明においては、パッケージは凹部領域を有し、それによりチップは、パッ
ケージの面の上方に延びないようにしてもよい。
更に、第１の発明においては、ターゲット分子を反応チャンバを通って流す工程を更に有
していてもよい。
更に、第１の発明においては、流れさせる工程は、材料をほぼ長方形の反応チャンバの第
１対角線に沿った流入口から、ほぼ長方形の反応チャンバの対角線に沿った流出口に流す
工程であってもよい。
更に、第１の発明においては、ターゲット分子を反応チャンバを通して流す工程は、流入
隔壁を刺し、流体のターゲット分子を反応チャンバに流す工程を有していてもよい。
また、第２の発明に係る基板のパッケージ装置においては、第１面と第２面とを有する基
板を有し、第１面は、プローブアレイを有し、更に、流体キャビティを有する取り付け面
を有する本体を有し、第２面は、キャビティに取り付けられ、更に、キャビティを密封す
るために、取り付け面に取り付けられたカバーを有している。
更に、第２の発明においては、キャビティは、流入ポートと入出ポートとを有し、流入ポ
ートと流出ポートは、流体がキャビティを循環して、通ることを許容してもよい。
更に、第２の発明においては、流入ポートと流出ポートは、再進入可能な密封材を有して
いてもよい。
更に、第２の発明においては、プローブアレイは、オリゴヌクレオチドプローブのアレイ
であってもよい。
更に、第２の発明においては、本体は、キャビティの反応温度を制御し、維持するための
温度制御装置を受け入れるための凹部を有していてもよい。
更に、第２の発明においては、本体は、第２半部に付けられた第１半部を有していてもよ
い。
更に、第２の発明においては、第１半部と第２半部は、吹込成形プラスチックであっても
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よい。
更に、第２の発明においては、半部の１つはキャビティを有し、キャビティは、流入ポー
トと流出ポートとを有していてもよい。
更に、第２の発明においては、半部の１つはフローチャンネルを有し、フローチャンネル
は、第１半部と第２半部が互いに合わさったとき、流入ポートと流出ポートと連通してい
てもよい。
更に、第２の発明においては、フローチャンネルは、流体をキャビティに密封するための
、再進入可能な密封材を有していてもよい。
更に、第２の発明においては、本体は、更に、整列構造を有し、整列構造は、検知装置に
設けられるとき、本体を所望の位置に維持するために使用されるようにしてもよい。
更に、第２の発明においては、整列構造は複数の孔を有していてもよい。
更に、第２の発明においては、整列構造は面一でない縁部を有していてもよい。
更に、第３の発明に係るプローブチップの検査方法においては、複数のプローブアレイを
基板に形成する工程と、基板を、それぞれが少なくとも１つのプローブアレイを有する複
数のチップに分割する工程とを有し、少なくとも１つのチップをパッケージに付ける工程
とを有し、パッケージは、反応チャンバを有し、反応チャンバは、流入口と流出口と連通
し、少なくとも１つのプローブアレイは、反応チャンバと流体連通しており、更に、ラベ
ル付けされたターゲット分子を反応チャンバに流す工程を有し、ラベル付けられたターゲ
ット分子は、少なくとも１つのプローブアレイと反応する。
更に、第３の発明においては、複数のプローブアレイを形成する工程は、複数のオリゴヌ
クレオチドプローブアレイを形成する工程であってもよい。
更に、第３の発明においては、流入口と流出口は、再進入可能な密封材を有し、ラベル付
けされたターゲット分子を反応チャンバに流す工程は、流入口の密封材を刺す工程と、流
出口の密封材を刺す工程と、ラベル付けされたターゲット分子を流入口からキャビティに
、更に、流出口を通って外へと流す工程とを有していてもよい。
更に、第３の発明においては、少なくとも１つのプローブアレイとラベル付けされたター
ゲット分子との間の反応を促進するために、ターゲット分子を攪拌する工程を更に有して
いてもよい。
更に、第３の発明においては、ラベル付けされたターゲット分子が少なくとも１つのプロ
ーブアレイに位置決めされた、少なくとも１か所を特定する工程を有していてもよい。
更に、第３の発明においては、特定する工程は、パッケージを走査装置に設置する工程を
有し、走査装置は、少なくとも１つのプローブアレイのラベル付けされたターゲット分子
を映すことができてもよい。
更に、第３の発明においては、パッケージは、パッケージが走査装置の所望の位置に設置
されるように、整列構造を有していてもよい。
更に、第３の発明においては、整列構造は、面一でない縁部を有していてもよい。
更に、第３の発明においては、整列構造は、複数の整列孔であってもよい。
本発明の本質及び利点は、本明細書の下記の部分、及び、添付図面を参照することにより
、更に理解することができるであろう。
【０００７】
【実施例】
実施例の内容
Ｉ．定義
ＩＩ．概略
ＩＩＩ．本発明の実施例の詳細
ａ．チップパッケージ
ｂ．チップパッケージの組み立て
ｃ．チップの取り付け
ＩＶ．他の実施例の詳細
ａ．チップパッケージの向き
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ｂ．チップの取り付け
ｃ．流体保持 (Fluid Retention)
ｄ．チップの向き
ｅ．平行ハイブリダイゼーション及び診断
Ｖ．攪拌装置の詳細
【０００８】
Ｉ．定義
下記の用語は、本明細書で使用するとき、下記の一般的な意味を有するものとする。
１． ：プローブは、特定のターゲットによって認識され、また、しばしば、リガ
ンドと呼ばれる表面固定分子である。発明によって検出することができるプローブの例は
、これに限定されないが、作用薬及び細胞膜レセプタ用拮抗薬、毒素、及び、毒物、ウイ
ルスのエピトープ、ホルモン（例えば、オピオイドペプチド、ステロイド等）、ホルモン
レセプタ、ペプチド、酵素、酵素基質、補助因子、薬剤、レクチン、糖、オリゴヌクレオ
チド、又は、核酸、オリゴ糖、タンパク質、及び、モノクロナル抗体を含む。
２． ：　ターゲットは、与えられたプローブに対する親和力を有し、また、し
ばしばレセプタと呼ばれる分子である。ターゲットは、自然に生じる、あるいは人工的な
分子である。また、それらを、恒常的な状態又は他の種と凝集して利用することができる
。ターゲットは、結合体に共有結合、又は、非共有結合して、直接、又は特定の結合成分
を介して付着される。本発明に利用できるターゲットの例は、これに限定されないが、抗
体、細胞膜レセプタ、単クローン抗体、及び、特定の抗原性の決定基（ビールス、細胞、
又は、他の材料等）と反応する抗血清、薬材、オリゴヌクレオチド、又は核酸、ペプチド
、補助因子、レクチン、糖、多糖類、細胞、細胞膜、及び、小器官を含む。ターゲットは
、しばしば、本分野では、抗プローブ又は抗レガンドと呼ばれる。「ターゲット」の用語
が、本明細書で使用されるときは、異なって意味することは意図していない。「プローブ
ターゲットペア (Probe Target Pair) 」は、２つの高分子が分子的認識を介して結合され
、複合体を形成するときに形成される。
【０００９】
ＩＩ．概略
本発明は、経済的、かつ効率的な、プローブのアレイ (array) が組み立てられた基板用の
パッケージ装置を提供する。プローブアレイは、あらゆる目的のために既に得援用された
、米国特許第５，１４３，８５４号（ピーラング (Pirrung）、他）、ＰＣＴ　ＷＯ第９２
／１００９２号、又は米国特許出願第０８／２４９，１８８号に開示された、パイオニア
的技術に従って組み立てられる。そこに説明された技術の１つの観点によれば、複数のプ
ローブアレイが、大きな基板、又はウエハの知られた位置に固定されている。
図１は、多数のプローブアレイ１１０が組み立てられたウエハ１００を示す。ウエハ１０
０は、粒子、ストランド、沈殿物、ゲル、シート、管、球体、容器、細管、パッド、スラ
イス、フィルム、プレート、スライド等として存在する、生物学的、非生物学的、有機、
無機、又はこれらの組合せのいずれかの、幅広い材料で構成されている。ウエハは、ディ
スク形、正方形、球形、円形のようないかなる都合のよい形状を有していてもよい。ウエ
ハは、平らであることが好ましいが、種々の他の面形状であってもよい。例えば、ウエハ
は、サンプルが位置決めされた凸領域、又は、凹領域を有していてもよい。ウエハ及びそ
の面は、サンプルを形成することができる剛性の支持体を形成していることが好ましい。
また、ウエハ及びその面は、適当な光吸収性を提供するように選択されてもよい。例えば
、ウエハは、重合ラングミヤブロゲットフィルム (polymerized Langmuir Blodgett film)
、機能的ガラス、 Si、 Ge、 GaAs、  GaP、 SiO2、 SiN4、改質シリコン、又は、例えば、（ポ
リ）テトラフルオロエチレン、（ポリ）ビニリデンジフルオリド、ポリスチレン、ポッリ
カーボネート、又は、それらの組合せ等の広範囲の種々のゲル又はポリマーのいずれであ
ってもよい。ウエハを構成することができる他の材料は、この開示を見れば、当業者にと
ってすぐ明らかとなろう。好ましい実施例では、ウエハは、平らなガラス、又は、単結晶
シリコンである。
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【００１０】
固体ウエハの面は、常にではないが、ウエハと同じ材料で構成される。従って、面は、例
えば、ポリマー、プラスチック、樹脂、多糖類、シリカ、又は、シリカを基材とした材料
、炭素、金属、無機ガラス、膜、又は上記に列記したウエハ材料のいずれか等の、幅広い
様々な材料のいずれで構成されていていてもよい。ウエハ１００は、道 (streets) （プロ
ーブアレイに隣接した領域）１５０に位置決めされた複数のマーク１４５を有する。その
ようなマークは、プローブ組み立て工程中に、マスクを整列させるために使用される。実
際、マークは、各アレイ１１０が組み立てられるべき位置を特定する。プローブアレイは
、いかなる幾何学的形状にも形成されてもよい。ある実施例では、アレイの形状は、無駄
になるウエハ領域を最小にするように、正方形であってもよい。プローブアレイが組み立
てられた後、ウエハは、チップとして知られる、より小さな単位に分割される。ウエハは
、例えば、それぞれが、約１２．８ cm2  の面積を占める、１６個のプローブアレイが組み
立てられた、約５×５インチであってもよい。
図２は、ウエハから分割されたチップを示す。図示するように、チップ１２０は、プロー
ブアレイ１１０と、複数の整列したマーク１４５とを有する。マークは、例えば、（１）
プローブアレイを組み立てるためのマスクを整列させ、（２）ウエハをチップに分割する
ためのスクライバを整列させ、（３）取付け工程中、チップをパッケージに整列させる等
の、複数の機能を果たす。ある実施例では、そのようなチップは、ベリー・ラージスケー
ル・インモビライズド・ポリマー・シンセシス (Very Large Scale Immobilized Polymer 
Synthesis)( 商標名 :VLSIPST) チップとして知られた型式のものであってもよい。
【００１１】
ある実施例によれば、チップは、ダイバースＲＮＡ (diverse RNA) 、又は、ＤＮＡプロー
ブのアレイ等の遺伝プローブのアレイを有する。ある実施例では、プローブアレイは、遺
伝傾向、性質、又は、疾患を検出し、又は、研究するように設計される。例えば、プロー
ブアレイは、既に、援用されている米国特許出願第０８／１４３，３１２号に開示された
、嚢胞性線維症、又はある種の癌（ある種の癌に関連するＰ５３遺伝子等）のような遺伝
的疾患を発見し、又は、特定するように設計されている。
ある実施例によれば、ウエハは、スクライブ・アンド・ブレーク (scribe and break)とし
て知られている技術を使用して、複数のチップに分割される。図３は、完全にプログラム
可能なコンピュータ制御されたスクライブ・アンド・ブレーク装置を示し、それは、ある
実施例では、ダイナテックス・インターナショナル社 (Dynatex International) によって
製造された、ＤＸ－ＩＩＩスクライバーブレーカーである。図示するように、装置２００
は、ウエハが設けられた回転ステージ２２０を有するベース２０５を有する。回転ステー
ジは、その上にウエハを固定するための真空チャックを有する。装置によって制御される
ステッパモータは、ステージ２２０を回転させる。ステージの上方に、カメラ２３２とカ
ッター２３１を有するヘッドユニット２３０が位置決めされている。ヘッドユニット２３
０は、二軸フレームに取付けられている。カメラは、ビデオディスプレー２１０にウエハ
の映像を生成する。ビデオディスプレー２１０は、細い十文字の整列マーク２１５を有す
る。ズームレンズと光ファイバ光とを有するカメラは、使用者に、ビデオディスプレー２
１０でウエハを点検することを許容する。制御盤２４０は、操作装置２００用のベースの
上に位置決めされている。
【００１２】
作動中、図４に示すように、使用者は、フレーム２１０の上にウエハ１００を設置する。
フレーム２１０の面は、可撓性、かつ、粘着性の材料で構成されている。フレームの厚み
は、切断工程中、チップが散乱し、また損傷してしまうのを防止する。フレーム２１０は
、半導体の製造に一般的に関連した、ピック・アンド・プレースフレーム (a pick and pl
ace frame)又は輪 (a hoop)であってもよい。図３を再び参照すると、使用者は、ウエハを
有するフレームを回転ステージ２２０の上に設置する。ある実施例では、フレームは、真
空圧で回転ステージに保持される。使用者は、次いで、ウエハを、ビデオディスプレー２
１０に表示された映像を検査して整列させる。
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ある実施例によれば、ウエハの整列は、２つの工程で達成される。第１に、制御盤２４０
を使用して、使用者はステージ２２０を回転させる。ステージを回転させ、図５に示すよ
うに、道１５０をディスプレー２１５の細い十文字２１５と整列させる。次いで、使用者
は、カッターを移動させ、道のうちの１つの中央に整列させる。この工程は、図６に示す
ように、整列マーク１４５の間の細い十文字のの水平方向線２１６を整列させることによ
って行われる。
【００１３】
一旦、カッターが整列されると、使用者は、ウエハをスクライブするように装置に命令す
る。ある実施例では、使用者に、スクライブ角、スクライブ圧、及び、スクライブ深さ等
の種々の選択肢が容易されている。それらのパラメーターは、ウエハの組成、及び／又は
、厚みによって変化する。好ましくは、パラメーターは、ウエハの損傷を引き起こしたり
、フレームを通って突き刺したりすることなしに、ウエハをスクライブし、切断するよう
に設定される。装置は、ウエハを繰り返しスクライブし、やがて、一方の軸線のすべての
道がスクライブされ、それは、ある実施例では、５回（プローブアレイの、４×４のマト
リックス）繰り返される。使用者は、次いで、ステージを９０°回転させ、直角方向の道
をスクライブする。
一旦、ウエハがスクライブされると、使用者は、装置に、ウエハをチップに切断し、又は
、分割するように命令する。図３を参照すると、装置２００は、回転テーブル２２０の下
に位置決めされたインパルスバーで、スクライブの下から叩くことにより、ウエハを切断
する。インパルスバーからの衝撃で、ウエハがスクライブに沿って割れる。ほとんどの力
がスクライブに沿って放散するので、装置２００は、ウエハに著しい力を与えずに、大き
な破断力を生成することができる。かくして、チップは、ウエハにいかなる損傷を引き起
こすことなく、分割される。一旦、分割されると、次いで、チップはパッケージされる。
勿論、あらゆる目的で援用する米国特許第４，０１６，８５５号に開示された、のこぎり
で切断する技術等の、従来の他の技術を利用してもよい。
【００１４】
ＩＩＩ．本発明の実施例の詳細
ａ．チップパッケージ
図７は、チップをパッケージするための装置を示す。パッケージ３００は、チップが設け
られるキャビティ３１０を有する。パッケージは、キャビティ３１０と連通する流入口３
５０及び３６０を有する。流体が、流入口３５０及び３６０を介して、キャビティを通っ
て循環される。隔壁、プラグ、又は、他の密封材を、キャビティ内に流体を密封するのに
、使用してもよい。整列孔３３０及び３３５が、整列の目的で備えられていてもよい。あ
る実施例では、パッケージは、面一でない縁部３２０を有する。ある検出装置では、パッ
ケージは、オーディオカセットテープと同様なホルダに挿入される。パッケージの非対称
デザインは、ホルダに挿入するとき、パッケージの正しい向きを確保する。
【００１５】
図８は、パッケージの実施例を示す。図８に示すように、チップパッケージは、２つのほ
ぼ相補的なケーシング４１０及び４２０を合わせることによって、完成された組立体３０
０を形成して、製造される。好ましくは、ケーシング４１０及び４２０は、吹込成形プラ
スチックで作られる。吹込成形は、ケーシングを低価で形成することを可能にする。また
、２つの部品でパッケージを組み立てることは、流体をキャビティに導入するための内方
チャンネル等の種々の特徴の構成を簡単にする。その結果、パッケージを比較的、低コス
トで製造することができる。
図９及び図１０は、上方ケーシング４１０の詳細を示す。図９は、平面図であり、図１０
は底面図である。図９を参照すると、上方ケーシング４１０は、キャビティを有する外平
面５０１を有する。ある実施例では、ケーシング４１０の面領域は、キャビティを十分に
収容する。上方ケーシングは、キャビティの他に、識別ラベル又はバーコードを収容する
ことができる十分な寸法のものであることが好ましい。ある実施例では、上方ケーシング
は、幅約１．５インチ、長さ２インチ、及び、高さ０．２インチである。
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【００１６】
キャビティ３１０は、通常、しかし常にではないが、面５０１のほぼ中央に位置決めされ
ている。キャビティは、考えうるいかなる寸法、形状、又は向きを有していてもよい。キ
ャビティは、設置すべきチップの表面積よりやや小さく、またハイブリダイゼーションを
行うのに十分な容積を有することが好ましい。ある実施例では、キャビティは、幅約０．
５８インチ、長さ０．５８インチ、及び、奥行き０．２インチである。
キャビティ３１０は、流入口３５０及び３６０を有してもよい。選択された流体が、流入
口を介してキャビティ内へ、更に、外へと導入される。ある実施例では、流入口は、キャ
ビティの両端に位置決めされている。この構成は、キャビティ内の流体の循環、及び、泡
形成の規制を改善する。泡は流体を攪拌し、ターゲットと、補足プローブシーケンス (com
plementary probe sequence)との間のハイブリダイゼーションを促進する。ある実施例で
は、流入口は、キャビティの対抗する角等に、パッケージを垂直方向に向けたときの、キ
ャビティの上端及び下端に位置決めされている。流入口をキャビティの最も高い、また、
最も低い位置に位置決めすることは、キャビティから泡を除去するのを容易にする。
【００１７】
図１１は、キャビティ３１０及びケーシング４１０の縁が、非平行であるように向けられ
た、他の実施例を示す。この構成は、流入口３５０及び３６０が、パッケージが垂直方向
に向けられたときに、キャビティ内の絶対的に最も高い位置、及び、最も低い位置に位置
することを許容する。その結果、泡又は流体の小滴が、キャビティに閉じ込められる可能
性を防止する。
図９を再び参照すると、凹部５５０はキャビティを取り囲む。ある実施例では、リッジ (r
idge) ５６０が、トラフを形成するように、凹部の縁に作られている。リッジは、チップ
をキャビティ上方に支持する役割を果たす。チップをパッケージに取り付けるために、接
着剤をトラフに付着させてもよい。この構成は、チップの面領域の効率的な使用を促進し
、かくして、ウエハから生み出されるチップの数を増す。
上方ケーシング４１０は、整列孔３３０及び３３５を有する。ある実施例では、孔３３０
及び３３５は寸法が異なり、整列テーブルに取付けられたとき、パッケージの正しい向き
を確保する。また、孔は、この目的を達成するために異なる形状を有する。選択的に、孔
は、面５０１から５０２に向かって半径方向内方にテーパされ、滑りを防止するために、
適当な接触を維持しつつ、整列ピンに対する摩擦を小さくする。
【００１８】
図１０を参照すると、チャンネル５５１及び５６１が、選択的に内面５０２に形成される
。チャンネル５５１及び５６１は、それぞれ、流入口３５０及び３６０と連通する。凹部
５９０が、キャビティの下方に形成されている。ある実施例によれば、凹部５９０の形状
は、流入口を備える角部５９５及び５９６を例外として、キャビティと対称である。凹部
５９０の深さは、例えば、約０．７インチである。その結果、キャビティの底壁は、約０
．０５インチの厚さである。凹部５９０は、キャビティを監視し、所望の温度に維持する
ための、温度調節器を受け入れてもよい。最少の材料で、温度調節器と、キャビティを隔
離することにより、キャビティ内の温度が、より効率的に、また正確に制御される。また
、チャンネルが、キャビティ内の温度を制御するように、空気又は水を循環させるために
、面５０２に形成されている。
ある実施例では、内面５０２の所定部分５９５を、組み立てられたとき、パッケージの構
造的な一体性を損なわずに、除去し、又は、中空にしてもよい。ケーシングを中空にする
と、壁の肉厚が薄くなり、吹込成形工程中、保持される熱が少なくなり、ケーシングの収
縮、又は、撓りの可能性を著しく減少する。また、中空にすることは、製造工程中、ケー
シングを冷却するのに必要な時間を短縮する。かくして、製造効率が改善される。
【００１９】
ある実施例では、上方ケーシング及び下方ケーシングは、音波又は超音波溶接として知ら
れた技術を用いて結合される。従って、「エネルギーディレクター (energy directors)」
５１０が提供される。エネルギーディレクターは、凸状リッジ又は箇所であり、好ましく
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は、Ｖ字形であり、音波溶接工程に使用される。エネルギーディレクターは、例えば、パ
ッケージの他の特徴を妨げることなくチャンネルを密封し、かつ、２つのケーシングの間
の適切な結合を提供するように、戦略的に位置決めされる。また、ケーシングは、螺子、
接着剤、クリップ、又は他の結合技術で、互いに付けてもよい。
図１２は、チップ１２０が設けられたキャビティ３１０の詳細な断面図である。図示され
るているように、凹部５５０は、キャビティ３１０の周囲に形成される。凹部は、チップ
１２０を支持するリッジ５６０を有する。リッジ及び凹部は、キャビティ３１０の回りに
トラフを作る。ある実施例では、トラフは、チップをパッケージに取り付けるために、接
着剤６３０を受け入れるために、十分に大きい。ある実施例では、トラフは、幅約０．０
８インチで、奥行き０．０６インチである。取付けられたとき、チップの縁部は、リッジ
５５０の上に僅かに突出するが、凹部の側面６２５に接触しない。この構成では、接着剤
がトラフに小出しされることが許容され、チップ１２０をパッケージに取り付けるための
、接着用の適切な面領域を提供する。
【００２０】
ある実施例によれば、チップ１２０の背面１３０は、ケーシング４１０の面５０１によっ
て形成される面と少なくとも面一であるか、又は、下方にある。その結果、チップ１２０
は、面５０１で損傷の可能性から保護される。また、この構成により、面がほぼ平らであ
るので、パッケージが最小の収納面積で容易に収納される。
選択的に、キャビティの底部は、ガラスフィルター、又は、炭素染料等の光吸収材料を有
し、検出装置によって映している間、光が拡散し、又は、反射して影響を与えるのを防止
する。この特徴は、望まない反射光が映る可能性を著しく減少させることによって、その
ような装置の信号に対するノイズの割合を改善する。
図１３は、下方ケーシング４２０の内面を更に詳細に示す。図示されているように、下方
ケーシング４２０は、ほぼ平らであり、開口部７６０を有する。好ましくは、ケーシング
４２０は、上方ケーシングより、僅かに幅広く、又は僅かに長い。ある実施例では、ケー
シング４２０は、幅約１．６インチ、長さ２．０インチ、及び、奥行き０．１インチであ
り、完成された組立体に面一でない縁部を作る。前述の如く、この設計は、パッケージが
検出装置に取付けられるとき、正しい向きを確保する。
【００２１】
ある実施例では、開口部７６０は、キャビティの下方の、凹部の回りに間隔を隔てて位置
決めされている。開口部は、また、凹部とほぼ同じ幾何学的構成を有し、温度制御装置が
キャビティの底部にできるだけ接触することを許容する。
ケーシング４２０の内面７０１は、凹部７３０及び７４０を有する。ポート７３１は、凹
部７３０に位置決めされ、ポート７４１は、凹部７４０に位置決めされている。ポート７
３１及び７４１は、パッケージが組み立てられるとき、上方ケーシングのチャンネル（図
１０の３５０及び３６０）と連通する。ゴム、テフロン／ゴム積層体、又は他の密封材料
であってもよい密封材７９０が、各凹部に設けられている。隔壁は、容器を密封し、また
、更に流体を加え／除去するために隔壁に針を挿入するときに、再密封するのに、一般的
に使用される型式のものである。隔壁は、凹部に着座するとき、面より僅かに上方に延び
、それは、ある実施例では約０．０１インチである。
この設計は、ケーシング４１０及び４２０が隔壁に圧力を与えることを引起し、ポートと
チャンネルとの間に密封材を形成する。針又は他の流体注入手段がポートから除去された
後、圧力が隔壁に力を与えて、隔壁自体を再密封するので、密封材は、流体がキャビティ
に注入された後でも維持される。かくして、流体をキャビティ内に維持するための、効率
的かつ経済的な密封が提供される。
【００２２】
また、ケーシング４２０は、相補的な半部整列孔３３０及び３３５を有し、各孔は、外面
から半径方向内方にテーパされている。更に、内面７０１のある領域７６５は、上方ケー
シングの内面と同様に、中空である。
ｂ．チップパッケージの組み立て
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ある実施例によれば、頂部及び下方ケーシングは、超音波又は音波溶接として知られてい
る技術によって取付けられる。図１４は、パッケージの組み立てに使用される音波溶接の
概略図である。ある実施例では、溶接装置８００は、ハーマン・ウルトラソニック社 (Her
rmann Ultrasonics Inc.) 製のＨＳダイアログ超音波溶接機である。装置８００は、ベー
ス８１０に設けられたプラットフォーム８５０を有する。プラットフォーム８５０は、組
み立て工程中、上方及び下方ケーシングを収容する。
アコースッチックホーン８６０が、プラットフォーム８５０上方のフレームに設けられて
いる。ホーンは、空気圧で、フレームの上で、垂直方向（プラットフォーム８５０に向か
ったり、遠ざかったりして）移動する。ホーンは、周波数発生器８７０に接続され、それ
は、ある実施例では、ハーマン・ウルトラソニック社製の、２０ KHz 発生器である。装置
８００は、制御装置８８０によって制御され、制御装置８８０は、例えば、ハーマン・ウ
ルトラソニック社製の、ダイアログ (Dialog)２０１２であってもよい。制御装置８８０は
、デジタルコンピュータシステム８９０からの命令を受け入れるように構成されてもよい
。コンピュータ８９０は、３３ MHz で運転するゲートウエイ (Gateway) ４８６ＤＸとして
当業者に広く知られた型式の適当にプログラムされた、いかなるデジタルコンピュータで
あってもよい。
【００２３】
図１５は、プラットフォーム８５０をより詳細に示す。プラットフォーム８５０は、ほぼ
平らであり、また、整列ピン８５１及び８５２を有する。整列ピン８５１及び８５２が、
溶接工程中、上方及び下方ケーシングの両方を整列させるのに使用される。ある実施例で
は、シリコンゴム又は他のエネルギー吸収材料で構成されていてもよいパッド８９０が、
、組み立て中、パッケージに損傷を与えるのを防止するために、プラットフォーム８５０
に位置決めされている。
図１６は、運転中の音波溶接機を示す。図示されているように、各凹部に着座した隔壁７
９０を有する下方ケーシング４２０が、プラットフォームテーブル８５０に設けられ、整
列ピンによって所定位置に保持されている。上方ケーシング４１０は、次いで、整列ピン
で、下方ケーシングの上方に整列される。次いで、装置は、ホーン８６０を下降させ、ケ
ーシング４１０の上面に接触させることにより、溶接工程を行う。
図１７は、ケーシング及びホーンの詳細を示す。図示されるように、ホーン８６０は、上
方ケーシング４１０を押し、それにより、強制的に、エネルギーディレクタ (energy dire
ctors)５１０が下方ケーシング４２０と接触させる。次いで、装置は、周波数発生器を起
動させて、溶接ホーンの振動を引き起こす。
【００２４】
図１８は、溶接工程中の、エネルギーディレクタの詳細を示す。工程９００１に示すよう
に、溶接ホーン８６０は、エネルギーディレクタ５１０を下方ケーシング４２０に押しつ
ける。ステップ９００２において、装置は、溶接ホーンを振動させ、ある実施例では、そ
れを２０ KHz で行う。ホーンによって生成されたエネルギーは、エネルギーディレクタを
溶かす。同時に、ホーンはパッケージに抗して下方に移動する。ステップ９００３におい
て、ホーンによって与えられた圧力は、エネルギーディレクタの下方ケーシングへの融合
を引き起こす。ステップ９００４において、溶接工程は、ホーンが例えば、約０．０１イ
ンチの溶接深さに達するとき、完了する。勿論、種々の溶接パラメタを、最良の結果を得
るために、使用される材料の成分によって変化させてもよい。
ｃ．チップの取り付け
ある実施例によれば、紫外線硬化接着剤でチップをパッケージに取り付ける。図１９は、
チップを取り付けるのに使用される接着剤小出し装置の概略図である。小出し装置１００
０は、取り付け工程中に、パッケージを収容するための取り付けテーブル１０４０を有す
る。チップを整列させるためのチップ整列テーブル１０５０は、取り付けテーブル１０４
０に隣接して位置決めされる。接着剤を小出しするためのヘッドユニット１０３０は、テ
ーブル１０４０及び１０５０の上方に位置決めされている。ヘッドユニット１０３０は、
また、ビデオディスプレー１０７０に出力するカメラを有する。ビデオディスプレー１０
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７０は、ある実施例では、細い十文字の整列マーク１０７１を有する。ヘッドユニットは
、チップの整列、及び取り付け中に位置決めするための２軸（ｘ－ｙ）フレームに設けら
れている。小出し装置の運転は、コンピュータ１０６０によって制御され、ある実施例で
は、３３ MHz で運転するゲートウェイ (Gateway) ４８６ＤＸであってもよい。
【００２５】
図２０は、取り付けテーブルをより詳細に示す。取り付けテーブル１０４０は、複数の脚
部１１０５によって支持された、ほぼ平らなプラットフォーム１１１０を有する。取り付
け工程中にパッケージを固定する整列ピン１１１５及び１１１６が、プラットフォーム１
１１０の面に位置決めされている。
選択的に、針１１２０が設けられている。針１１２０は、チャンネル１１２１を有し、真
空ポンプに接続されている。運転中、針は、キャビティ内に真空を生成するために、パッ
ケージのポートの１つに挿入される。真空圧力は、取り付け工程中、チップをパッケージ
に固定する。
図２１は、テーブル１０５０を詳細に示す。テーブル１０５０は、チップを保持するため
の凹部１２４０を有する、ほぼ平らなプラットフォーム１２１０を有する。ある実施例で
は、ポート１２４１は、凹部１２４０内に設けられている。ポート１２４１は、チップを
動かなくするために、凹部内に真空を生じさせる真空ポンプに接続されている。プラット
フォーム１２１０は、コンビネーション・フリニア・ロータリステージ１２４６に設けら
れ、それは、ある実施例では、ダーダル (DARDAL)社製の２６ＬＲ型、及び、ダーダル社製
のＣＲ２２２６ＨＳＥ２型の、単軸移動ステージ１２４５であってもよい。
【００２６】
図２２は、凹部１２４０をより詳細に示す。図示するように、押縁１２４１が凹部１２４
０を取り囲んでいる。押縁１２４１は、チップが凹部１２４０の上に設置されるとき、チ
ップを支持する。チップは、プローブがテーブルに向かって凹部の上に設置されるので、
この設計は、整列中、プローブが損傷される可能性から保護する。
図２３は、ヘッドユニット１０３０をより詳細に示す。図示されているように、ヘッドユ
ニット１０３０は、ビデオディスプレーに出力するカメラ組立体１３２０を有する。カメ
ラが所望の物体に焦点を合わせ、また映すことを可能にするように、光１３６０が提供さ
れる。ヘッドユニットは、また、接着剤を硬化させるための紫外線１３５０と、取り付け
工程中、チップを移動させるための真空ピックアップ１３３０と、接着剤小出し器１３４
０とを有する。
運転中、チップパッケージが、テーブル１０４０の上に設置される。上記のように、テー
ブルの整列ピンはパッケージが動かないようにする。使用者は、ヘッドユニットを調節し
て、チップ取り付け工程を始める。これは、図２４に示すように、カメラをパッケージの
上方に移動させ、それをパッケージのマークと整列させることによって行うことができる
。都合上、整列ピンのうちの１つを整列マークとして使用してもよい。図２５は、この工
程中、カメラによって生成される典型的な映像１４４０を示す。図示するように、ヘッド
ユニットは、ピン１４８０と整列されていない。図２６に示すように、ヘッドユニットを
整列させるために、使用者は、それをｘ及びｙの両方向に移動させ、ピン１４８０をビデ
オデォイスプレーの細い十文字の交点１４７７に位置決めする。
【００２７】
次いで、チップをチップ整列テーブルの凹部に挿入する。図２６は、チップを整列させる
ための工程を示すフローチャートである。工程１４１０で、装置は、カメラ（ヘッドユニ
ット）をチップ整列マークのうちの１つの上方に位置決めする。カメラは、ビデオディス
プレーの整列マークを映す。この時点で、マークは、通常、整列されていない（すなわち
、マークは、細い十文字整列マークの交点に位置決めされていない）。工程１４２０で、
使用者は、チップ整列テーブルをｘ及びｙ方向に調節し、マークをほぼ細い十文字の交点
に位置決めする。回転方向に調節されないので、マークは、角度方向に整列されていない
かもしれない。工程１４３０で、使用者は、装置にカメラを、通常は、チップの反対側の
角部にある、第２整列マークの上方に移動させるように命令する。再び、整列マークの映
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像が表示される。この段階で、整列マークは、おそらく、ｘ，ｙ及び角度方向に整列さて
いない。工程１４４０で、使用者は、回転ステージ、ｘ－ステージ、及び、ｙ－ステージ
を調節し、もし必要なら、マークをビデオディスプレーの細い十文字と整列させる。回転
ステージを回転する場合には、第１整列マークは、わずかに整列されない。この偏りを補
償するため、使用者は、工程１４５０から始め、両方のマークが整列されるまで、整列工
程を繰り返す。勿論、映像処理技術を、ヘッドユニット及びチップの整列の自動化のため
に適用してもよい。
【００２８】
図２８は、工程１４１０中に、ビデオスクリーンによって表示される映像の例である。図
示するように、第１整列マーク（チップの左下角）は、細い十文字マークと整列していな
い。図２９は、使用者が調節した後の、第１整列マークの映像を例示する。図３０は、工
程１４３０中、ビデオスクリーンによって表示される典型的な映像を示す。図示するよう
に、第２整列マーク（チップの右上角）は、ｘ，ｙ及び角度方向に整列さていない。図３
１は、工程１４４０で、使用者による初めの調節に引き続く、第２マークの映像を示す。
図３２は、チップが整列された後の、第２整列マークの向きを示す。
一旦、チップが整列されると、チップを取り付けテーブルに保持する真空が、開放される
。その後、ヘッドユニットのピックアップは、チップをテーブルから除去し、それをパッ
ケージのキャビティに整列させる。ある実施例では、チップは、真空によって、ピックア
ップに付けられる。
選択的に、使用者は、チップの整列マークをカメラで検査することにより、チップのキャ
ビティに対する正しく整列を確保するように確認してもよい。もし、チップの位置がずれ
ていたら、チップは、取り除かれ、整列テーブルに再整列される。もし、チップが正しく
位置決めされていたら、装置は、小出し器をキャビティを取り囲むトラフに沿って移動さ
せて、接着剤を付着させる。ある実施例では、真空は、接着剤をトラフに付着させる前に
、開放される。この工程は、単なる予防であり、真空によって、接着剤がキャビティにし
み込まないことを確保するために、行われれる。一旦、接着剤が付着されると、装置は、
接着剤がチップの位置をずらしたかを測定するために、チップを再検査する。もし、チッ
プがまだ整列されていたら、ヘッドユニットは、紫外線を接着剤の上方に位置決めし、接
着剤を固くするのに十分な時間だけ、ある実施例では、約１０秒間だけ、硬化させる。さ
もなければ、チップは再整列される。
【００２９】
完了の際、チップパッケージは、様々な用途を有する。例えば、チップパッケージは、ハ
イブリダイゼーションによって、遺伝材料のシーケンシングに有用である。ハイブリダイ
ゼーションによるシーケンシングにおいて、チップパッケージは、流体送出装置に接続さ
れたハイブリダイゼーションステーションに設けられる。そのような装置は、針をポート
に挿入し、隔壁を刺すことによって、パッケージに接続される。この方法で、種々の流体
が、ハイブリダイゼーション工程中、プローブと接触させるために、キャビティに導入さ
れる。
通常、ハイブリダイゼーションは、初め、サンプルをプレハイブリダイゼーション溶液 (p
rehybridization solution) に露出して行う。次いで、サンプルは、適当な結合時間中、
ターゲットを含有する溶液で、結合状態のもとで培養される。結合状態は適用によって異
なるが、本明細書で援用する、マニアチス (Maniatis)他、「分子クローニング：実験マニ
ュアル (Molecular Cloning: A Laboratory Manual) (1989) 、第２版、ニューヨーク州コ
ールドスプリングハーバー、及び、バーガー (Burger)及びキメル (Kimmel)、「酵素学にお
ける方法 (Methods in Enzymology) 」、第１５２巻、分子クローニング技術ガイド (Guide
 to Molecular Cloning Techniques) 」 (1987)、アカデミック・プレス社 (Academic Pres
s, Inc.)、カイフォルニア州サンィエゴ、ヤング (Young) 及びデービス (Davis)(1983) 、
「 Proc. Natl. Acad. Sci. (U.S.A.) 」８０：１１９４に記述されているものを含む、公
知の一般的な結合方法によって選択される。ある実施例では、溶液は、約１モルの塩類と
、１乃至５０ナノモルのターゲットを含有する。選択的に、流体送出装置は、培養時間を
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短縮する、キャビティ内での混合を改善するために、攪拌機を有する。最後に、サンプル
は、６Ｘ　ＳＳＰＥバッファであってもよいバッファで洗浄されて、結合されないターゲ
ットが除去される。ある実施例では、キャビティは、サンプルを洗浄した後、バッファで
充填される。
【００３０】
その後、パッケージは、あらゆる目的のために既に本明細書で援用した、米国特許第５，
１４３，８５４号（ピーラング (Pirrung) 、他）、又は、米国特許出願第０８／４９５，
８８９号に開示されたような、検出、又は映像装置に整列される。そのような検出装置は
、特に、パッケージの形状と合致するホルダーを利用することにより、パッケージの非対
称（すなわち、面一でない縁）の利点を利用してもよい。かくして、パッケージは、走査
するために、正しい向き、及び、整列が確保される。映像装置は、プローブとターゲット
との間の反応を定性的に分析することができる。この分析に基づき、ターゲットのシーケ
ンス情報が抽出出される。
【００３１】
ＩＶ．他の実施例の詳細
ａ．チップパッケージの向き
図３３及び図３４は、パッケージの他の実施例を示す。図３３は、平面図であり、また図
３４は底面図である。図３３に示すように、キャビティ１６２０がパッケージ本体１６０
０の上面１６１０に位置決めされる。本体は、例えば、チップをパッケージに付けるのに
使用される、整列孔１６２１及び１６２２を有する。選択的に、複数のリッジ１６９０が
、本体の端部１６６０に位置決めされている。リッジ１６９０によって生じる摩擦で、パ
ッケージを滑ることなく容易に取り扱うことができる。
【００３２】
本体は、また、２つのほぼ平行な縁１６３０及び１６４０を有する。図示されするように
、縁１６４０は、端１６６５で狭くなっており、平らでない縁１６４５を形成する。本体
の非対称な設計で、検出装置に設けられたとき、向きを正すのが容易になる。例えば、検
出装置は、端部１６６５が挿入される、オーディオカセットテープのものと同様なホルダ
ーを有する。
図３４を参照すると、ポート１６７０及び１６７１が、キャビティ１６２０と連通してい
る。密封材が、流体をキャビティ内に保持するために、各ポートに設けられている。上面
と同様に、底面は、選択的に、複数のリッジ１６９０を端部１６６０に有する。
図３５及び図３６は、パッケージの他の実施例を示す。図３５は、平面図であり、また図
３６は底面図である。図３５を参照すると、キャビティ１７２０は、パッケージ本体１７
００の上面１７１０に位置決めされている。本体は、２つのほぼ平行な縁１７３０と１７
４０を有する、ディスクの形状に形成されている。寸法又は形状が異なる整列孔１７２１
及び１７２２が、本体に位置決めされている。ある実施例では、パッケージは、オーディ
オカセットテープのように、検出装置に、縁１７３０及び１７４０と平行に挿入される。
縁１７３０及び１７４０と、整列孔は、パッケージが検出装置に不正確に挿入されるのを
防止する。
【００３３】
図３６に示すように、ポート１７３０及び１７４０は、パッケージの底面１７１５に位置
決めされている。ポート１７３０及び１７４０は、キャビティ１７２０と連通し、また各
ポートは、流体をキャビティ内に密封するための密封材１７８０を有する。
ｂ．チップの取り付け
図３７は、チップをパッケージに取り付けるための、他の実施例を示す。図示されている
ように、２つの同心の押縁１８１０及び１８２０が、キャビティ３１０の周囲を取り囲む
。押縁１８２０は、キャビティ３１０の上方に設けられるとき、チップ１２０を支持する
。チップ１２０を越えて延びるレッジ１８１０は、チップを取り付けるための、紫外線硬
化シリコン、セメント、又は、他の接着剤を受け入れる。
図３８は、チップをパッケージに取り付けるための他の実施例を示す。この実施例によれ
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ば、押縁１９１０がキャビティ３１０の周りに形成されている。押縁は、接着フィルム、
接着層、テープ、又は他の接着層のような接着剤１９２０を収容するのに十分大きいこと
が好ましい。チップ１２０は、接着フィルムに接触するとき、パッケージに取り付けられ
る。
【００３４】
図３９は、チップをパッケージに取り付けるための、他の実施例を更に示す。図示されて
いるように、複数のフィンガー２０１５を有するフレームのようなクランプ２０１０で、
チップはパッケージに取り付けられる。図４０は、断面図である。面５０１のリッジ２０
２０は、キャビティ３１０を取り囲む。リッジは、チップ１２０が載っている押縁２０２
５を有する。選択的に、ガスケット又は密封材２０７０が、押縁とチップとの間に位置決
めされ、キャビティ３１０の周りの密な密封材を確保する。クランプ２０１０は、リッジ
２０２０の側面２０４０及び面５０１に取り付けられている。ある実施例では、クランプ
２０１０は、本体に音波で溶接される。従って、クランプ２０１０は、その底部に位置決
めされたエネルギーディレクター２０５０を有する。また、ねじ、クリップ、接着剤、又
は他の取り付け技術を、クランプ２０１０をパッケージに付けるのに使用してもよい。付
けられたとき、フィンガー２０１５は、チップ１２０をパッケージに固定する。
図４１は、チップをパッケージに取り付けるための、他の実施例を示す。リッジ２１１０
は頂部、又は、その近辺に切欠き２１１５を有し、リッジ２１１０は、キャビティ３１０
を取り囲んでいる。チップ１２０は、切欠き２１１５によって所定位置に溶接され、また
保持される。その後、ヒートステーキングとして知られている技術が、チップを取り付け
るのに使用される。ヒートステーキングは、熱と力をリッジの側面２１１１に与え、かく
して、リッジをチップ１２０に抗して、又は、周りにぴったりと押しつける。
【００３５】
図４２は、チップをパッケージに取り付ける他の実施例を示す。図示されるように、チャ
ンネル２２５０がキャビティ３１０を取り囲む。チップ１２０を受け入れるための切欠き
２２４０が、キャビティ３１０の頂部に沿って、又は近位に形成されている。ある実施例
では、ガスケット又は密封材２２７０が切欠きの底部に設置され、チップが取り付けられ
たとき密な密封材を確保する。一旦、チップが切欠きに位置決めされると、Ｖ字形ウエッ
ジ２２６０が、チャンネル２２５０に挿入される。ウエッジは、本体をチップの縁部及び
密封材２２６０に対して押し、かくして、チップをパッケージに付ける。この工程は、圧
縮密封として知られている。インサートモールディング、ウエーブはんだ付け (wave sold
ering)，面ディフージョン (surface diffusion) ，レーザ溶接、シュリンク包装、Ｏ－リ
ング密封、面エッチング、又は上からのヒートステーキング等の他の技術を利用してもよ
い。
【００３６】
ｃ．流体保持 (Fluid Retention)
図４３は、流入口を密封するために、チェックバルブを利用するパッケージの他の実施例
を示す。図示するように、凹部２３０５及び２３１５は、流入口３５０及び３６０を通っ
て、キャビティ３１０と連通する。ある実施例では、ダックビルドチェックバルブ (duck-
billed check valves)である、チェックバルブ２３１０及び２３２０は、凹部２３０５及
び２３１５に着座されている。流体をキャビティに導入するのに、針が、チェックバルブ
に挿入される。針が除去されるとき、チェックバルブがそれ自体を、流体の漏れを防止す
るように、再密封する。図４４は、キャビティ３１０を密封するための再使用可能なテー
プを使用する他のパッケージを示す。図示しているように、テープ２４００が、流入口３
５０及び３６０の上方に位置決めされている。テープの端部２４３０は、面２４８０に永
久的に固定されていることが望ましく、端部２４１０は、取り付けられないままでいるこ
とが好ましい。テープの中間部分２４２０は、非永久的接着剤で構成されている。この設
計で、流入口は、テープをパッケージから完全に剥離することなく、都合良く密封された
り、密封されなかったりする。
図４５は、キャビティ内に流体を保持するために、栓を使用するパッケージの他の実施例
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を示す。図示するように、凹部２５２０及び２５３０は、流入口３５０及び３６０を介し
てキャビティ３１０と連通する。ある実施例では、ゴム、又は、他の密封材料でできてい
る栓２５１０は、凹部に付けられる。栓２５１０は、ハイブリダイゼーション工程中、キ
ャビティを密封したり、開封するために、容易に容易に、挿入され、取り外される。
図４６は、流体をキャビティ内に保持するために、スライディングシールを利用したパッ
ケージを示す。密封材は、流入口の上方に位置決めされた溝孔２６１０に位置決めされて
いる。溝孔は、密封材を流入口に案内し、また、そこから案内するためのランナとして作
用する。図４７は、密封材をより詳細に示す。ゴム、テフロンゴム、又は他の密封材料で
構成される密封材２６４０が、各溝孔２６１０に付けられる。密封材は、溝孔を通って延
びるハンドル２６５０を有する。選択的に、密封材の底部は、流入口３５０との結合を確
保するための、環状突起部２６４５を有する。流入口は、密封材を適切に溝孔に沿って位
置決めすることにより、密封されたり、開封されたりする。また、ばね荷重ボール、ロー
タリーボールバルブ、プラグバルブ、又は他の流体保持技術を利用してもよい。
【００３７】
ｄ．チップの向き
図４８及び図４９は、パッケージの他の実施例を示す。図４８は、平面図であり、また図
４９は断面図である。図示するように、パッケージ２７００は、面２７０５にキャビティ
２７１０を有する。面２７９１にプローブ２７９５のアレイを有するチップ２７９０が、
接着剤２７４１でキャビティ２７１０の底部に結合される。接着剤は、例えば、シリコン
、接着テープ、又は、他の接着剤であってもよい。また、チップ又は他の取り付け技術を
利用してもよい。選択的に、キャビティの底部は、チップが着座される凹部を有してもよ
い。
この構成は、いくつかの利点を提供し、それらは、（１）いかなる型式の基板（すなわち
、非透明又は非半透明）の使用をも許し、（２）チップが取り付けのための縁部を必要と
しないので、ウエハ当たり、より多くのチップを生み出し、様々な寸法のチップ、又は、
複数のチップがパッケージに付けられることを許すことである。
カバー２７７０が、キャビティを密封するためにパッケージに付けられる。カバー２７７
０は、ガラス、アクリル、又は光を透過させる他の材料等の透明又は半透明の材料で形成
させれていることが好ましい。カバー２２７０は、接着剤２７７２で面２７０５に付けら
れることが好ましく、接着剤２７７２は、ある実施例では、シリコン、接着フィルム、又
は、他の接着剤である。選択的に、凹部は、カバーの面２２７１が、面２７０５と少なく
とも面一であるように、キャビティの周りに形成されている。また、カバーは、本明細書
に説明されたいずれのチップ取り付け技術によって、面２７０５に付けられてもよい。
流入口２７５０及び２７５１が設けられ、キャビティ２７１０と連通している。選択され
た流体が、流入口２７５０及び２７５１を介してキャビティを通って循環される。流体を
キャビティ内に密封するために、隔壁、栓、又は他の密封材を利用してもよい。他の実施
例では、ここで説明した、いかなる流体保持技術を利用してもよい。
【００３８】
ｅ．平行ハイブリダイゼーション及び診断
他の実施例では、本体は、複数のキャビティが設けられていている。キャビティは、例え
ば、９６窪みマイクロ滴定量フォーマット (96-well micro-titre format)をなしていても
よい。ある実施例では、チップは、上記の方法によって、個々に各キャビティに設けられ
る。また、プローブアレイは、キャビティと合致するフォーマットでウエハに形成される
。従って、プローブアレイをパッケージに取り付ける前は、ウエハを分割する必要はない
。このフォーマットは、複数のサンプルの実験を平行して行うことを可能にすることによ
り、一定時間当たりの処理量を著しく増加する。
【００３９】
Ｖ．攪拌装置の詳細
図５０は、攪拌装置の詳細を示す。図示しているように、攪拌装置２８００は、２つの液
体容器２８１０及び２８２０を有し、ある実施例では、液体容器２８１０及び２８２０は
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、それぞれ約１０ミリリットルである。容器２８１０は、管２８５０を介してポート３５
０と連通し、また容器２８２０は、管２８６０を介してポート３６０と連通する。流入ポ
ート２８１２及び通気ポート２８１１は、容器２８１０の頂部に、又はその近くに位置決
めされている。容器２８２０は、また、頂部に、又はその近くに、流入ポート２８２２及
び通気口２８２１を有する。容器２８１０のポート２８１２及び容器２８２０のポート２
８２２は、バルブ２８４０及び２８４１を介してバルブクランプ２８２８に接続されてい
る。窒素ガス（Ｎ 2  ）又は他の気体であってもよいアジテータ２８０１は、継手２８５１
でバルブ組立体２８２８に接続されている。バルブ２８４０及び２８４１は、それぞれの
容器へのＮ 2  の流れを規制する。ある実施例では、容器２８１０と同様に、バッファ及び
／又は流体をキャビティに導入するために、追加の容器（図示せず）が設けられていても
よい。
【００４０】
運転中、流体が容器２８１０に配置される。流体は、例えば、チップのプローブとハイブ
リッド化すべきターゲットを有する。容器２８１０は、ポート２８１１を閉じることによ
り密封され、容器２８２０は、ポート２８２１を開放することによって通気される。次い
で、Ｎ 2  が、容器２８１０に注入され、流体を管２８５０、キャビティ３１０、ついには
、容器２８２０へと押しやる。Ｎ 2  によって形成された泡は、装置内を通って循環すると
き、流体を攪拌する。容器２８１０内の流体の量がほとんど空になろうとしているとき、
装置は、バルブ２８４０及びポート２８２１を閉じ、バルブ２８４１及びポート２８１１
を開放することによって、流体を逆流させる。このサイクルが、プローブとターゲットと
の間の反応が、完了するまで、繰り返される。
ある適用では、泡立ちは、Ｎ 2  が流体と相互作用するときに起こる。泡立ちは、装置を通
る流体の流れを抑制する可能性がある。この問題を緩和するため、ＣＴＡＢのような洗剤
を流体に添加してもよい。ある実施例では、添加するＣＴＡＢの量は約１ミリモルである
。更に、ＣＴＡＢは、それらが結合する割合を増加することにより、プローブ及びターゲ
ットに積極的に影響を与え、かくして、必要な反応時間を短縮する。
【００４１】
図５０に示す装置は、他の方法で運転される。この技術によれば、第２容器内に形成され
た背圧が、溶液を逆流させるのに使用される。運転中、流体が容器２８１０内に配置され
、ポート２８１１及び２８２１の両方が閉じられる。Ｎ 2  が容器２８１０に注入され、流
体は、管２８５０、キャビティ３１０、ついには容器２８２０へと押しやられる。容器２
８２０の通気ポートが閉じられるので、流体及びＮ 2  の容積が増加するとき、その中の圧
力が構築され始める。容器２８１０内の流体の量が、ほとんど空になろうとしているとき
、容器２８１０へのＮ 2  の流れは、バルブ２８４０を閉じることにより停止される。次い
で、循環装置は、容器２８１０の開口ポート２８１１によって通気される。その結果、容
器２８２０内の圧力で、溶液が装置を通って容器２８１０に向かって強制的に戻る。ある
実施例では、装置は、Ｎ 2  が約３秒間、注入され、更に、約３秒間、通気される。このサ
イクルが、プローブ及びターゲットとの間のハイブリッド化が完了するまで、繰り返され
る。
図５１は、攪拌装置の他の実施例を示す。装置２９００は、チップパッケージ３００が設
けられたボルテクサー（ voltexer) ２９１０を有する。流体を保持するための容器２９３
０が、管２９５０を介して流入口３５０と連通する。バルブ２９３５が、溶液のキャビテ
ィへの流れを制御するために設けられていてもよい。ある実施例では、Ｎ 2  源、又は他の
気体源であってもよい循環器２９０１、が、容器２９３０に接続されていてもよい。また
、ポンプ又は他の流体移送装置を利用してもよい。容器２９３０へのＮ 2  の流れは、バル
ブ２９３６によって規制される。循環機２９０１は、また、バルブ２９０２を介して管２
９５０に接続されている。
【００４２】
廃棄用容器２９２０は、流出管２９５５を通ってポート３６０と連通している。ある実施
例では、流体センサ２９４０が、流出管２９５５内の流体の存在を感知するために設けら
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れていてもよい。廃棄用容器へのアクセスは、バルブ２９２１によって制御される。選択
的に、容器２９３０と同様な追加の容器（図示せず）が、バッファ又は他の流体をキャビ
ティに導入するために、利用されてもよい。
装置は、すべてのバルブを閉じ、例えば、ターゲットを含有する流体を有する容器２９３
０を充填することによって、初期化される。次いで、バルブ２９３６、２９３５及び２９
５５が、開放される。これで、Ｎ 2  の、容器２９３０への流入が許容され、流体を管２９
５０を通って、キャビティへ強制的に押しやる。キャビティが充填されるとき、バルブ２
９３５、２９３６、及び２９５５は閉じられ、キャビティ内の流体が密封される。次いで
、ボルテクサーが起動され、塗料ミキサーと同様に、チップパッケージが振動する。ある
実施例では、ボルテクサーは、パッケージを約３０００サイクル／分で振動する。この運
動は、流体内のターゲットを混ぜ、培養時間を短縮する。ある実施例では、ボルテクサー
は、ハイブリッド化が完了するまで、チップパッケージを回転させる。完了の際、バルブ
２９０２及び２９５５が開き、Ｎ 2  をキャビティに流入させる。Ｎ 2  で、流体が廃棄用容
器２９２０に映される。引続き、キャビティは、バッファ又は他の流体で充填される。
【００４３】
図５２は、攪拌装置が、チップパッケージに部分的に一体化された、他の実施例を示す。
図示されるように、チップパッケージ３００は、チップが設けられたキャビティ３１０を
有する。キャビティ３１０には、流入口３６０及び３５０が設けられている。パッケージ
は、また、チャンバ３０１０及び３０２０を有する。ポート３０２１が、チャンネル３０
１０に設けられ、流入口３６０にチャンネル３０２５によって連結されている。
チャンネル３０１０は、ポート３０１１及び３０１２を備えている。ポート３０１２は、
チャンネル３０１５を通って流入口３５０と連通される。チャンネル３０１５には、流体
廃棄装置３５００と管３５０１を介して連通された、廃棄ポート３０１６が設けられてい
る。バルブ３５０２は、流体の廃棄装置への流れを規制する。ある実施例では、廃棄装置
は、廃棄容器３５１０と管３５０１に接続された流体回復用容器３５２０とを有する。バ
ルブ３５３０は、流体の流れを廃棄用容器又は回復用容器のいずれかに差し向けるために
設けられている。
ポート３０１１は、管３６０１を通って、流体送出装置３６００と連結されている。流体
送出装置からチャンバ３０１０に流れる流体は、バルブ３６０２によって規制される。流
体送出装置は、管３６９０で互いに連結された流体容器３６１０及び３６２０を有する。
ターゲットを含有する流体を保持している容器３６１０は、ポート３６１６及び３６１５
を有する。ポート３６１６は、管３６９０に連結されている。バルブ３６１２は、容器３
６１０の外への流体の流れを制御する。Ｎ 2  源である循環器３６０５は、容器３６１０の
ポート３６１５に連結されている。また、いかなるタイプの気体、ポンプ又は他の流体移
送装置を利用してもよい。Ｎ 2  の容器３６１０への流れは、バルブ３６１８によって制御
される。また、バルブ３６１９が、容器３６１０を通気するために設けられている。
【００４４】
バッファを保持する容器３６２０には、ポート３６２５及び３６２６が設けられている。
循環器３６０５が、ポート３６２５に連結されている。バルブ３６２１が、Ｎ 2  の容器３
６２０への流れを制御するために、設けられている。ポート３６２６が、バルブ３６２２
を介して管３６９０に連結されている。バルブ３６２２は、バッファの容器３６２０の外
への流れを規制する。選択的に、容器３６２０と同様な追加の容器（図示せず）が、他の
流体をキャビティに導入するために設けられていてもよい。バルブ３６９０は、Ｎ 2  のパ
ッケージへの直接の流れを制御するために、循環器３６０５を管３６９０に連結する。バ
ルブ３６５２が、流体送出装置を通気するために設けられている。
初期の運転状態では、全てのバルブが閉じられている。ハイブリタイゼーション工程を始
めるため、ターゲットを含有する流体が、バルブ３６０２、３６１２、及び３６１８を開
けることによって、チャンバ３０１に導入される。これで、Ｎ 2  が容器３６１０に注入さ
れ、流体を管３６０１を通って、チャンバ３０１０に強制的に流れる。チャンバ３０１０
が充填されるとき、バルブ３６１２及び３６１８は閉じられる。次いで、バルブ３６４２
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が開かれ、Ｎ 2  がチャンバ３０１０に直接、流れるのを許す。Ｎ 2  は、流体を攪拌し、キ
ャビティ３１０へと、またチャンバ３０２０の外へと循環させる。チャンバ３０２０内の
流体及びＮ 2  の容積が増加するとき、同様に、内部の圧力も上昇する。チャンバ３０２０
がその許容量に達するとき、バルブ３６４２が閉じられ、流体の流れが止まる。その後、
装置は、バルブ３６５２を開けることによって通気される。装置を通気すると、チャンバ
３０２０内の背圧が、流体をチャンバ３０１０へと逆流させる。チャンバ３０１０が充填
されるとき、バルブ３６５２が閉じられ、バルブ３６４２が開いて、流体が逆流する。こ
のサイクルが、ハイブリダイゼーションが完了するまで、繰り返される。
【００４５】
ハイブリッド化が完了するとき、装置は排水される。この方法は、流体が位置するチャン
バによる。もし、流体がチャンバ３０２０内に位置されているなら、バルブ３５０２は、
開かれ、バルブ３５３０は、流体を適当な容器（回復用又は廃棄用）に差し向けるように
位置決めされる。チャンバ３０２０内の圧力は、流体をポート３０１６、管３５０１、を
通して、廃棄装置へと押しやる。流体がチャンバ３０１０内にあるなら、バルブ３５０２
及び３６４２は開かれる。その結果、Ｎ 2  は、チャンバ３０１０内の流体をポート３５０
１を通って、廃棄装置へと押しやる。
一旦、装置が空になると、すべてのバルブは閉じられる。バッファ又は他の流体が、キャ
ビティに導入れる。例えば、キャビティは、バルブ３６０１、３６２１、及び３６２２を
開くことによって、バッファで充填される。これで、Ｎ 2  が容器３６２０へと注入され、
その中のバッファを装置を通って流れさせ、やがてキャビティ３１０を充填する。また、
超音波放射能、熱、マグネティック・ビード (magnetic beads)、又は他の攪拌技術を利用
してもよい。
本発明は、プローブチップをパッケージするための、商業的に実現可能な装置を提供する
。上記の説明は例示であり、限定するものではないと理解されたい。当業者は、上記の説
明を読むことによって、多くの実施例が明らかになろう。単に例示として、パッケージは
、２つの材料のかわりに、１つの材料で成形され、又は機械加工されてもよい。また、他
の非対称なデザインを、検出装置にパッケージの向きを定めるのに使用してもよい。
本発明の範囲は、従って、上記の説明を参照することなく、請求の範囲及びそれと均等の
範囲を参照して決定されなければならない。
【００４６】
【発明の効果】
本発明によれば一定時間当たりの処理量が高い商業的に実現可能なチップをパッケージす
る装置及び方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、複数のプローブアレイが組み立てられたウエハを示す。
【図２】図２は、チップを示す。
【図３】図３は、スクライブ・アンド・ブレーク装置を示す。
【図４】図４は、ピック・アンド・プレースフレームみ設けられたウエハを示す。
【図５】図５は、整列中に、スクライブ・アンド・ブレーク装置によって表示されたウエ
ハを示す。
【図６】図６は、整列中に、スクライブ・アンド・ブレーク装置によって表示されたウエ
ハを示す。
【図７】図７は、チップパッケージ装置を示す。
【図８】図８は、２つの部品から組み立てられたチップパッケージ装置を示す。
【図９】図９は、チップパッケージ装置の上方ケーシングの平面図である。
【図１０】図１０は、チップパッケージ装置の上方ケーシングの底面図である。
【図１１】図１１は、異なるキャビティの向きを示す。
【図１２】図１２は、パッケージ装置の断面図である。
【図１３】図１３は、チップパッケージ装置の下方ケーシングの底面図である。
【図１４】図１４は、音波溶接装置を示す。
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【図１５】図１５は、音波溶接装置を示す。
【図１６】図１６は、チップパッケージ装置を組み立てるのに使用される音波溶接工程を
示す。
【図１７】図１７は、チップパッケージ装置を組み立てるのに使用される音波溶接工程を
示す。
【図１８】図１８は、チップパッケージ装置を組み立てるのに使用される音波溶接工程を
示す。
【図１９】図１９は、チップをチップパッケージ装置に取り付けるのに使用される、接着
剤小出し装置を示す。
【図２０】図２０は、図１０の接着剤小出し装置の詳細図である。
【図２１】図２１は、図１０の接着剤小出し装置の詳細図である。
【図２２】図２２は、図１０の接着剤小出し装置の詳細図である。
【図２３】図２３は、図１０の接着剤小出し装置の詳細図である。
【図２４】図２４は、図１０の整列装置の工程図である。
【図２５】図２５は、図１０の整列装置の工程図である。
【図２６】図２６は、図１０の整列装置の工程図である。
【図２７】図２７は、図１０の整列装置の工程図である。
【図２８】図２８は、図２４乃至図２７の整列工程中に得られた映像を示す。
【図２９】図２９は、図２４乃至図２７の整列工程中に得られた映像を示す。
【図３０】図３０は、図２４乃至図２７の整列工程中に得られた映像を示す。
【図３１】図３１は、図２４乃至図２７の整列工程中に得られた映像を示す。
【図３２】図３２は、図２４乃至図２７の整列工程中に得られた映像を示す。
【図３３】図３３は、パッケージ装置の他の実施例を示す。
【図３４】図３４は、パッケージ装置の他の実施例を示す。
【図３５】図３５は、パッケージ装置の他の実施例を示す。
【図３６】図３６は、パッケージ装置の他の実施例を示す。
【図３７】図３７は、チップをパッケージ装置に取り付けるための他の実施例を示す。
【図３８】図３８は、チップをパッケージ装置に取り付けるための他の実施例を示す。
【図３９】図３９は、チップをパッケージ装置に取り付けるための他の実施例を示す。
【図４０】図４０は、チップをパッケージ装置に取り付けるための他の実施例を示す。
【図４１】図４１は、チップをパッケージ装置に取り付けるための他の実施例を示す。
【図４２】図４２は、チップをパッケージ装置に取り付けるための他の実施例を示す。
【図４３】図４３は、パッケージ装置のキャビティを密封するための他の実施例を示す。
【図４４】図４４は、パッケージ装置のキャビティを密封するための他の実施例を示す。
【図４５】図４５は、パッケージ装置のキャビティを密封するための他の実施例を示す。
【図４６】図４６は、パッケージ装置のキャビティを密封するための他の実施例を示す。
【図４７】図４７は、パッケージ装置のキャビティを密封するための他の実施例を示す。
【図４８】図４８は、チップを取り付けるための他の実施例を示す。
【図４９】図４９は、チップを取り付けるための他の実施例を示す。
【図５０】図５０は、攪拌装置を示す。
【図５１】図５１は、攪拌装置の他の実施例を示す。
【図５２】図５２は、攪拌装置の他の実施例を示す。
【符号の説明】
１００　ウエハ
１１０　プローブアレイ
１５０　道
１２０　チップ
１４５　整列マーク
３００　パッケージ
３１０　キャビティ
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３６０　流入口
５５１　チャンネル
５６１　チャンネル
５９０　凹部
７９０　密封材
１６２１　整列孔
１６２２　整列孔
２２７０　カバー
３０１０　チャンバ
３０２０　チャンバ
３０２１　ポート
３０１０　チャンネル
３０２５　チャンネル
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(22) JP 3790280 B2 2006.6.28



【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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