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(57)【要約】
ドライエッチプロセス（１１１）に基づいてアンダーバ
ンプメタル積層（１０５）をパターニングすることによ
り、非常に複雑なウェット化学エッチプロセスを含む従
来の技術と比べて、実質的な利点を実現することができ
る。特定の実施形態では、チタンタングステン層あるい
はアンダーバンプメタル積層（１０５）の任意の他の適
切な最後の層（１０５Ｂ）が、フッ素ベースの化学物質
および酸素を物理的構成要素として使用したプラズマエ
ッチプロセス（１０７）に基づいてエッチされ得る。さ
らに、プラズマベースのパターニングプロセス（１０７
）の前後に粒子（１０９）と残留物（１１２）とを除去
するために、任意の洗浄プロセス（１１０、１１３）が
実行され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンダーバンプメタル積層（１０５）上に形成された複数のバンプ（１０６）の存在下
で、電気化学エッチプロセス（１０７）により前記アンダーバンプメタル積層（１０５）
の第１層（１０５Ａ）をパターニングするステップと、
　ドライエッチプロセス（１１１）により前記アンダーバンプメタル積層（１０５）の第
２層（１０５Ｂ）をパターニングするステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記第２層（１０５Ｂ）をパターニングする前に前記第２層（１０５Ｂ）を洗浄するス
テップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第２層（１０５Ｂ）を洗浄するステップ（１１０）は、前記第２層（１０５Ｂ）か
ら粒子（１０９）を除去するステップを含む、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記第２層（１０５Ｂ）の洗浄ステップ（１１０）は、少なくとも、前記電気化学エッ
チプロセス（１０７）の間に実行される第１洗浄プロセス（１１０）と、前記電気化学エ
ッチプロセス（１０７）後に実行される第２ウェット洗浄プロセス（１１０Ａ）とを含む
、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記第２層（１０５Ｂ）のパターニングステップは、化学反応性構成要素と、前記第２
層を照射する物理的構成要素とを含むプラズマ環境を構築するステップを含む、請求項１
記載の方法。
【請求項６】
　前記第２層（１０５Ｂ）をパターニングした後、前記アンダーバンプメタル積層（１０
５）下方の保護層（１０３）から炭素残留物（１１２）を除去するために、プラズマ洗浄
プロセス（１１３）を実行するステップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記プラズマ洗浄（１１３）の終点を光学的に検出するステップをさらに含む、請求項
６記載の方法。
【請求項８】
　前記先行するドライエッチプロセス（１１１）の副産物を除去するために、ウェット化
学洗浄プロセス（１１４）を実行するステップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記第２層（１０５Ｂ）をパターニングするステップはさらに、前記バンプ（１０６）
をエッチマスクとして使用しながら、前記露出した第２層（１０５Ｂ）をドライエッチす
る（１１１）ステップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記ドライエッチプロセス（１１１）を光学的に検出するステップをさらに含む、請求
項１記載の方法。
【請求項１１】
　下方の保護層（１０３）にエッチングによって形成される少なくとも１つの揮発性化合
物の適切なモニタ波長を判断するステップをさらに含む、請求項１０記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　概して、本発明は集積回路の形成技術に関し、より詳細には、バンプを含むコンタクト
層を形成するプロセスフローに関する。ここでは、コンタクト層は、適切に形成されたパ
ッケージ基板またはキャリア基板を１以上の集積回路を擁するダイに直接結合するための
コンタクト領域を設けるように構成される。
【背景技術】
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【０００２】
　集積回路の製造においては、通常、チップをパッケージし、チップ回路を周辺部と接続
するためのリードと端子とを設けることが必要である。いくつかのパッケージング技術で
は、チップ、チップパッケージ、または他の適切なユニットは、いわゆるはんだバンプか
ら形成されるはんだボールによって接続される。このはんだボールは、このようなユニッ
トのうちの少なくとも１つの対応する層（以下、本明細書中ではコンタクト層と呼ぶ）に
、たとえば、超小型電子チップの誘電保護層に形成される。超小型電子チップを対応する
キャリアと接続するために、超小型電子チップは、例えば、複数の集積回路と、これらの
２つのユニットを電気的に接続するように十分なパッド配列が形成された対応するパッケ
ージとを備え、少なくともどちらかのユニット（例えば、超小型電子チップ上）に設けら
れたはんだバンプをリフロー後、２つの対応するユニットの表面が電気的に接続される。
他の技術では、対応するワイヤに接続されるはんだバンプが形成されるか、はんだバンプ
は、ヒートシンクとして機能する別の基板の対応パッド領域に接触してもよい。その結果
、チップ領域全体に分布可能な多くのはんだバンプを形成することが求められ得る。これ
により、通常は、マイクロプロセッサ、ストレージ回路などの複合回路、および／または
、完全な複合回路システムを形成する複数の集積回路を含む、最新の超小型電子チップに
求められるＩ／Ｏ能力を供給することができる。
【０００３】
　はんだバンプの取付手順は、対応するパッドに、何百もの、あるいは何千ものはんだバ
ンプを機械的にうまく固定するために、注意深く設計されなければならない。その理由は
、はんだバンプのうちのたった１つが失敗しても、全体のデバイスが使い物にならなくな
ってしまうからである。このような理由から、一般的に、注意深く選択された１以上の層
が、はんだバンプとパッド配列を含む下方の基板またはウェハとの間に設けられる。この
ような重要な役割に加えて、アンダーバンプメタル層(underbump metallization layer)
とも呼ばれるこれらの界面層は、はんだバンプを下方のパッドおよびこれを包囲する保護
材料に機械的に十分に接着する役割を果たす。このアンダーバンプメタルは、拡散特性と
伝導率に関してさらなる要件を満たす必要がある。先に述べた問題に関して、アンダーバ
ンプメタル層は、鉛（Ｐｂ）と錫（Ｓｎ）との混合物であることが多いはんだ材料がチッ
プ下方のメタライゼーション層を攻撃し、これにより、これらの層の機能を破壊しないよ
うに、またはこれらの層に悪影響を及ぼさないように、十分な拡散バリアを設ける必要が
ある。さらに、アンダーバンプメタルは、鉛などのはんだ材料が他のセンシティブなデバ
イス領域に、たとえば誘電体に流入するのを効果的に抑えなければならない。鉛中の放射
性崩壊は、デバイスパフォーマンスにも著しい影響を及ぼすおそれがある。伝導率に関し
ては、はんだバンプとチップの下方メタライゼーション層間の相互接続としての役割を果
たすアンダーバンプメタルの厚みおよび抵抗率は、メタルパッド／はんだバンプシステム
の全抵抗を不適切に増加させないものでなければならない。加えて、このアンダーバンプ
メタルは、はんだバンプ材料を電気メッキする間、電流分布層としての役割を果たすこと
になる。目下のところ、電気メッキは好ましい蒸着技術である。その理由は、本技術にも
使用されるはんだバンプ材料の物理蒸着法では、材料が熱い金属蒸気に接触する間に、マ
スクの熱膨張に伴うずれを生じさせないようにするために、複雑なマスク技術が求められ
るからである。さらに、特に、大きなウェハが処理されるときや隣接するはんだパッド間
のピッチが縮められる場合に、蒸着プロセスの終了後、はんだパッドにダメージを与えず
に金属マスクを除去するのは非常に困難である。
【０００４】
　電気メッキ蒸着法においてはマスクも使用される。しかし本技術は、マスクがフォトリ
ソグラフィを用いて生成され、これにより、物理蒸着技術によって生じる上述の問題点を
防ぐことができる点で蒸発法とは異なる。しかし、電気メッキのためには、はんだバンプ
を形成する必要のあるパッド以外は大部分が絶縁性の基板に取り付けられる連続した均一
の電流分布層が必要である　したがって、アンダーバンプメタルは、均一な電流分布に関
して厳密に定められた制約条件を満たす必要がある。その理由は、メッキプロセスにおい



(4) JP 2009-503852 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

ては、均一でなければはんだバンプの最終的な構造に影響を及ぼすおそれがあり、さらに
、はんだバンプのリフロー後に、結果として生じるはんだボールの最終的な構造に、たと
えば、高さの不均一性といった影響を及ぼすおそれがあるからであり、このことで、最終
的に得られる電気接続とその機械的完全性が変動するおそれがあるからである。
【０００５】
　はんだバンプの形成後、はんだバンプを互いに電気的に絶縁するように、アンダーバン
プメタルをパターニングする必要がある。結果として生じるアンダーバンプメタルのアイ
ランドは、典型的には、錯体化学を用いた電気化学エッチプロセスおよび／あるいはウェ
ット化学エッチプロセスを含む非常に複雑な等方性エッチプロセスによって得られるが、
これは、さらにはんだボールの機能と構造とを実質的に決定するものである。その理由は
、エッチ化学物質は、ウェット化学エッチプロセスにおいてマスクとしての役割を果たす
はんだバンプをアンダーエッチしてしまう場合があるからである。その結果、アンダーエ
ッチ度が変われば、結果として生じる各はんだバンプに関連づけられるアンダーバンプメ
タルアイランドの寸法が変わり、この結果、非常に濡れやすい(highly wettable)アンダ
ーバンプメタルにより、実質的にはんだ材料のフロー挙動(flow behavior)と、最終的に
得られる寸法と、これにより、はんだボールの高さとが決定されることから、リフロー後
のはんだボールの構造に著しい影響を及ぼす。さらに、バリア性および接着性の点で優れ
た特性を有することから、誘電材料に形成される第１層として使用されることが多いチタ
ンタングステン（ＴｉＷ）層などのアンダーバンプメタルの１以上のサブ層をパターニン
グするウェット化学エッチプロセスのエッチ速度は、バンプパターンに依存し得る。つま
り、エッチ速度は、各ダイ内のバンプのレイアウトと、基板上の各ダイ間のＸ方向とＹ方
向の距離に依存し得る。したがって、パターンに依存したエッチ速度によって、実際に使
用できるバンプレイアウトに対して厳しい制約が課され得る。この結果、場合によっては
Ｉ／Ｏ能力が制限され、および／または、実際に利用可能なダイ領域に対するダイの熱放
散が制限される。
【０００６】
　さらに、ウェット化学エッチプロセスには、実質的にバンプ材料と相互作用するプロセ
スもある。ここでは、バンプ材料が除去される、および／または、化学反応によってバン
プ材料が好ましくない化合物に変換される場合がある。よって、ウェット化学エッチプロ
セス後、ウェット化学プロセスの間、あるいは、好ましくない化合物を除去する後続の洗
浄プロセスの間に、大量のバンプ材料が失われるおそれがある。このことは、特に、アル
ファ崩壊定数の低い錫／鉛などの高額なはんだ材料が使用されている場合に生産コスト増
加の一因となる。
【０００７】
　さらに、ウェットエッチ化学およびエッチレシピが複雑なことから、アンダーバンプメ
タルのパターニングにおいて、高度な終点検出方式が必要とされるため、このことでプロ
セスがさらに複雑になる。ある場合では、ウェット化学による副産物の処理に加えて、化
学物質と所要の添加物とをウェット化学プロセスに供給することで全体のパターニングプ
ロセスのコストが大幅に追加されるおそれがある。ここでは、専用の処理装置のメンテナ
ンスと床面積とが重要なコスト要因となり得る。
【０００８】
　上述した状況を鑑みて、はんだバンプを含むコンタクト層を形成する改良された技術が
求められており、ここでは、上記の一以上の問題点が回避されるか、そのような問題点に
よる影響が少なくとも大幅に低減される。
【発明の開示】
【０００９】
　以下、本発明のいくつかの態様を基本的に理解するために、本発明の概要を説明する。
この概要は、本発明の全体像を詳細に説明するものではない。本発明の主要な、または重
要な要素を特定しようとするものでも、本発明の範囲を説明しようとするものでもない。
ここでの目的は、本発明のいくつかのコンセプトを簡単な形で提供して、後続のより詳細
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な説明に対する前置きとすることである。
【００１０】
　概して、本発明は、コンタクト層とその上に形成されるはんだバンプなどのバンプをリ
フローすることにより、対応するキャリア基板に直接結合されるように構成された超小型
電子チップのコンタクト層を形成する技術に向けられる。ここでは、アンダーバンプメタ
ルのパターニングプロセスは、ドライエッチプロセスを含む。これにより、従来のプロセ
スフローで用いられることの多いウェット化学エッチプロセスに伴って生じる一以上の問
題点を回避する可能性が与えられる。
　さらに、プラズマベースのドライエッチプロセスが与える利点により、バンプのパター
ン密度に対するパターニングプロセスの依存度が大幅に低減することから、独創的な技術
により、コンタクト層を設計するためのフレキシビリティ度が増す。その結果、本発明は
、生産コストを減らす、および／または生産歩留まりを増加する、および／またはデバイ
ス性能を高める可能性を与える。
【００１１】
　本発明の一例示的実施形態によれば、方法は、アンダーバンプメタル積層に形成された
複数のバンプの存在下で、電気化学エッチプロセスによって積み重ねられたアンダーバン
プメタル層の第１層をパターニングするステップを含む。さらに、アンダーバンプメタル
積層の第２層がドライエッチプロセスによってパターニングされる。
【００１２】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、方法は、少なくとも第１および第２層を備えた
アンダーバンプメタル積層と、このアンダーバンプメタル積層の上方に複数のバンプが形
成された基板を提供するステップを含む。さらに、アンダーバンプメタル積層の第１層は
、第２層を露出するようにパターニングされ、その後、この露出した第２層が洗浄される
。最後に、本方法は、バンプをエッチマスクとして使用しながら、露出した第２層をドラ
イエッチングするステップを含む。
【００１３】
　本発明は、添付の図面とあわせて以下の記載を参照することによって理解される。図面
において、同じ参照符号は同一要素を示す。
　本発明は、様々な改良を行い、また、他の形態で実施することができるが、ここに説明
されている特定の実施形態は、例示として示したものであり、以下にその詳細を記載する
。しかし当然のことながら、ここに示した特定の実施形態は、本発明を開示されている特
定の形態に限定するものではなく、むしろ本発明は添付の請求項によって規定されている
発明の範疇に属するすべての改良、均等物、および変形例をカバーするものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の例示的実施形態を以下に記載する。簡素化のため、現実の実施品におけるすべ
ての特徴を本明細書に記載することはしていない。当然のことながら、そのような現実の
実施品の開発においては、開発者における特定の目標を達成するため、システム的制限や
ビジネス的制限との摺り合せなど、多くの特定の実施の決定がなされる。それらは各実施
形態によって様々に変化するものである。更に、そのような開発努力は複雑で時間を消費
するものであるのは当然のことであるが、それでもなお、この開示の恩恵を有する当業者
にとっては通常作業の範疇に入るものである。
【００１５】
　本発明を添付の図面を参照しながら説明する。図面には、様々な構造、システムおよび
デバイスが単なる説明目的で、また、当業者には周知の詳細で本発明を曖昧にしないよう
に描かれている。しかしながら、添付の図面は本発明の例示的実施形態を説明・解説する
目的で添付されているものである。本明細書で使用される用語や言い回しは関連技術にお
いて当業者たちによって理解される単語や言い回しと一貫した意味を持つものと理解、解
釈される。本明細書において用語あるいは言い回しを一貫して使用していても、これらの
用語や言い回しのいかなる特定の定義、すなわち、当業者により理解される通常の意味及
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び慣習的な意味からは異なる定義を意味するものではない。用語や言い回しを、特定の意
味を有する範囲において用いる場合、つまり当業者により理解されているのとは異なる意
味で用いる場合、本明細書においては、直接かつ明確にそのような言葉や言い回しの特定
の定義を行う。
【００１６】
　概して、本発明は、アンダーバンプメタル層のパターニングにおいて、複雑なウェット
化学エッチプロセスを適切に設計されたドライエッチプロセスに置き換えることでデバイ
スのパフォーマンスを強化し製造コストを減らすことができる、コンタクト層、つまり、
適切なキャリア基板に直接接続するはんだバンプなどの複数のバンプが中と上に形成され
る層、の形成について検討する。
【００１７】
　図１ａから図１ｇを参照して、以下に、本発明のさらなる例示的実施形態をより詳細に
説明する。図１ａに、進行した製造段階における半導体デバイス１００を概略的に示す。
半導体デバイス１００は、基板１０１を含む。これは、バルクシリコン基板、シリコンオ
ンインシュレータ（ＳＯＩ）基板、または、回路素子を中と上とに形成するために１以上
の適切な半導体層が上に形成された任意の他のキャリアであってもよい。たとえば、基板
１０１は、シリコン／ゲルマニウム層が上に形成された適切なキャリアであってもよく、
シリコン層は特定の位置において結晶方向が異なってもよく、または、基板１０１は任意
のタイプのＩＩ－ＶＩあるいはＩＩＩ－Ｖ半導体化合物であってもよい。特定の実施形態
では、基板１０１は、高度な複合集積回路の形成に使用することのできるシリコンベース
の基板であってもよい。このような複合集積回路としては、最新のマイクロプロセッサ、
ストレージデバイス、エーシック（ＡＳＩＣ：特定用途ＩＣ）、および場合によっては電
力供給用回路を含むデジタル・アナログ結合回路、などが挙げられる。簡素化のために、
任意のこのような回路素子または他の微細構造の特徴は、図１ａに示していない。基板１
０１は、コンタクトパッド１０２を備えることができる。これは、銅、銅合金、アルミニ
ウム、またはこれらの任意の組合せなどの適切な金属から形成することができる。コンタ
クトパッド１０２は、熱的および電気的に導電性の領域を表すものであり、基板１０１内
の下方に位置する(lower-lying)デバイス領域に電気的および／または熱的に接触する。
つまり、半導体デバイス１００は、１以上の“ワイヤリング”層つまりメタライゼーショ
ン層を備えることができる。このような層は、個々の回路素子を電気的並びに熱的に相互
接続する。ここでは、コンタクトパッド１０２は、１以上のメタライゼーション層と半導
体デバイス１００の周辺部と電気的に接続するキャリア基板との間で“インターフェース
”としての役割を果たすように設けられる。
【００１８】
　基板１０１およびコンタクトパッド１０２の上方に形成されるのは、コンタクト層１０
８である。この層は、本製造段階においては、最後のメタライゼーション層の誘電カバー
層１０４に形成することのできるパターニングされた保護層１０３から構成される。保護
層１０３とカバー層１０４とは、任意の適切な誘電材料から形成することができる。ここ
では、１つの特定の実施形態において、保護層１０３はポリアミドから構成することがで
きる。一方で別の例示的実施形態では、ベンゾシクロブテン( benzocyclobutene)などの
他の誘電材料を使用してもよい。この保護層１０３の上方に形成されるのは、アンダーバ
ンプメタル積層１０５である。このような層は、はんだバンプ、導電接着性または非導電
接着性のバンプ、などのバンプ１０６の存在下でパターニングされる。簡素化のために、
以下、バンプ１０６をはんだバンプと呼ぶことにする。その理由は、バンプ１０６は、は
んだ材料から構成されることが多いからである。したがって、アンダーバンプメタル積層
１０５をパターニング後に、各々のアンダーバンプメタルアイランドに形成される複数の
電気的に絶縁した状態のはんだバンプ１０６が供給される。アンダーバンプメタル積層１
０５は、材料組成の異なる複数の個々の層から構成することもできる。ここでは、積層１
０５は、第２層１０５ｂに形成される第１層１０５ａを少なくとも備える。この第２層１
０５ｂは、少なくとも、保護層１０３、カバー層１０４、およびコンタクトパッド１０２
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の露出部分に形成される。
【００１９】
　これまでに説明したように、積層１０５は、接着性、拡散バリア効果、熱的および電気
的導電性を考慮して所望の特徴を与えるように、複数の個別層から構成することができる
。したがって、金、銀、銅、クロム、パラジウム、白金、タングステンなどを含む様々な
材料組成を様々な組合せで使用することができ、さらに、様々な化合物に供給することが
できる。ここでは、さらに、個々の層の厚みはデバイス要件に適切に合わせられる。特定
の一実施形態では、アンダーバンプメタル積層１０５の第２層１０５ｂは、チタンとタン
グステンとの組成物から構成されている。この組成物は、その優れた接着性と拡散ブロッ
ク性を考慮して選択されることが多い。別の例示的実施形態では、第２層１０５ｂは、チ
タン、タンタル、タングステン、およびこれらの金属の任意の合金、または、窒素および
／またはシリコンを有するこれらの金属およびその合金の任意の組成物であってもよい。
第１層１０５ａは、バンプ１０６のはんだ材料と組み合わせて所望の効果を与える材料組
成物を有する２以上のサブ層から構成することができる。高度な用途においては、高い熱
導電性および電気導電性を与えるように、銅あるいは銅／クロムなどの銅合金を１以上の
個別層として用いることが多い。一方で、一例示的実施形態では、鉛と錫との混合物を含
む場合に、はんだバンプ１０６のリフロー後、銅／錫の位相を形成することができるよう
に、実質的に純粋な銅層を層１０５ａ中に設けることができる。しかし、当然、第１層１
０５ａは、所望の熱的特徴と電気的特徴とを与えることができるように、はんだバンプ１
０６の組成に応じて、任意の他の適切な導電性材料から形成することができる。たとえば
、金とその合金、銀とその合金、白金とその合金を、窒素および／またはシリコンを有す
るその化合物とともに使用することもできる。
【００２０】
　図１ａに示すような半導体デバイス１００を形成する典型的なプロセスフローは、以下
のプロセスを含むことができる。十分に確立されたプロセス技術に従って任意の回路素子
と他の微細構造の特徴とを形成後、それぞれの個々の回路素子に所要のインターレベルお
よびイントラレベル接続するように任意のメタライゼーション層を形成することができる
。高度な用途では、１以上のメタライゼーション層は、寄生容量を減らすためにｌｏｗ－
ｋ誘電材料に埋め込まれた銅や銅合金などの高度な導電性金属によって形成することがで
きる。次に、コンタクトパッド１０２は、十分に確立されたプロセス技術に基づいて、対
応の誘電層に、たとえば、最後のメタライゼーション層の構成素子として形成することが
できる。ここでは、先に説明したように、メタライゼーション層の形成には周知の同様の
プロセス技術を用いることができる。たとえば、コンタクトパッド１０２は、コンタクト
パッド１０２が実質的に銅あるいは銅合金から構成される場合に、十分に確立されたダマ
シン技術に基づいて形成することができる。その後、アルミニウムなどの最後の又は最終
的なメタル層（図示せず）を銅あるいは銅合金の上部に形成することができる。
【００２１】
　その後、十分に確立されたプラズマエンハンスト化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）技術に基
づいて、カバー層１０４が蒸着されるとともにパターニングされる。続いて、最終的な金
属の蒸着およびパターニングが行われる。次に、パッシブ層１０３は、スピンオン技術、
化学気相蒸着（ＣＶＤ）技術などによって蒸着されてもよい。その後、パッシブ層１０３
を、十分に確立されたフォトリソグラフィおよびエッチ技術を用いてパターニングして、
コンタクトパッド１０２を露出するための開口部を形成することができる。次に、十分に
確立されたスパッタ蒸着技術に基づいて、アンダーバンプメタル層スタック１０５を形成
することができる。たとえば、チタンおよびタングステンから構成される合金は、様々な
用途においてチップ部分を保護するバリア層として広範に用いられていることから、第２
層１０５ｂは、チタンタングステン組成物として蒸着することができる。チタンタングス
テンの特性、つまり、チタンタングステンの電気的導電性、およびチタンタンスステン層
下方領域への、鉛（Ｐｂ）および錫（Ｓｎ）原子の拡散に対する優れたバリア特性、によ
り、チタンタングステンは保護層１０３に形成される第２層１０５ｂの対象とすることが
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できる。他の実施形態では、上述した他の材料は、スパッタ蒸着あるいはＣＶＤなどの任
意の他の適切な蒸着技術によって形成することができる。
【００２２】
　その後、第１層１０５ａは、たとえば、スパッタ蒸着、無電解メッキなどの電気化学蒸
着などによって蒸着することができる。たとえば、第１層１０５ａは、第２層１０５ｂに
形成されるクロム／銅層から構成されてもよく、その後、実質的に純粋な銅層が形成され
てもよい。しかし、当然、第１層１０５ａに対しては、任意の他の層の組成物および様々
な材料を選択することができる。アンダーバンプメタル積層１０５を形成後、フォトレジ
スト層を塗布し、これを十分に確立されたフォトリソグラフィおよびエッチ技術によって
パターニングし開口部を形成することで、レジストマスク（図示せず）が形成される。開
口部の寸法は、はんだバンプ１０６の寸法および形状に実質的に一致する。
【００２３】
　その後、基板１０１は、電気化学蒸着プロセスにさらされ、特定の材料組成を有するは
んだバンプ１０６が形成される。たとえば、レジストマスクの開口部に鉛と錫とを蒸着す
るために、硫酸鉛および硫酸錫を含有する電解液浴による電気めっきプロセスを用いるこ
とができる。当然、レジストマスク中の開口部に蒸着されるはんだ材料の量により、最終
的に得られるはんだボールの寸法が実質的に決定される。よって、後続のアンダーバンプ
メタル積層１０５のパターニングにおいてこの材料を除去すれば、従来のウェット化学エ
ッチプロセスにおいて生じる基板全体の不均一性(across-substrate non-uniformities)
のために、最終的に得られるはんだボールの均一性に影響を及ぼすおそれがある。さらに
、高度な用途においては、高額な鉛材料が用いられ、これによりわずかな放射性同位体が
生じる。その結果、ストレージチップ、マイクロプロセッサなどのセンシティブな半導体
デバイスに好ましくないソフトエラーが発生してしまう。この結果、後続のウェット化学
プロセスにおいて実質的に材料を除去することでもまた、生産コストの一因となる。その
理由は、従来技術では、はんだバンプ１０６の電気化学蒸着において、最初に供給される
材料の量を考慮する必要があるからである。以下に説明しているように、本発明に従うプ
ラズマベースのドライエッチ技術によるパターニングプロセス、具体的には、第２層１０
５部のパターニングプロセスは、従来のパターニング方式においてのはんだバンプ１０６
の材料損失により課された制約を大幅に緩和することができる。
【００２４】
　はんだバンプ１０６の蒸着後、レジストマスクが除去され、デバイス１００はパターニ
ングプロセス１０７にさらされる。このプロセスは、一例示的実施形態では、はんだバン
プ１０６の存在下で第１層１０５ａをパターニングする電気化学除去プロセスとして構成
される。たとえば、２以上のサブ層を含むことができる第１層１０５ａは、銅、クロム、
あるいは任意のその組成物から形成することができ、これに対して、十分に承認された電
気化学エッチプロセスは、従来技術において周知である。このために、デバイス１００は
、他の成分や添加剤に加えて、第１層１０５ａの対応の金属硫酸イオンを含む適切な電解
質溶液に接触することができる。このようにすることで、陽極として機能する第１層１０
５ａの露出部分から陰極（図示せず）に電流を流すことができ、その一方で、このような
金属は第１層１０５ａの金属よりも稀少（noble）ではないので、はんだバンプ１０６の
材料を除去しなくても済む。別の実施形態では、パターニングプロセス１０７は、適切な
エッチ化学物質によって、ウェット化学エッチプロセスとして実行することができる。さ
らに別の実施形態では、パターニングプロセス１０７は、第１層１０５ａの１以上の材料
の除去に適切な化学物質で実行されるプラズマベースのエッチプロセスを含むことができ
る。
【００２５】
　図１ｂに、製造段階における半導体デバイス１００の概略図を示す。この段階では、パ
ターニングプロセス１０７により、デバイス１００の露出部分から第１層１０５ａの大部
分が除去されている。ここでは、プロセス１０７に応じて、各々のアンダーエッチ領域１
０５ｕは、第２層１０５ｂとその周辺部におけるはんだバンプ１０６間の溝として形成さ
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れ得る。さらに、パターニングプロセス１０７においては、パターニングプロセス１０７
の進行状況に応じて、粒子などの形状の汚染物質が層１０５ａおよび／または１０５ｂに
形成されるか蒸着し得る。図１ｂに示しているように、第１層１０５ａの露出部分は実質
的に除去される一方で、粒子１０９が第２層１０５ｂの露出部分にすでに形成あるいは蒸
着されているおそれがある。鉛あるいは錫などから構成され、一般的に第１層１０５ａの
パターニング終了後に第２層１０５ｂに残留し得る粒子１０９により、後続のドライエッ
チプロセスにおいてシャドー効果を引き起こす。このような粒子１０９は、第２層１０５
ｂをパターニングする後続のドライエッチパターニングプロセスのプラズマベースのエッ
チ化学物質によって実効的に除去され得ないことから、粒子１０９を除去するために、あ
るいは少なくともその数を実質的に減らすために、付加的な洗浄プロセス１１０が実施さ
れる。洗浄プロセスが実施されなければ、隣接するはんだバンプ１０６間の絶縁距離が縮
められるので、バンプがショートし、デバイス１００が機能不全となる確率が高まる。さ
らに、粒子１０９は、デバイス１００がはんだバンプ１０６によって対応のキャリア基板
に取り付けられ、残りのスペースが実質的にアンダーフィル材料で充填されている場合に
、保護層１０３の、アンダーフィル材料への接着に悪影響を及ぼすおそれがある。しかし
、下方の保護層１０３の、それぞれのアンダーフィル材料の接着性が弱まることで、はん
だバンプ１０６に疲労亀裂が生じ、これにより、デバイス１００が機能不全となってしま
う。さらに、図１ｂで図示したように、アンダーエッチ領域１０５ｕは、電気化学エッチ
プロセスなどの等方性に起因してパターニングプロセス１０７においてすでに形成されて
いてもよい。これにより、この溝の、第２層１０５ｂ上の粒子１０９などの残留物はいず
れも、バンプ１０６が対応のはんだボールに形成される場合に、リフロープロセスにおい
てはんだバンプ材料の付加的なウェットエリアとして機能してもよい。ここでは、第１層
１０５ａ、つまり、除去されていない部分は、形成されるはんだボールの最終的な寸法を
実質的に決定するウェッティング層としての役割を果たす。したがって、アンダーエッチ
エリア１０５ｕ中の残留物により、それぞれのはんだボールが不均一になり、その結果、
丸い形状にならないおそれがある。これにより、各々のダイ領域内と基板１０１全体にわ
たって、共平面性とバンプ高さ分布に影響がでる。はんだボールの高さが非常に不均一で
あれば、キャリア基板の対応するコンタクトパッドへのコンタクトが減るおそれがあり、
あるいは、はんだボールの高さが低ければ、対応するコンタクトパッドを備えたコンタク
トの形成すらできなくなってしまうおそれがある。
【００２６】
　その結果、粒子１０９の数を効率的に除去するか、少なくとも実質的に減らすために、
洗浄プロセス１１０が設計される。このために、一例示的実施形態では、洗浄プロセス１
１０は、パターニングプロセス１０７中かその終わりに実行される１以上のサブステップ
をインサイチュ洗浄手順として含むことができる。たとえば、例示的実施形態では、パタ
ーニングプロセス１０７は、電気化学エッチプロセスとして設計され、次に、このパター
ニングプロセス１０７は、ブラシなどの従来の電気メッキ装置および電気エッチ装置に一
般的に供給される各々の手段によって基板表面全体を高速掃引するように変更される。こ
の高速掃引オペレーションは、第１層１０５ａの材料を除去する電気化学エッチプロセス
の電流が維持されている間に行うことができる。さらに、電流が流れていない状態で１以
上の掃引オペレーションを実行することができ、これにより、隣接するはんだバンプ１０
６間にすでに蒸着している粒子１０９を実効的に除去することができる。一例示的実施形
態では、さらに、あるいは別の形態において、少なくとも１つのさらなる洗浄ステップが
実施される。この洗浄ステップでは、洗浄プロセス１１０の実効率をさらに高めるために
、適切な高圧下で、脱イオン水がデバイス１００に向けられる。脱イオン水などの任意の
適切な液体の存在下で、デバイス１００の露出面全体をブラッシングするあるいはスィー
プ（一掃）するといった任意のその他の洗浄ステップを用いることができるのは明らかで
ある。さらに、粒子１０９を非常に実効的な方法で解放する、および／または、除去する
ことができるように、適切に設計されたジェット配置を組み込んだ任意のデバイスによっ
て脱イオン水を適用してもよい。一例示的実施形態では、洗浄プロセス１１０は、電流を
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使用する、あるいは使用しないスィープオペレーションなどのパターニングプロセス１０
７を用いて“インサイチュ”で実行することができる１以上の洗浄ステップを含むことが
できる。さらに、この洗浄プロセス１１０は、別々の処理装置で実行可能な高圧脱イオン
水手順などの１以上のさらなる洗浄ステップを含むことができる。
【００２７】
　図１ｃに、洗浄プロセス１１０のこのような別々の洗浄ステップにおける半導体デバイ
ス１００を概略的に示す。このプロセスにおいては、デバイス１００の露出面部分に脱イ
オン水が供給される。この製造段階においては、高圧脱イオン水リンス手順１１０ａが実
行される。これにより、たとえば、先行するパターニングプロセス１０７においてすでに
任意に実行済みであってもよい任意の先行する洗浄ステップと組み合わせて、粒子１０９
を実質的に除去でき、これにより、第２層１０５ｂのプラズマベースパターニングプロセ
スのデバイス１００が準備される。
【００２８】
　図１ｄに、さらに進んだ製造段階における、つまり、第２層１０５ｂのパターニングに
おける半導体デバイス１００を概略的に示す。この製造段階においては、デバイス１００
は第２層１０５ｂの材料を効率的に除去するように構成されたドライエッチプロセス１１
１にさらされる。これは、一例示的実施形態では、チタンおよびタングステンから構成さ
れ、別の実施形態では、上記に特定したような他の材料組成を使用してもよい。プラズマ
ベースのエッチプロセス１１１は、フッ素含有の化学物質によって実行することができる
。ここでは、エッチプロセス１１１の各々の化学組成を、第２層１０５ｂの材料と反応さ
せるために、ＳＦ６、ＣＦ４、ＣＨＦ３、ＮＦ３などの先駆ガスを使用することができる
。一例示的実施形態では、プロセス１１１のエッチ環境は、物理的構成要素、つまり、層
１０５ｂの材料および／または実質的にイオン衝撃効果およびスパッタ効果により、フッ
素ベースの化学物質との化学反応による副産物と相互作用する物理的構成要素を含むよう
に構築される。これにより、化学組成、つまり、フッ素ベースの化学物質がパターニング
プロセス１１１で使用されていれば起こり得る第２層１０５ｂのどのようなセルフパッシ
ベーションを回避することができる。一例示的実施形態では、パターニングプロセス１１
１の物理的構成要素を供給するように、反応性のフッ素ベース雰囲気に酸素が加えられる
。たとえば、パターニングプロセス１１１に適切な環境は、流量がそれぞれ、約５０から
２００ｓｃｃｍと約１００から３００ｓｃｃｍの酸素と上述のガスのうちの１つなどのフ
ッ素ベースの先駆物質を、流量が約７００から１５００ｓｃｃｍの水素、窒素などのキャ
リアガスとともに使用することで、任意の従来のエッチ装置に構築することができる。よ
って、標準のプロセスチャンバ設計には、約３００から２０００Ｗの高周波電力を使用す
ることができる。ここでは、基板１０１の温度は、約１００から３００℃に維持されてお
り、エッチ環境の全圧力は、約０．１から５．０Ｔｏｒｒの範囲内であってもよい。しか
し、上記の教示に基づき、第２層１０５ｂの特定の材料組成に応じて、その他のプロセス
パラメータを構築することができる。
【００２９】
　プラズマベースのパターニングプロセス１１１は、第２層１０５ｂをパターニングする
従来のウェット化学プロセスよりも、はんだバンプ１０６のパターン密度と幾何学的配置
への依存度が非常に少ないことは明らかである。その結果、層１０５ｂの除去において、
プロセス１１１の高度な基板全体における均一度が高くなる。これにより、コンタクト層
１０８の設計に関する制約が緩和され、また、配置に関しての、つまり、基板１０１に形
成される全体のダイ領域のｘおよびｙ方向の距離に関しての制約が緩和される。これにつ
いては、以下に図１ｇを参照してさらに詳細に説明することにする。さらに、プラズマベ
ースのパターニングプロセス１１１の指向性が適度に高いことから、高エッチ忠実度(hig
h etch fidelity)が得られる。さらに、第２層１０５ｂは、実質的にはんだバンプ１０６
に対応するようにパターニングされる。はんだバンプ１０６はエッチマスクとしての役割
を果たすので、はんだバンプ１０６をアンダーエッチし過ぎないで済む。加えて、洗浄プ
ロセス１１０に関してすでに示しているように、パターニングプロセス１１１により、は



(11) JP 2009-503852 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

んだバンプ１０６の材料の除去速度が非常に低下する。その理由は、フッ素ベースの化学
物質では、鉛および錫ベースのはんだ材料を実効的に除去し得ないからである。その結果
、リフロー後のはんだバンプ１０６の高さの均一性は、従来技術よりも強化され、これに
より、デバイス１００の信頼度が向上するとともに生産歩留まりが高まる。
【００３０】
　パターニングプロセス１１１の最終段階では、保護層１０３が段階的に露出される。こ
こでは、保護層１０３から放出される副産物は、プロセス１１１の蒸着雰囲気に段階的に
さらされうる。一例示的実施形態では、保護層１０３は、ポリイミドから構成されてもよ
く、これにより、シアン化合物（ＣＮ）などの揮発性化合物が生成され得る。シアン化合
物は、励起したシアン化物分子が３８６／３８８ｎｍにおいて明白な放射波長を有してい
ることから、実効的な終点検出インジケータとして使用することができる。これらの波長
は、従来のエッチ装置において典型的に設けられている光学終点検出システム（図示せず
）によって実効的に検出され、監視され得る。その結果、パターニングプロセス１１１は
、シアン化物分子から得た終点検出信号に基づいて停止することができる。これにより、
実質的に、保護層１０３から材料を除去し過ぎないで済む。他の実施形態では、ベンゾシ
クロブテン(benzocyclobutene)などの別の材料を保護層１０３に使用することもでき、こ
れにより、適切な終点検出信号に対して別の光学波長を識別することができる。対応する
光学終点検出信号は、テストランに基づいて識別することができる。ここでは、１以上の
材料層がプロセス１１１によってエッチされ、１以上の適切な別々の波長を識別するよう
に、あるいは適切な波長帯を識別するように、赤外線波長および紫外線波長を含み得る光
学信号のある特定の帯域幅を監視してもよい。別の実施形態では、プロセス１１１中に、
約５００から８００ｎｍに及ぶ領域などの特定の波長領域を監視することができる。ここ
では、この波長間隔における強度の著しい低下は、保護層１０３の露出増加を示す。他の
場合では、強度の著しい低下を確実に検出するために、上記の波長領域内の明白なライン
が識別されトラッキングされる。次に、このようなラインを使用して、パターニングプロ
セス１１１の適切な終点を判断することができる。
【００３１】
　図１ｄに示しているように、プロセス１１１の間およびその後に、保護層１０３の露出
部分に、炭素のかすみ(carbon haze)１１２の層あるいは領域が形成され得る。図１ｅに
、この炭素のかすみ１１２を除去するプラズマ処理１１３における半導体デバイス１００
を概略的に示す。プラズマ処理１１３は、酸素ベースのプラズマ処理として設計すること
ができる。このような処理は、チタンタングステンアンダーバンプメタル層をウェット化
学パターニング後に炭素のかすみを除去する従来のプロセスフローに用いられるプロセス
レシピに基づくものであってもよい。一例示的実施形態では、プラズマ処理１１３をパタ
ーニングプロセス１１１と組み合わせることができる。このようにすることで、これらの
２つのプロセスステップを“インサイチュ”で実行できる。ここでは、パターニングプロ
セス１１１の終点を検出し判断すると、これに対応したエッチ環境が変更され、これによ
り、プラズマ処理１１３の環境が与えられる。つまり、パターニングプロセス１１１の終
点を判断後に、もはや必要とされないこれらの先駆ガスの供給が中断される一方、酸素や
任意のキャリアガスなどの他のガスは、適切な高周波電力で供給される。さらに、はんだ
バンプ１０６と保護層１０３において材料を除去し過ぎないようにしながら、確実に炭素
のかすみ１１２を除去するために、基板温度、圧力などの他のプロセスパラメータを調整
してもよい。このために、一例示的実施形態では、プラズマ処理１１３を中断する適切な
ポイントを確実に識別するように、さらなる終点検出手順を導入してもよい。たとえば、
プラズマ処理１１３の終点を識別するために、一酸化炭素や二酸化炭素などの１以上の明
白な放射波長を使用してもよい。たとえば、デバイス１００の露出部分から炭素のかすみ
が実効的に除去されるのであれば、酸素プラズマ処理の間に炭化酸素を形成することがで
きる。１以上の特定の波長の強度が著しく低下すると、プラズマ処理１１３の適切な終了
時点を選択することができる。しかし、他の場合では、プラズマ処理１１３の光学的終点
の実効的な検出を可能とし得る他の材料が識別されてもよい。酸素や炭素のかすみ１１２
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を実効的に除去する他の種を使用したボンバードメント(bombardment)の間に生成される
他の揮発性の副産物は、後で適切な終点検出振動として使用することができる、対応の放
射ラインに基づいて識別することができる。対応する終点検出信号は、保護層１０３とは
異なる材料を使用して実行可能な、及び／あるいは、プラズマ処理１１３の異なるプロセ
ス条件で実行可能なテストランに基づいて識別することができる。
【００３２】
　図１ｆに、さらに進んだ製造段階における半導体デバイス１００を示す。ここでは、デ
バイス１００はさらなる洗浄プロセス１１４にさらされる。このプロセスは、フッ素ベー
スの化学物質を使用した先行のパターニングプロセスからの残留物を除去するように設計
される。このために、デバイス１００は、希釈した酸などの適切なウェット化学の化学物
質を使用して浄化することができる。ここでは、プロセス１１４は、一例示的実施形態に
おいては、任意の適切な従来の処理装置のウェットストリッププロセスチャンバにおいて
“インサイチュ”プロセスとして実行することができる。一方、別の形態では、１以上の
適切な化学物質を塗布するために、噴霧装置や浸漬装置で対応のプロセスシーケンスを実
行することができ、ここでは１以上のリンスプロセスを実行することができる。
【００３３】
　その後、従来のやり方でさらなる処理を継続してもよい。つまり、所要に応じて、はん
だ材料をリフローすることではんだバンプ１０６をはんだボールに形成することができる
。ここでは、はんだバンプ１０６の材料は、第１層１０５ａの表面張力によって収縮され
、さらにこのような材料は、リフローされたはんだ材料とともに化合物や合金を形成する
ことができる。先行するパターニングプロセス、つまり、具体的にはプラズマベースのパ
ターニングプロセス１１１においては、はんだバンプ１０６の材料を除去する速度が非常
に低下するので、特に非常に高額な、放射線量が低減した鉛を使用する場合に生産コスト
が実質的に減り、他方では、結果として生じるはんだバンプの高さの均一性が改善される
。
【００３４】
　図１ｇに、各々が１以上の半導体デバイス１００を含むことができる複数のダイ１２０
を含む基板１０１の上面図を概略的に示す。デバイス１００の形成については図１ａ－ｆ
に関連して記載されている。したがって、グリッド状のアレイに配置され、隣接するダイ
領域１２０間に対応する間隔を有する、ｘ方向およびｙ方向に形成された(registerd)ダ
イ領域１２０は、各々が複数のはんだバンプ１０６を備える。複数のはんだバンプ１０６
は、上述した従来技術の場合のように、ウェット化学パターニングプロセスにより課され
る制約ではなく、デバイスによって異なる要件に従いダイ領域１２０の各々に分布するこ
とができる。すでに説明したように、プラズマベースのパターニングプロセス１０７は、
複数のはんだバンプ１０６の配置に使用されるパターンタイプには実質的に依存しておら
ず、また、はんだバンプ１０６の特定の寸法および形状には実質的に依存していない。そ
の結果、複数のはんだバンプ１０６の配置は、コンタクト層１０８の構造を設計において
、フレキシビリティを強化することができるように、電気、熱および機械的な事項に関す
る制約に基づいて選択され得る。これにより、設計上のフレキシビリティの強化に加え、
デバイスパフォーマンスを強化することができる。その理由は、設計者たちは、たとえば
、信号の引き回し(routing out)を改善することができるように、および／または、はん
だバンプなどの密度を増加することで、高速なスイッチングアクティビティ(high switch
ing activity)が強化される場所で熱放散が強化されるように、はんだバンプを配置する
ことができるからである。さらに、ｘ方向およびｙ方向におけるそれぞれのダイ領域１２
０間の間隔は、他のデバイスおよびプロセス要件に基づいて選択することができるので、
場合によっては基板あたりのダイの数を増加することが可能となる。
【００３５】
　その結果、本発明はアンダーバンプメタル積層をパターニングする改良された技術を提
供する。ここでは、少なくとも保護層に接触する層がドライエッチプロセスによってパタ
ーニングされ、これにより、対応するアンダーバンプメタル層をパターニングする非常に
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複雑なウェット化学エッチプロセスに伴って生じる数多くの問題を回避することができる
。
　例示的実施形態では、この層は、チタンタングステン層として供給され得る。チタンタ
ングステン層は、非常に複雑なウェット化学エッチプロセスを必要とし、これにより、生
産コストが増加し、従来のウェット化学エッチプロセスにより分離したチタンタングステ
ンリングなどのエッチ残留物により、歩留まりが抑えられる。このような残留物により、
はんだボールの高さの均一性が低下するおそれがある。最後のアンダーバンプメタル層の
プラズマベースパターニングプロセスにより、パターン密度とバンプ寸法への依存度が非
常に低下する。これにより、はんだバンプの電気、熱および化学的特徴などの、デバイス
によって異なる要件をさらに実効的に検討することができるよう、設計上のフレキシビリ
ティを強化することが可能となる。他方、プラズマベースエッチプロセスの、領域に依存
した効果、たとえば、露出したチタン／タングステン材料の量や、最後のアンダーバンプ
メタル層の任意の他の材料などは、これに対応してプラズマベースのエッチレシピを適応
させることで、たとえば、これに対応して全体の処理時間を適応させることで、容易に考
慮することができる。ここでは、プラズマベースのパターニングプロセスを確実に終了す
るために、非常に実効的な終点検出プロシージャを用いることができる。したがって、非
常に複雑なウェット化学エッチプロセスには従来必要であった化学物質に関しては、実質
的にコストを抑えることができ、さらに、従来のエッチプロセスの制御および監視に通常
伴う分析プロシージャにおいての試み(effort)を減らすことができる。さらに、一般的に
は、プラズマベースのパターニングプロセスを用いることで、処理時間を減らすことがで
きる。さらに、はんだバンプは一般に、従来技術ではバンプ構造とバンプサイズに依存し
得るエッチ速度の変動が減ることで、さらに精密に形成することができる。これにより、
最終的に、はんだボールをダイに対してさらにコントロールして結合することができる。
さらに、プラズマベースのパターニングプロセスは実質的にはバンプ寸法、配列、および
バンプピッチとは無関係であるので、デバイスのさらなるスケーリングを実現することが
できる。バンプ寸法に加えてバンプピッチは、将来のデバイス世代にも適切となるように
縮小することができる。
【００３６】
　本発明による利益を享受し得る当業者であれば、本発明に関して等価の範囲内で種々の
変形及び実施が可能であることは明らかであることから、上述の個々の実施形態は、例示
的なものに過ぎない。例えば、上述した方法における各ステップは、その実行順序を変え
ることもできる。更に上述した構成あるいは設計の詳細は、なんら本発明を限定すること
を意図するものではなく、請求の範囲の記載にのみ限定されるものである。従って、上述
した特定の実施形態は、変形及び修正が可能であることは明らかであり、このようなバリ
エーションは、本発明の趣旨及び範囲内のものである。従って、本発明の保護は、請求の
範囲によってのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１ａ】本発明の例示的実施形態におけるアンダーバンプメタル層をパターニングする
ための各種製造ステージにおける半導体デバイスの概略的断面図。
【図１ｂ】本発明の例示的実施形態におけるアンダーバンプメタル層をパターニングする
ための各種製造ステージにおける半導体デバイスの概略的断面図。
【図１ｃ】本発明の例示的実施形態におけるアンダーバンプメタル層をパターニングする
ための各種製造ステージにおける半導体デバイスの概略的断面図。
【図１ｄ】本発明の例示的実施形態におけるアンダーバンプメタル層をパターニングする
ための各種製造ステージにおける半導体デバイスの概略的断面図。
【図１ｅ】本発明の例示的実施形態におけるアンダーバンプメタル層をパターニングする
ための各種製造ステージにおける半導体デバイスの概略的断面図。
【図１ｆ】本発明の例示的実施形態におけるアンダーバンプメタル層をパターニングする
ための各種製造ステージにおける半導体デバイスの概略的断面図。
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【図１ｇ】本発明の例示的実施形態に従うドライエッチプロセスに基づくパターニングプ
ロセスによって設計におけるフレキシビリティが高められることにより、各々がデバイス
によって異なる要件により配置された複数のはんだバンプを備えた複数のダイが形成され
た基板の上面図。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図１ｄ】
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【図１ｅ】

【図１ｆ】

【図１ｇ】

【手続補正書】
【提出日】平成19年5月24日(2007.5.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンダーバンプメタル積層上に形成された複数のバンプの存在下で、電気化学エッチプ
ロセスにより前記アンダーバンプメタルアンダーバンプメタル積層の第１層をパターニン
グするステップと、
　ドライエッチプロセスにより前記アンダーバンプメタル積層の第２層をパターニングす
るステップと、
　前記電気化学エッチプロセスにおいて、前記第２層をパターニングする前に前記第２層
を洗浄するステップを含み、
　前記第２層の洗浄ステップは、前記電気化学エッチプロセスの間に使用した電流を維持
しながら第１スィープオペレーションを実行し、かつ、前記電流の流れが中断した状態で
第２スィープオペレーションを実行することで、前記第２層から粒子を除去するステップ
を含む、方法。
【請求項２】
　前記第２層（１０５Ｂ）をパターニングする前に前記第２層（１０５Ｂ）を洗浄するス
テップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第２層（１０５Ｂ）の洗浄ステップ（１１０）は、前記第２層（１０５Ｂ）から粒
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子（１０９）を除去するステップを含む、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記第２層（１０５Ｂ）の洗浄ステップ（１１０）は、少なくとも、前記電気化学エッ
チプロセス（１０７）の間に実行される第１洗浄プロセス（１１０）と、前記電気化学エ
ッチプロセス（１０７）後に実行される第２ウェット洗浄プロセス（１１０Ａ）を含む、
請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記第２層（１０５Ｂ）のパターニングステップは、化学反応性構成要素と、前記第２
層を照射する物理的構成要素とを含むプラズマ環境を構築するステップを含む、請求項１
記載の方法。
【請求項６】
　前記第２層（１０５Ｂ）をパターニングした後、前記アンダーバンプメタル積層（１０
５）下方の保護層（１０３）から炭素残留物（１１２）を除去するために、プラズマ洗浄
プロセス（１１３）を実行するステップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記プラズマ洗浄（１１３）の終点を光学的に検出するステップをさらに含む、請求項
６記載の方法。
【請求項８】
　前記先行するドライエッチプロセス（１１１）の副産物を除去するために、ウェット化
学洗浄プロセス（１１４）を実行するステップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記第２層（１０５Ｂ）をパターニングするステップはさらに、前記バンプ（１０６）
をエッチマスクとして使用しながら、前記露出した第２層（１０５Ｂ）をドライエッチす
る（１１１）ステップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記ドライエッチプロセス（１１１）を光学的に検出するステップをさらに含む、請求
項１記載の方法。
【請求項１１】
　下方の保護層（１０３）にエッチングすることによって形成される少なくとも１つの揮
発性化合物の適切なモニタ波長を判断するステップをさらに含む、請求項１０記載の方法
。
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