
JP 4400327 B2 2010.1.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも電極を有するとともにタイル形状を有するタイル状素子を、少なくとも電極
を有する基板に接合して回路装置を形成する場合に、該タイル状素子の電極と該基板の電
極とを電気的に接続する電気配線を形成するときに用いられるタイル状素子用配線形成方
法であって、
　前記基板及びタイル状素子の少なくとも一方の表面における前記電気配線が形成される
領域である配線領域を囲む領域に撥液処理を施す工程と、前記配線領域の少なくとも一部
に、導電性材料を含む液状体材料を塗布すると同時に該液状体材料の乾燥処理を行う工程
とを有することを特徴とするタイル状素子用配線形成方法。
【請求項２】
　前記乾燥処理は、前記電気配線の熱処理と同時に行うことを特徴とする請求項１に記載
のタイル状素子用配線形成方法。
【請求項３】
　前記乾燥処理は、前記基板の温度を高めておくことにより行うことを特徴とする請求項
１又は請求項２に記載のタイル状素子用配線形成方法。
【請求項４】
　前記乾燥処理は、レーザー光を照射して前記配線領域を選択的に加熱することにより行
うことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載のタイル状素子用配線
形成方法。
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【請求項５】
　前記撥液処理を施す工程において、前記タイル状素子の電極及び前記基板の電極として
少なくともその最表面が金からなるものを用い、これらの撥液化を防止することを特徴と
する請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載のタイル状素子用配線形成方法。
【請求項６】
　前記撥液処理を施す工程の後、前記液状体材料を塗布する前に、前記配線領域に親液処
理を施すことを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載のタイル状素子
用配線形成方法。
【請求項７】
　前記タイル状素子の電極と前記基板の電極との間隔が１００μｍよりも小さいことを特
徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載のタイル状素子用配線形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイル状素子用配線形成方法、タイル状素子用配線構造物及び電子機器に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ある基板に形成された半導体素子を、その基板から微小なタイル形状に切り離し
て微小タイル状素子（半導体素子）を作るエピタキシャルリフトオフ（ＥＬＯ）法が考え
だされている。その微小タイル状素子はハンドリングされて任意の基板（最終基板）に貼
り付けられ、これにより薄膜デバイス（回路装置）を備える基板が形成される（例えば、
特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－５８５６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、微小タイル状素子が備える電極（端子）と、最終基板に設けられている回路
の電極（端子）とは電気配線で接続される。その電気配線は、例えば、配線対象となる微
小タイル状素子の上面などに設けられた電極とその微小タイル状素子の上面又は側面とが
異なる極性である場合、その微小タイル状素子の上面又は側面をまたいで形成しなければ
ならない。
【０００４】
　しかしながら、電気配線をワイヤーボンドなどの空中配線で構成すると、その配線に多
大な手間がかかり、特に微小な配線をするのは難しく多大な製造コストが必要となる。ま
た、その電気配線を金属薄膜の蒸着又はフォトリソグラフィなどの手法を用いて形成する
と、所望パターンのマスクを形成しなければならず多大な製造コストが必要になるととも
に、配線位置の変更などの設計変更に対処するにも多大なコストが必要となる。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、微細な配線パターンであり且つ信頼性の
高い電気配線を形成することができるタイル状素子用配線形成方法を提供することを目的
とする。
　また、本発明は、基板上に微小タイル状素子を貼り付けて薄膜デバイス（回路装置）を
構成する場合に、小型化することができ、製造コストを抑えながらその薄膜デバイスの配
線が短絡又は断線することを低減することができるタイル状素子用配線形成方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、少なくとも電
極を有するとともにタイル形状を有するタイル状素子を、少なくとも電極を有する基板に
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接合して回路装置を形成する場合に、該タイル状素子の電極と該基板の電極とを電気的に
接続する電気配線を形成するときに用いられるタイル状素子用配線形成方法であって、前
記基板及びタイル状素子の少なくとも一方の表面における前記電気配線が形成される領域
である配線領域を囲む領域に撥液処理を施す工程と、前記配線領域の少なくとも一部に、
導電性材料を含む液状体材料を塗布すると同時に該液状体材料の乾燥処理を行う工程とを
有することを特徴とする。また、前記乾燥処理は、前記電気配線の熱処理と同時に行うこ
とを特徴とする。また、前記乾燥処理は、前記基板の温度を高めておくことにより行うこ
とを特徴とする。また、前記乾燥処理は、レーザー光を照射して前記配線領域を選択的に
加熱することにより行うことを特徴とする。また、前記撥液処理を施す工程において、前
記タイル状素子の電極及び前記基板の電極として少なくともその最表面が金からなるもの
を用い、これらの撥液化を防止することを特徴とする。また、前記撥液処理を施す工程の
後、前記液状体材料を塗布する前に、前記配線領域に親液処理を施すことを特徴とする。
また、前記タイル状素子の電極と前記基板の電極との間隔が１００μｍよりも小さいこと
を特徴とする。本発明によれば、配線領域に塗布された液状体材料を硬化させて導電膜を
形成することにより、その配線領域に電気配線を形成することができる。すなわち、タイ
ル状素子の電極と基板（最終基板）の電極とを接続する電気配線を、空中配線、金属薄膜
の蒸着又はフォトリソグラフィなどの手法を用いることなく、形成できる。したがって、
エッチングなどにより、電気配線の構成材料が無駄となることを低減でき、凸凹した表面
においても信頼性の高い電気配線を形成することができる。そこで本発明によれば、タイ
ル状素子の電極と基板の電極とを接続する電気配線を微細な配線パターンであり且つ信頼
性の高い電気配線として低コストで設けることができる。
【０００７】
　また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記タイル状素子が、前記基板とは別
の基板である第１基板に形成された電子的機能部を当該第１基板から切り離して前記タイ
ル形状にしたものであることが好ましい。本発明によれば、例えば上記基板（最終基板）
とは別の第１基板に犠牲層を形成しておき、その犠牲層の上に上記タイル状素子をなす半
導体素子を形成しておき、犠牲層をエッチングすることにより、半導体素子を基板から切
り離して上記タイル状素子とするエピタキシャルリフトオフ法を用いて、所望の基板（最
終基板）上に半導体装置を設けることができる。換言すれば、タイル形状に切り離された
半導体素子（タイル状素子）を任意の基板に接合して、その基板の所望位置に半導体装置
を形成することが可能となる。ここで、半導体素子は化合物半導体でもシリコン半導体で
もよく、半導体素子が接合される基板はシリコン半導体基板でも化合物半導体基板でもそ
の他の物質でもよい。そこで、本発明によれば、シリコン半導体基板上に、ガリウム・ヒ
素製の面発光レーザ又はフォトダイオードなどなす半導体装置を形成するというように、
半導体素子を当該半導体素子とは材質の異なる基板上に形成することが可能となる。また
、半導体基板上で半導体素子を完成させてから微小タイル形状に切り離すので、集積回路
などを作成する前に、予め半導体素子をテストして選別することが可能となる。ここで、
タイル状素子は、電極を有するものであればよく、半導体素子でなくともよい。
【０００８】
　また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記配線領域が、前記タイル状素子の
電極の少なくとも一部と前記基板の電極の少なくとも一部とを含む１つの連続的な領域で
あることが好ましい。また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記配線領域に塗
布された液状体材料を硬化させる処理をすることにより導電膜を形成し、該導電膜を前記
電気配線の少なくとも一部とすることが好ましい。本発明によれば、タイル状素子の電極
と基板の電極とを含む１つの連続的な領域（配線領域）に、導電性材料を含む液状体材料
を満たすことができ、タイル状素子の電極と基板の電極と電気的に接続する電気配線を形
成することができる。
【０００９】
　また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記液状体材料が導電性微粒子を溶媒
に分散させた液状体からなることが好ましい。前記溶媒は、揮発性を有することが好まし
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い。本発明によれば、塗布された液状体材料が自動的にかつ高速に乾燥するので、配線領
域に塗布された液状体材料を迅速にかつ良好に導電膜にすることができる。また、前記溶
媒は、水、アルコール、アセトン、キシレン、トルエン、テトラデカン、Ｎメチルピロリ
ドン、フロンのいずれかからなることとしてもよい。
【００１０】
　また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は前記溶媒がバインダー材を含むことが好
ましい。本発明によれば、つなぎ材などとして機能するバインダー材を溶媒に含めること
により、所望の厚みなどの所望の形状を有する電気配線を良好に形成することができる。
前記バインダー材は、樹脂を溶媒に溶解させたものからなることとしてもよい。前記バイ
ンダー材は、エポキシ、アクリル、ポリイミドのいずれかからなることとしてもよい。前
記バインダー材は、そのバインダー材を含む前記溶媒を揮発させて導電膜を形成させたと
きに、該導電膜内に残るものであることとしてもよい。そして、前記バインダー材は、前
記導電膜の強度を高めるものであるとともに、該導電膜と前記配線領域の表面との密着性
を高めるものであることとしてもよい。本発明によれば、所望形状の微細な導電膜パター
ンであり、機械的な強度が高く、配線領域の表面との密着性が高い導電膜からなる電気配
線を形成することができる。したがって、微細な形状であり、短絡及び断線の発生確率が
低く信頼性の高い電気配線を形成することができる。
【００１１】
　また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記バインダー材が導電性有機高分子
からなることが好ましい。前記導電性有機高分子は、ポリ(ｐ－フェニレン)、ポリピロー
ル、ポリチアジル、ポリアセチレン、ポリ(ｐ－フェニレンビニレン)、ポリチオフェン、
ポリアニリンのいずれかからなることとすることができる。本発明によれば、液状体材料
を用いて導電率の高い良好な電気配線を形成することができる。すなわち、非常に細い電
気配線でありながら抵抗値がひくく、断線及び短絡の発生率の低い電気配線を簡易に提供
することができる。また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記導電性微粒子が
金属からなることが好ましい。その金属は、銀、金、銅、ニッケル、パラジウム、錫、は
んだのいずれかからなることとすることができる。また、前記導電性微粒子はカーボンか
らなることとしてもよい。前記カーボンは、カーボンパウダー、フラーレン、カーボンナ
ノチューブのいずれかからなることとすることができる。本発明によれば、液状体材料を
用いて、さらに導電率が高く、機械的な強度も高く、柔軟性を持たせることができる良好
な電気配線を提供することができる。
【００１２】
　また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記液状体材料を硬化させる処理は、
乾燥処理と熱処理とからなることが好ましい。本発明によれば、配線領域に塗布された液
状体材料を乾燥処理及び熱処理により導電膜にすることができ、電気配線とすることがで
きる。前記配線領域への液状体材料の塗布と前記乾燥処理とは略同時に行うこととしても
よい。例えば、前記基板の温度を高めておいた状態で前記液状体材料の塗布をすることに
より、配線領域への液状体材料の塗布と乾燥処理とを同時に行うことができる。本発明に
よれば、液状体材料を用いて、迅速にかつ良好に電気配線を形成することができる。ここ
で、基板全体を暖めるのではなく、配線領域のみを選択的に暖めてもよい。また、本発明
のタイル状素子用配線形成方法は、前記乾燥処理と前記熱処理とを、略同時に行うことと
してもよい。また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記配線領域への液状体材
料の塗布と前記乾燥処理と前記熱処理とを、略同時に行うこととしてもよい。
【００１３】
　また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記配線領域への液状体材料の塗布を
、インクジェットノズル又はディスペンサを用いて該液状体材料を該配線領域に滴下する
ことにより行うことが好ましい。本発明によれば、フォトリソグラフィ法の場合に必要と
なるマスクを作成する必要がなく、またエッチングなどにより無駄となる材料もなくすこ
とができる。そこで、電気配線の構成材料の量を軽減でき、設計変更などにも容易に対応
でき、製造コストを低減することができる。
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【００１４】
　また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記配線領域への液状体材料の塗布を
スクリーン印刷法又はタンポ印刷法を用いて行うこととしてもよい。ここで、スクリーン
印刷法とは、印刷する基材（基板）の上に、開口部の有無でパターンが形成されたスクリ
ーンを置き、その開口部を利用して、開口部分だけにペースト（液状体材料）を付着させ
る印刷方法である。このスクリーン印刷法でも、ディスペンサーなどを使用した非接触塗
布も可能である。スクリーン印刷法によれば、スピンコート法などを使用した場合と比較
して液状体材料の無駄を低減することができる。タンポ印刷法とは、例えば金属の版に配
線領域を反転させた溝をほり、その溝に液状体材料を刷り込み、その版にシリコンゴムな
どからなるタンポを押し付け、タンポ上に液状体材料を転写する手法である。そのタンポ
を基板（被写体）の所定場所に押し付け転写を完了させ、これにより配線領域に液状体材
料が塗布される。タンポ印刷法を用いることにより、基板にタイル状素子を接合した後に
電気配線を形成する場合など、凸凹した配線領域に対しても良好に電気配線を形成するこ
とができる。
【００１５】
　また、本発明のタイル状素子用配線形成方法は、前記タイル状素子を前記基板に接合し
た後に行うことが好ましい。本発明によれば、タイル状素子の電極上及び基板の電極上を
覆うように液状体材料を連続的に塗布することにより、電気配線を形成することができる
。したがって、タイル状素子を基板に接合したときに、そのタイル状素子の位置が若干ず
れた場合、上記塗布位置を調整することなどにより、タイル状素子の電極と基板の電極と
を高い信頼性を持たせて電気的に接続することができる。
【００１６】
　また、本発明のタイル状素子用配線構造物は、少なくとも電極を有するとともにタイル
形状を有するタイル状素子を、少なくとも電極を有する基板に接合した構造物の構成要素
となるものあり、該タイル状素子の電極と該基板の電極とを電気的に接続する電気配線を
有してなるタイル状素子用配線構造物であって、前記電気配線は、バインダー材を有して
なり、前記バインダー材は、エポキシ、アクリル、ポリイミドのいずれかからなることを
特徴とする。本発明によれば、前記バインダー材により、電気配線をなす導電膜の機械的
な強度を高めることができ、その導電膜と配線領域（基板又はタイル状素子）の表面との
密着性を高めることができる。したがって、微細な形状であり、短絡及び断線の発生確率
が低く信頼性の高い電気配線を低コストで提供することができる。
【００１７】
　また、本発明のタイル状素子用配線構造物は、前記バインダー材が導電性有機高分子か
らなることが好ましい。前記導電性有機高分子としては、ポリ(ｐ－フェニレン)、ポリピ
ロール、ポリチアジル、ポリアセチレン、ポリ(ｐ－フェニレンビニレン)、ポリチオフェ
ン、ポリアニリンのいずれかを用いることができる。本発明によれば、液状体材料を用い
て導電率の高い良好な電気配線を形成することができる。すなわち、非常に細い電気配線
でありながら抵抗値がひくく、断線及び短絡の発生率の低い電気配線を簡易に提供するこ
とができる。
【００１８】
　また、本発明のタイル状素子用配線構造物は、電気配線が金属又はカーボンからなる導
電性微粒子を有することが好ましい。前記金属としては、銀、金、銅、ニッケル、パラジ
ウム、錫、はんだのいずれかを用いることができる。前記カーボンとしては、カーボンパ
ウダー、フラーレン、カーボンナノチューブのいずれかを用いることができる。本発明に
よれば、液状体材料を用いて、さらに導電率が高く、機械的な強度も高く、柔軟性を持た
せることができる良好なタイル状素子用配線構造物を提供することができる。また、本発
明のタイル状素子用配線構造物は、タイル状素子の電極の表面と基板の電極の表面が金、
金を含む合金、白金、銀、銅、ニッケルのいずれかであることが好ましい。本発明によれ
ば、液状体材料により形成された電気配線とタイル状素子の電極あるいは基板の電極との
間に生じる接触抵抗を小さくすることができる。また、本発明のタイル状素子用配線構造
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物は、前記タイル状素子用配線形成方法を用いて製造されたものであることが好ましい。
本発明によれば、微細な形状であり、短絡及び断線の発生確率が低く信頼性の高いタイル
状素子用配線構造物を低コストで提供することができる。
【００１９】
　また本発明の電子機器は、前記タイル状素子用配線構造物を有することを特徴とする。
本発明によれば、エピタキシャルリフトオフ（ＥＬＯ）法などを用いて形成されたタイル
状素子を備える電子機器を、従来よりもコンパクト化することができ、且つ短絡故障及び
断線故障などの発生確立が低い機器として低コストで提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　＜第１実施形態＞
　以下、本発明に第１実施形態に係るタイル状素子用配線形成方法及びタイル状素子用配
線構造物について説明する。本実施形態ではタイル状素子の一例として微小なタイル形状
を有する微小タイル状素子を挙げて説明するが、本発明はこれに限定されるものではなく
、微小ではないタイル状素子に適用することができる。先ず、本発明の第１実施形態に係
るタイル状素子用配線形成方法及びタイル状素子用配線構造物について、図１及び図２を
参照して説明する。
【００２１】
　図１は、微小タイル状素子を最終基板に接合した状態を示す図であり、図１（ａ）は断
面図であり、図１（ｂ）は平面図である。微小タイル状素子１は、タイル形状を有するタ
イル部１１と、タイル部１１の上面に設けられた電極２１とを備えている。タイル部１１
は、トランジスタ又は半導体レーザなどの機能素子を有するものとしてもよい。ただし、
タイル部１１は半導体素子に限定されない。そして、微小タイル状素子１は、最終基板５
０とは別の基板（第１基板）に形成された電子的機能部を当該第１基板から切り離してタ
イル形状にしたものである。最終基板５０は、上記第１基板とは異なる基板であれば特に
限定されず、任意の物体とすることができる。また、最終基板５０の表面には電極５１が
設けられている。また、最終基板５０には電極５１に配線接続された集積回路などが設け
られているものとしてもよい。そして、最終基板５０の表面に微小タイル状素子１が接着
剤などで貼り付けられている。
【００２２】
　次いで、図２に示すように、最終基板５０の電極５１と微小タイル状素子１の電極２１
とを接続する電気配線を形成する。図２は本発明の第１実施形態に係る配線形成方法とそ
の配線形成方法で製造された回路装置（薄膜デバイス）を示し、図２（ａ）は断面図であ
り、図２（ｂ）は平面図である。すなわち、図２（ｂ）における斜線の領域である配線領
域６１に、導電性材料を含む液状体材料５３を塗布する。液状体材料５３の塗布は、配線
領域６１に液状体材料５３の液滴を滴下することなどにより行う。他の方法により、液状
体材料５３を塗布してもよい。液状体材料５３を配線領域６１に塗布する手法については
、後で詳細に説明する。
【００２３】
　ここで、配線領域６１は、微小タイル状素子１の電極２１と最終基板５０の電極５１と
を電気的に接続する電気配線を形成する領域であり、微小タイル状素子１の電極２１の少
なくとも一部と最終基板５０の電極５１の少なくとも一部とを含む１つの連続的な領域で
ある。その後、その液状体材料５３について乾燥処理及び熱処理を施すことにより、その
液状体材料５３を硬化させて導電膜とする。その配線領域６１に形成された導電膜が電極
５１と電極２１とを接続する電気配線となる。これらにより、最終基板５０と微小タイル
状素子１とは機械的及び電気的に接続され、一つの回路装置（薄膜デバイス）が完成する
。
【００２４】
　これらにより、本実施形態によれば、微小タイル状素子１の電極２１と最終基板５０の
電極５１とを接続する電気配線を、空中配線、金属薄膜の蒸着又はフォトリソグラフィな
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どの手法を用いることなく、形成できる。したがって、エッチングなどにより、電気配線
の構成材料が無駄となることを低減でき、製造コストを下げることができる。また、液状
体材料５３を塗布することにより電気配線を形成するので、凸凹した表面においても信頼
性の高い電気配線を形成することができる。そこで本発明によれば、微小タイル状素子１
の電極２１と最終基板５０の電極５１とを接続する電気配線を微細な配線パターンであり
且つ信頼性の高い電気配線として低コストで設けることができる。
【００２５】
　＜液状体材料の具体例＞
　次に、上記液状体材料５３の具体例について説明する。液状体材料５３は、導電性微粒
子を溶媒に分散させた液状体からなるものとすることができる。例えばその液状体材料５
３を配線領域６１に塗布した後、溶媒を蒸発させ、さらに導電性微粒子を焼結させること
で、導電膜からなる電気配線を形成することができる。溶媒は、揮発性を有するものとし
てもよい。このようにすると、塗布された液状体材料５３に対して特別な乾燥処理を施さ
ずに、所定時間放置するだけで溶媒を揮発させることができる。また乾燥時間を短縮する
ことができる。溶媒の具体例としては、水、アルコール類、アセトン、キシレン、トルエ
ン、テトラデカン、Ｎメチルピロリドン、フロン類などを挙げることができる。
【００２６】
　また、液状体材料５３を構成する溶媒には、バインダー材を含ませてもよい。例えばバ
インダー材として、樹脂を溶媒に溶解させたものを用いる。そのバインダー材は、そのバ
インダー材を含む溶媒を揮発させて導電膜を形成させたときに、その導電膜内に残るもの
としてもよい。このようにすると、液状体材料５３に対して乾燥処理及び熱処理を加えて
導電膜を形成したときに、その導電膜の機械的な強度を高めることができ、その導電膜（
電気配線）と配線領域（基板）の表面との密着性を高めることができる。また、導電膜の
厚みなどの制御もすることができる。また、バインダー材は、導電性微粒子を熱処理して
なる導電膜に対して保護膜として機能するものであってもよい。バインダー材の具体例と
しては、エポキシ、アクリル、ポリイミドなどを挙げることができる。
【００２７】
　また、バインダー材として導電性有機高分子を用いてもよい。このようにすると、導電
性微粒子の間を導電性有機高分子で満たすことができ、液状体材料５３を用いて導電率の
高い良好な電気配線を形成することができる。すなわち、非常に細い電気配線でありなが
ら抵抗値がひくく、断線及び短絡の発生率の低い電気配線を簡易に形成することができる
。導電性有機高分子の具体例としては、ポリ(ｐ－フェニレン)、ポリピロール、ポリチア
ジル、ポリアセチレン、ポリ(ｐ－フェニレンビニレン)、ポリチオフェン、ポリアニリン
などを挙げることができる。
【００２８】
　溶媒に分散される上記導電性微粒子としては、例えば銀、金、銅、ニッケル、パラジウ
ム、錫、はんだなどの金属を用いることができる。また、上記導電性微粒子としては、例
えばカーボンパウダー、フラーレン、カーボンナノチューブなどのカーボンを用いること
ができる。このようにすると、液状体材料５３を用いて、さらに導電率が高く、機械的な
強度も高く、柔軟性を持たせることができる良好な電気配線を形成することができる。
【００２９】
　したがって、配線領域が凸凹していても、その配線領域に上記液状体材料５３を塗布す
ることにより、良好な電気配線を形成することができる。そこで、本実施形態によれば、
微小タイル状素子１の電極２１と最終基板５０の電極５１とを接続する電気配線であって
、微細な形状であり、短絡及び断線の発生確率が低く信頼性の高い電気配線を形成するこ
とができる。
【００３０】
　＜塗布方法の具体例＞
　次に、配線領域６１に対する液状体材料５３の塗布方法の具体例について説明する。例
えば、一旦、微小タイル素子１の表面を含めて最終基板５０の表面全体に液状体材料５３
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を塗布し、その後配線領域６１以外の領域に塗布された液状体材料５３を除去することに
より、配線領域６１のみに液状体材料５３の塗布する手法を用いることができる。しかし
この手法では無駄となる液状体材料５３の量が多い。そこで、初めから選択的に、配線領
域６１のみに液状体材料５３の塗布する手法を用いることが好ましい。
【００３１】
　選択的に液状体材料５３を塗布する手法としては、例えばインクジェット式プリンタな
どで用いられているようなインクジェットノズルから液状体材料５３を液滴として吐出す
る液滴吐出方式を用いる。また、ディスペンサを用いて液状体材料５３を液滴として吐出
してもよい。これらの手法によれば、初めから配線領域６１のみに液状体材料５３を滴下
することができるので、液状体材料５３が無駄となることが殆どない。また、配線領域６
１に対応したマスクなどを作成する必要もないので、設計変更などにも容易に対応でき、
製造コストを低減することができる。
【００３２】
　また、スクリーン印刷法を用いて、選択的に液状体材料５３を塗布してもよい。スクリ
ーン印刷法とは、印刷する基材（最終基板５３及び微小タイル素子１）の上に、開口部の
有無でパターンが形成されたスクリーンを置き、その開口部を利用して、開口部分だけに
液状体材料５３を付着させる印刷方法である。ここで、開口部が配線領域６１に対応する
位置に配置される。スクリーン印刷法によれば、基材の全面に液状体材料５３を塗布する
スピンコート法などを使用した場合と比較して液状体材料５３の無駄を低減することがで
きる。このスクリーン印刷法でも、ディスペンサーなどを使用した非接触塗布が可能であ
る。すなわち、スクリーンを介して、液状体材料５３の液滴を塗布することなどにより、
より精密かつ微細に所望の配線領域６１に液状体材料５３を塗布することができ、精密か
つ微細であって信頼性の高い電気配線を設けることができる。
【００３３】
　また、タンポ印刷法を用いて、選択的に液状体材料５３を塗布してもよい。タンポ印刷
法とは、被印刷面が平坦でなく凸凹していても良好に印刷できる手法である。すなわち、
タンポ印刷法では、例えば金属の版に配線領域６１を反転させた溝をほり、その溝に液状
体材料５３を刷り込み、その版にシリコンゴムなどからなるタンポを押し付け、タンポ上
に液状体材料５３を転写する。次いで、そのタンポを微小タイル状素子１が接合された最
終基板５０の所定場所（配線領域６１）に押し付け、転写を完了させる。これにより配線
領域６１に液状体材料５３が塗布される。このようなタンポ印刷法を用いることにより、
最終基板５０にタイル状素子１を接合した後に電気配線を形成する場合など、凸凹した配
線領域に対しても良好に電気配線を形成することができる。
【００３４】
　＜液状体材料を硬化させる処理＞
　配線領域６１に塗布された液状体材料５３を硬化させて導電膜を形成し電気配線とする
には、乾燥処理を行い、次いで熱処理を行う。ここで、配線領域６１への液状体材料５３
の塗布と乾燥処理とは略同時に行うこととしてもよい。例えば、微小タイル状素子１及び
最終基板５０の温度を高めておいた状態で液状体材料５３の塗布をする。このようにする
と、液状体材料５３を用いて、迅速かつ良好に電気配線を形成することができる。ここで
、最終基板５０及び微小タイル状素子１の全体の温度を高めるのではなく、配線領域６１
のみを選択的に加熱してもよい。例えばレーザ光を照射することにより選択的に加熱する
。このようにすると、最終基板５０及び微小タイル状素子１に設けられている機能素子に
熱的ダメージを与えることを回避することができる。また、上記乾燥処理と熱処理とを略
同時に行うこととしてもよい。また、配線領域６１への液状体材料５３の塗布と乾燥処理
と熱処理とを、略同時に行うこととしてもよい。このようにすると、さらに迅速かつ良好
に電気配線を形成することができる。
【００３５】
　＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態に係るタイル状素子用配線形成方法及びタイル状素子用配
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線構造物について、図３から図５を参照して説明する。先ず、本配線形成方法が適用され
る微小タイル状素子１ａについて説明する。図３は本第２実施形態に係る微小タイル状素
子の一例を示す図であり、図３（ａ）は断面図であり、図３（ｂ）は平面図である。微小
タイル状素子１ａは微小なタイル形状の半導体素子である。微小タイル状素子１ａは、例
えば厚さが２０μｍ以下であり、縦横の大きさが数十μｍから数百μｍの板状部材である
。微小タイル状素子１ａの製造方法は、半導体基板（第１基板）に犠牲層を形成し、その
犠牲層の上層に微小タイル状素子１ａをなす機能層（電子的機能部）を積層する。次いで
犠牲層をエッチングすることにより、機能層の一部を半導体基板から切り離すことで、微
小タイル状素子１ａが完成する。このようなエピタキシャルリフトオフ（ＥＬＯ）法を用
いた微小タイル状素子１ａの製造方法については後で詳細に説明する。
【００３６】
　本第２実施形態では微小タイル状素子１ａが面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ；Vertical-cav
ity surface-emitting lasers）を備えている例を挙げて説明するが、本発明はこれに限
定されるものではない。微小タイル状素子１ａは、ｎ型半導体からなるタイル部１１と、
活性層（図示せず）と、ｐ型半導体１２と、絶縁層（絶縁部）１３と、アノード電極（電
極）１４と、カソード電極（電極）１５とを備えている。
【００３７】
　タイル部１１は、例えばｎ型のＡｌＧａＡｓ多層膜からなるＤＢＲ（Distributed Brag
g Reflector）ミラーを構成している。タイル部１１の上には活性層が積層されている。
活性層は、タイル部１１の上面における中央付近の領域に薄い円柱形状に積層されており
、例えばＡｌＧａＡｓからなる。ｐ型半導体１２は、タイル部１１上の活性層の上面に円
柱形状に積層されており、例えばｐ型のＡｌＧａＡｓ多層膜からなるＤＢＲミラーを構成
している。これらのｎ型半導体からなるタイル部１１、活性層及びｐ型半導体１２によっ
て面発光レーザをなす光共振器が形成されている。
【００３８】
　カソード電極１５は、タイル部（ｎ型半導体）１１の上面に設けられている。具体的に
は、タイル部１１の上面における上記活性層及びｐ型半導体１２が設けられている領域以
外の領域、すなわちタイル部１１の上面における中央付近以外の領域上に、カソード電極
１５が設けられている。そして、カソード電極１５は、タイル部１１をなすｎ型半導体と
オーミック接触している。
【００３９】
　絶縁層１３は、タイル部１１の上面に設けられており、アノード電極１４側とタイル部
１１（ｎ型半導体）側とが短絡することを防いでいる。そして、絶縁層１３は、タイル部
１１の上面における中央付近からそのタイル部１１の一方端に向かって形成され、更にタ
イル部１１の側面を覆うように形成されている。絶縁層１３は、例えばポリイミド、樹脂
、ガラス、セラミック又は酸化シリコン（ＳｉＯ２）などからなる材料で形成する。絶縁
層１３の表面における露出面は、撥液性を有することが好ましい。このようにすると、絶
縁層１３の露出面が配線領域の一部であるアノード電極１４の外側においてその配線領域
に一部を囲むように配置され、その配線領域内に滴下された配線形成用の液状体材料が配
線領域の外に流出することを回避できるからである。また、絶縁層１３はアノード電極１
４とカソード電極１５とを分け隔てるように配置されているので、上記液状体材料がアノ
ード電極１４とカソード電極１５とを短絡するように形成されることを、絶縁層１３が防
ぐ作用を生じさせている。ここで、絶縁層１３は、本来、撥液性を有する材料からなるも
の、親液化されにくい材料からなるもの、又は撥液化しやすい材料からなるものであって
もよい。そして、絶縁層１３の露出面については、撥液処理を施してもよい。
【００４０】
　アノード電極１４は、ｐ型半導体１２の上面及び絶縁層１３の上面を１つの金属膜で覆
うように設けられている。そして、アノード電極１４はｐ型半導体１２とオーミック接触
している。そして、アノード電極１４及びカソード電極１５は、金（Ａｕ）からなる金電
極であることが好ましい。これは、アノード電極１４及びカソード電極１５の表面が電気
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配線を形成する領域である配線領域の一部となるので、後述の撥液処理（微小タイル素子
１ａ全体の撥液処理）によってアノード電極及びカソード電極１５の表面まで撥液化され
ることを回避するためである。また、アノード電極１４及びカソード電極１５の表面に自
然酸化膜などの絶縁膜が形成されにくくなり電気配線との接触抵抗を小さくする効果もあ
る。また、アノード電極１４及びカソード電極１５は、本来、親液性を有する材料からな
るもの、撥液化されにくい材料からなるもの、又は親液化しやすい材料からなるものであ
ってもよい。また、アノード電極１４及びカソード電極１５の表面については、親液処理
を施してもよい。
【００４１】
　また、微小タイル状素子１ａの表面又は露出面の全体について親液処理を施し、その後
配線領域（アノード電極１４及びカソード電極１５など）以外の領域又は配線領域を囲む
領域について撥液処理を施してもよい。逆に、微小タイル状素子１ａの表面又は露出面の
全体について撥液処理を施し、その後、配線領域のみについて親液処理を施してもよい。
【００４２】
　次に、上記のように構成した微小タイル状素子１ａを図４に示すように最終基板５０に
接合する。図４は微小タイル状素子１ａを最終基板５０に接合した状態を示す図であり、
図４（ａ）は断面図であり、図４（ｂ）は平面図である。最終基板５０は、特に限定され
ず、シリコン、セラミック、ガラス、ガラスエポキシ、プラスチック、ポリイミドなど任
意の部材を適用することができる。そして、最終基板５０には、電子素子、電気光学素子
、電極又は集積回路（図示せず）などが設けられているものとする。
【００４３】
　また、最終基板５０の表面の所望位置には、電極５１，５２が設けられている。電極５
１は微小タイル素子１ａのアノード電極１４と接続される電極であり、電極５２は微小タ
イル状素子１ａのカソード電極１５と接続される電極である。電極５１，５２は、すくな
くともその再表面が金（Ａｕ）からなる金電極であることが好ましい。金電極はメッキ法
などで形成することができる。これは、電極５１，５２の表面が上記配線領域の一部とな
るので、後述の撥液処理（最終基板５０全体の撥液処理）によって電極５１，５２の表面
まで撥液化されることを回避するためである。また、電極５１，５２の表面に自然酸化膜
などの絶縁膜が形成されにくくなり電気配線との接触抵抗を小さくする効果もある。また
、電極５１，５２は、本来、親液性を有する材料からなるもの、撥液化されにくい材料か
らなるもの、又は親液化しやすい材料からなるものであってもよい。また、電極５１，５
２の表面については、親液処理を施してもよい。電極５１，５２の材料としては、金を含
む合金、白金、銀、銅、ニッケルなどを用いることも出来る。
【００４４】
　また、最終基板５０の表面又は露出面の全体について親液処理を施し、その後、配線領
域（電極５１，５２など）以外の領域又は配線領域を囲む領域について撥液処理を施して
もよい。逆に、最終基板５０の表面又は露出面の全体について撥液処理を施し、その後、
配線領域のみについて親液処理を施してもよい。また、上記全体についての親液処理又は
撥液処理は、微小タイル状素子１ａを最終基板５０に接合した後に、その微小タイル状素
子１ａ及び最終基板５０の全体について行ってもよい。
【００４５】
　微小タイル状素子１ａと最終基板５０との接合は、例えば接着剤により、微小タイル状
素子１ａの底面と最終基板５０の表面とを接着することで行う。この接合においては、微
小タイル状素子１ａにおける絶縁層１３の側部すなわち突出部が最終基板５０の表面に接
触するように行うことが好ましい。このようにすると、微小タイル状素子１ａを最終基板
５０に接合することにより、自動的に、半導体素子の絶縁層１３が最終基板５０の表面及
びタイル部１１の側面に密着して、自動的に絶縁層１３がタイル部１１の端部を被覆する
こととなる。
【００４６】
　また、上記微小タイル状素子１ａと最終基板５０との接合においては、図４（ａ）に示



(11) JP 4400327 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

すように、微小タイル状素子１ａのアノード電極１４の端部と最終基板５０の電極５１の
端部との間隔ｄ１が、例えば数十μｍ以下となることが好ましい。また、微小タイル状素
子１ａのカソード電極１５の端部と最終基板５０の電極５２の端部との間隔ｄ２も、例え
ば数十μｍ以下となることが好ましい。すなわち、接続対象とされる微小タイル状素子の
電極と最終基板５０の電極との間隔は、なるべく短いほうがよく、例えば数十μｍ以下と
なることが好ましい。
【００４７】
　次に、図５に示すように、配線領域に液状体材料５３，５４を滴下することにより、配
線領域に液状体材料５３，５４を塗布する。図５は本発明の第２実施形態に係る配線形成
方法とその配線形成方法で製造された回路装置（薄膜デバイス）を示し、図５（ａ）は断
面図であり、図５（ｂ）は平面図である。具体的には、微小タイル状素子１ａのアノード
電極１４と最終基板５０の電極５１とを接続する電気配線を形成する領域が配線領域６１
である。また、微小タイル状素子１ａのカソード電極１５と最終基板５０の電極５２とを
接続する電気配線を形成する領域が配線領域６２である。そして、導電性材料を含む液状
体材料５３の液滴をインクジェットノズルなどから吐出して、その液滴を配線領域６１の
内側に着弾させる。また、導電性材料を含む液状体材料５４の液滴をインクジェットノズ
ルなどから吐出して、その液滴を配線領域６２の内側に着弾させる。
【００４８】
　ここで、配線領域６１，６２の内側について親液処理が施されていると、配線領域６１
，６２内に着弾した液状体材料５３，５４はその配線領域６１，６２の内側全体に濡れ広
がり、配線領域６１，６２の全体について漏れなく良好に液状体材料５３，５４を塗布す
ることができる。また、配線領域６１，６２を囲むように撥液処理が施されていると、配
線領域６１，６２内に着弾した液状体材料５３，５４がその配線領域６１，６２の外側に
流出しにくい作用を、その撥液処理された領域からうける。そして、液状体材料５３，５
４の一部又は全部が配線領域６１，６２の外側に着弾したような場合であっても、その液
状体材料５３，５４は撥液処理された領域から弾き出される作用をうけ配線領域６１，６
２内に入れられることとなる。
【００４９】
　これらにより、本実施形態によれば、液状体材料５３，５４を正確に配線領域６１，６
２内にのみ塗布することができる。また、配線領域５３，５４について上記のように親液
状態にしておくことにより、液状体材料５３，５４と配線領域６１，６２の表面との密着
性を向上させることができる。
【００５０】
　液状体材料５３，５４を上記のように配線領域６１，６２に塗布した後、その液状体材
料５３，５４について乾燥処理及び熱（焼結）処理を施す。これにより、導電性材料を含
む液状体材料５３，５４は、金属膜などの導電性膜となり、電気配線となる。これらによ
り、最終基板５０の電極５１と微小タイル状素子１ａのアノード電極１４とを接続する電
気配線が完成し、最終基板５０の電極５２と微小タイル状素子１ａのカソード電極１５と
を接続する電気配線が完成する。したがって、最終基板５０とその最終基板５０に電気的
及び機械的に接続された微小タイル状素子１ａとからなる回路装置（薄膜デバイス）も完
成する。
【００５１】
　これらにより、本実施形態によれば、液状体材料５３，５４を正確に配線領域６１，６
２内にのみ塗布でき、液状体材料５３，５４と配線領域６１，６２の表面との密着性を向
上させることができるので、微小タイル状素子１ａの電極と最終基板５０の電極とを接続
する電気配線を微細な配線パターンでありながら信頼性の高いものとして形成することが
できる。
【００５２】
　上記実施形態において、微小タイル状素子１ａのアノード電極１４の端部と最終基板５
０の電極５１の端部との間隔ｄ１、及び微小タイル状素子１ａのカソード電極１５の端部



(12) JP 4400327 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

と最終基板５０の電極５２の端部との間隔ｄ２を、数十μｍ以下となるようにした場合は
、その２つの電極間に挟まれている領域（配線領域の一部）が撥液状態であってもよい。
すなわち、その２つの電極間に挟まれている領域付近に液状体材料５３，５４を滴下する
ことにより、その液状体材料５３，５４の表面張力によって液状体材料５３，５４が２つ
の電極をつなぐように形成され、電気配線を形成することができる。
【００５３】
　＜撥液処理及び親液処理の具体例＞
　先ず、最終基板５０の電極５１，５２は、金（Ａｕ）からなる金電極としておく。また
その電極５１，５２の周囲には例えばＳｉＯ２などの絶縁膜が露出している構造としてお
く。この最終基板５０に微小タイル状素子１ａを接合するとき、最終基板５０の電極５１
，５２と微小タイル状素子１ａ（の電極）とが近接するように、配置する。例えば、微小
タイル状素子１ａのタイル部１１と最終基板５０の電極５１，５２が接するように、上記
接合をする。また、微小タイル状素子１ａのタイル部１１の一部と最終基板５０の電極５
１，５２の一部とが重なるように、上記接合をしてもよい。また、微小タイル状素子１ａ
のアノード電極１４又はカソード電極１５の一部と最終基板５０の電極５１，５２の一部
とが重なるように、上記接合をしてもよい。なお、この接合においては、タイル部１１の
裏面などと最終基板の電極５１又は電極５２とが短絡状態とならないようにする。
【００５４】
　上記のようにして微小タイル状素子１ａを最終基板５０の所望位置に接合した後、その
最終基板５０及び微小タイル状素子１ａの表面全体について自己組織化単分子膜を形成す
る処理を行う。
　自己組織化単分子膜（ＳＡＭｓ：Self-Assembled Monolayers）は、固体表面へ分子を
固定する方法であって高配向・高密度な分子層が形成可能な方法である自己組織化（ＳＡ
：Self-Assembly）法によって作製される膜である。自己組織化法は、オングストローム
オーダで分子の環境及び幾何学的配置を操作できる。また、自己組織化単分子膜は、有機
分子の固定化技術の有力な一手段となり作製法の簡便さと分子と基板間に存在する化学結
合のために膜の熱的安定性も高く、オングストロームオーダの分子素子作製のための重要
技術である。また、自己組織化単分子膜は、基本的に自己集合プロセスであり、自発的に
微細パターンを形成することができる。したがって、自己組織化単分子膜は、超微小電子
回路で用いられるような、すなわち既存のリソグラフィー法が使えないような、緻密で高
度なパターン形成を簡便に形成することができる。
【００５５】
　次に、自己組織化単分子膜の形成処理の具体例について説明する。この処理は、微小タ
イル状素子１ａが接合された最終基板５０の表面を、例えばフッ化アルキルシラン（ＦＡ
Ｓ）の蒸気に曝すことで行う。フッ化アルキルシランは鎖状アルキル分子の一端にフッ素
基が他端にシリコンが付いた分子構造をもつ。そこで、最終基板５０の表面（微小タイル
状素子１ａの表面も含む、以下同じ）に存在するＯＨ基とシリコン端のみが結合する。こ
れにより最終基板５０の表面には、フッ素基が自動的に露出するように配向した単分子膜
（フッ化アルキルシラン膜）が形成される。この単分子膜の形成された最終基板５０の表
面は、フッ素基が露出しているためほとんどの液状体に対して大きな接触角を有し、撥液
状態となる。
【００５６】
　また、最終基板５０の表面にはＳｉＯ２などの絶縁膜が露出している。そのＳｉＯ２な
どの絶縁膜の表面は、ＯＨ基が存在するので上記フッ化アルキルシランの単分子膜が形成
され、撥液状態となる。そして、ＳｉＯ２などの絶縁膜が予め最終基板５０の電極５１，
５２（及び微小タイル状素子１ａの電極）の周囲又は配線領域の周囲に露出していること
により、最終基板５０の電極５１，５２（及び微小タイル状素子１ａの電極）の周囲又は
配線領域の周囲が撥液状態となる。
【００５７】
　一方、最終基板５０の金電極（電極５１，５２）及び微小タイル状素子１ａの金電極（
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アノード電極１４，カソード電極１５）は、ＯＨ基が存在しないためフッ化アルキルシラ
ンの単分子膜が形成されず、金本来の性質により親液状態となっている。
　次に、上記ように親液状態となっている金電極の表面に、金属微粒子を含む液状ペース
トすなわち液状体材料５３，５４を滴下する。この滴下は、インクジェットノズルなどか
ら液状体材料５３，５４を吐出することで行う。すると、その液滴は金電極の表面にのみ
留まり、その液滴が金電極からはみ出すことはない。
【００５８】
　さらに、最終基板５０の電極５１，５２と微小タイル状素子１ａのアノード電極１４又
はカソード電極１５との間隔ｄ１，ｄ２が数十μｍ以下の場合は、その２つの電極で挟ま
れる領域面が撥液状態であっても、上記滴下により、電極５１とアノード電極１４との間
を繋ぐように、及び、電極５２とカソード電極１５との間を繋ぐように、液滴（液状ペー
スト）が形成されれば、液滴の表面張力によりその形状は保持される。すなわち、図５に
示すように、配線領域６１，６２の全体に液状ペースト（液状体材料５３，５４）が塗布
される。
【００５９】
　その後、最終基板５０について乾燥処理を行い、次いで熱処理を行うことで配線領域６
１，６２の液状ペーストを焼結させ、導電性膜からなる電気配線にする。
　これらのように、上記撥液処理（及び親液処理）により、最終基板５０及び微小タイル
状素子１ａのそれぞれ電極に、液状体材料５３，５４が引きつけられ保持される作用を受
けるので、その電極同士を接続する電気配線をセルフアライメント的に高精度に形成する
ことができる。電極５１，５２などの周囲に露出させる上記絶縁膜の材質としては、Ｓｉ
Ｏ２のほかにＳｉＮ、ポリイミド、エポキシ、アルミナ、各種セラミックなどを挙げるこ
とができる。また、前記自己組織化単分子膜を形成する処理を行う前に、最終基板５０の
表面をオゾン又はＯ２プラズマに晒すことが好ましい。このようにすると、金電極（電極
５１，５２など）以外の表面により多くのＯＨ基が生成され、その表面にフッ化アルキル
シラン膜が形成されやすくなり、良好に上記撥液状態にすることができる。
【００６０】
　＜第３実施形態＞
　次に、上記タイル状素子用配線形成方法を用いて形成したタイル状素子用配線構造物（
回路装置）の別例について図６を参照して説明する。図６は本発明の第３実施形態に係る
回路装置を示す平面図である。本実施形態では、特に、配線領域６１ａ，６２ａの配置が
図５に示す回路装置示す回路装置と異なる。本回路装置は、最終基板５０上に微小タイル
状素子１ｂが接合されている。微小タイル状素子１ｂにおける図３に示す微小タイル状素
子１ａとの相違点は、絶縁層１３の配置と、配線領域６１ａ，６２ａの配置である。また
、配線領域６１ａを囲むように撥液膜７１が設けてあり、配線領域６２ａを囲むように撥
液膜７２が設けてある。
【００６１】
　最終基板５０の電極５１ａ，５２ａのレイアウトも、図５に示す最終基板５０の電極５
１，５２のレイアウトとは相違している。そして、撥液膜７１で囲まれる配線領域６１ａ
に液状体材料５３ａを塗布して電気配線を形成し、最終基板５０の電極５１ａと微小タイ
ル状素子１ａのアノード電極１４とを接続している。また、撥液膜７２で囲まれる配線領
域６２ａに液状体材料５４ａを塗布して電気配線を形成し、最終基板５０の電極５２ａと
微小タイル状素子１ｂのカソード電極１５とを接続している。
【００６２】
　これらにより、本実施形態によれば、微小タイル状素子１ｂのタイル部１１の角部を介
すように、撥液膜７１，７２で囲まれる配線領域６１ａ，６２ａが対向配置されている。
そこで、本実施形態によれば、配線領域６１ａ，６２ａから液状体材料が溢れ出たとして
も、その溢れ出たものが他方の配線領域６１ａ，６２ａに向かうこと及び侵入することを
タイル部１１の角部が防ぎ、短絡を回避することができ信頼性の高い回路装置を簡易にか
つ低コストで形成することができる。
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【００６３】
　＜微小タイル状素子及び回路装置の製造方法の詳細＞
　次に、本発明に係る上記微小タイル状素子の製造方法及び本発明に係る配線形成方法を
用いた回路装置の製造方法について図７から図１６を参照して説明する。本製造方法は、
エピタキシャルリフトオフ（ＥＬＯ）法をベースにしている。また本製造方法では、微小
タイル状素子（微小タイル状素子）としての化合物半導体デバイス（化合物半導体素子）
を最終基板上に接着する場合について説明するが、最終基板の種類及び形態に関係なく本
製造方法を適用することができる。なお、本実施形態における「半導体基板（エピタキシ
ャル基板）」とは、半導体物資から成る物体をいうが、板形状の基板に限らず、どのよう
な形状であっても半導体物資であれば「半導体基板」に含まれる。
【００６４】
＜第１工程＞
　図７は本製造方法の第１工程を示す概略断面図である。図７において、基板１１０は、
半導体基板であり、例えばガリウム・ヒ素化合物半導体基板とする。基板１１０における
最下位層には、犠牲層１１１を設けておく。犠牲層１１１は、アルミニウム・ヒ素（Ａｌ
Ａｓ）からなり、厚さが例えば数百ｎｍの層である。
　例えば、犠牲層１１１の上層には機能層１１２を設ける。機能層１１２の厚さは、例え
ば１μｍから１０（２０）μｍ程度とする。そして、機能層１１２において半導体デバイ
ス１１３を作成する。半導体デバイス１１３としては、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）
、面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ）、フォトダイオード（ＰＤ）、ＤＦＢレーザなどが挙げら
れる。これらの半導体デバイス１１３は、何れも基板１１０上に多層のエピタキシャル層
を積層して素子が形成されたものである。また、各半導体デバイス１１３には、例えば図
３に示す微小タイル状素子１ａに相当するものとしてアノード電極１４及びカソード電極
１５も形成し、動作テストも行う。
【００６５】
＜第２工程＞
　図８は本製造方法の第２工程を示す概略断面図である。本工程においては、各半導体デ
バイス１１３を分割するように分離溝１２１を形成する。分離溝１２１は、少なくとも犠
牲層１１１に到達する深さをもつ溝とする。例えば、分離溝の幅及び深さともに、１０μ
ｍから数百μｍとする。また、分離溝１２１は、後述するところの選択エッチング液が当
該分離溝１２１を流れるように、行き止まりなく繋がっている溝とする。さらに、分離溝
１２１は、碁盤のごとく格子状に形成することが好ましい。
　また、分離溝１２１相互の間隔を数十μｍから数百μｍとすることで、分離溝１２１に
よって分割・形成される各半導体デバイス１１３のサイズを、数十μｍから数百μｍ四方
の面積をもつものとする。分離溝１２１の形成方法としては、フォトリソグラフィとウェ
ットエッチングによる方法、またはドライエッチングによる方法を用いる。また、クラッ
クが基板に生じない範囲でＵ字形溝のダイシングで分離溝１２１を形成してもよい。
【００６６】
＜第３工程＞
　図９は本製造方法の第３工程を示す概略断面図である。本工程においては、中間転写フ
ィルム１３１を基板１１０の表面（半導体デバイス１１３側）に貼り付ける。中間転写フ
ィルム１３１は、表面に粘着剤が塗られたフレキシブルな帯形状のフィルムである。
【００６７】
＜第４工程＞
　図１０は本製造方法の第４工程を示す概略断面図である。本工程においては、分離溝１
２１に選択エッチング液１４１を注入する。本工程では、犠牲層１１１のみを選択的にエ
ッチングするために、選択エッチング液１４１として、アルミニウム・ヒ素に対して選択
性が高い低濃度の塩酸を用いる。
【００６８】
＜第５工程＞
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　図１１は本製造方法の第５工程を示す概略断面図である。本工程においては、第４工程
での分離溝１２１への選択エッチング液１４１の注入後、所定時間の経過により、犠牲層
１１１のすべてを選択的にエッチングして基板１１０から取り除く。
【００６９】
＜第６工程＞
　図１２は本製造方法の第６工程を示す概略断面図である。第５工程で犠牲層１１１が全
てエッチングされると、基板１１０から機能層１１２が切り離される。そして、本工程に
おいて、中間転写フィルム１３１を基板１１０から引き離すことにより、中間転写フィル
ム１３１に貼り付けられている機能層１１２を基板１１０から引き離す。
　これらにより、半導体デバイス１１３が形成された機能層１１２は、分離溝１２１の形
成及び犠牲層１１１のエッチングによって分割されて、所定の形状（例えば、微小タイル
形状）の半導体素子すなわち「微小タイル状素子１６１」とされ、中間転写フィルム１３
１に貼り付け保持されることとなる。ここで、機能層の厚さが例えば１μｍから８μｍ、
大きさ（縦横）が例えば数十μｍから数百μｍであるのが好ましい。
【００７０】
＜第７工程＞
　図１３は本製造方法の第７工程を示す概略断面図である。本工程においては、（微小タ
イル状素子１６１が貼り付けられた）中間転写フィルム１３１を移動させることで、最終
基板１７１の所望の位置に微小タイル状素子１６１をアライメントする。ここで、最終基
板１７１は、例えば、シリコン半導体からなり、金（Ａｕ）からなる電極１７２が形成さ
れている。また、最終基板１７１の所望の位置には、微小タイル状素子１６１を接着する
ための接着剤１７３を塗布しておく。
【００７１】
＜第８工程＞
　図１４は本製造方法の第８工程を示す概略断面図である。本工程においては、最終基板
１７１の所望の位置にアライメントされた微小タイル状素子１６１を、中間転写フィルム
１３１越しに裏押し治具１８１で押しつけて最終基板１７１に接合する。ここで、所望の
位置には接着剤１７３が塗布されているので、その最終基板１７１の所望の位置に微小タ
イル状素子１６１が接着される。
【００７２】
＜第９工程＞
　図１５は本製造方法の第９工程を示す概略断面図である。本工程においては、中間転写
フィルム１３１の粘着力を消失させて、微小タイル状素子１６１から中間転写フィルム１
３１を剥がす。
　中間転写フィルム１３１の粘着剤は、紫外線（ＵＶ）又は熱により粘着力が消失するも
のにしておく。ＵＶ硬化性の粘着剤とした場合は、裏押し治具１８１を透明な材質にして
おき、裏押し治具１８１の先端から紫外線（ＵＶ）を照射することで中間転写フィルム１
３１の粘着力を消失させる。熱硬化性の接着剤とした場合は、裏押し治具１８１を加熱す
ればよい。あるいは第６工程の後で、中間転写フィルム１３１を全面紫外線照射するなど
して粘着力を全面消失させておいてもよい。粘着力が消失したとはいえ実際には僅かに粘
着性が残っており、微小タイル状素子１６１は非常に薄く軽いので中間転写フィルム１３
１に保持される。
【００７３】
＜第１０工程＞
　本工程は、図示していない。本工程においては、加熱処理などを施して、微小タイル状
素子１６１を最終基板１７１に本接合する。
【００７４】
＜第１１工程＞
　図１６は本製造方法の第１１工程を示す概略断面図である。本工程においては、微小タ
イル状素子１６１の電極（例えばカソード電極１５）と最終基板１７１上の電極１７２と
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を電気配線１９１により電気的に繋ぎ、一つのＬＳＩチップなど（回路装置又は薄膜デバ
イス）を完成させる。
　この電気配線１９１を設けるときに、上述した本発明に係るタイル状素子用配線形成方
法を用いる。すなわち、液状体材料５４を配線領域に塗布し、その後その液状体材料５４
を硬化させることで、電気配線１９１を設ける。具体的には、電気配線１９１を形成する
前に、電気配線１９１が形成される領域である配線領域を囲むように、最終基板１７１及
び微小タイル状素子１６１の表面について撥液処理を施す。ここで、アノード電極１４、
カソード電極１５及び電極１７２を金電極で形成しておき、最終基板１７１及び微小タイ
ル状素子１６１の表面についてフッ化アルキルシラン（ＦＡＳ）の蒸気に曝すことで、配
線領域を囲むように自己組織化単分子膜からなる撥液膜を形成してもよい。アノード電極
１４、カソード電極１５及び電極１７２は親液状態となっている。その後、導電性材料を
含む液状体材料５４の液滴を配線領域内に滴下することにより、配線領域内にその液状体
材料５４を塗布する。その後、液状体材料５４について乾燥処理及び焼結処理などを施す
ことにより、導電膜からなる電気配線１９１を形成する。これらにより、一つのＬＳＩチ
ップなどをなす回路装置又は薄膜デバイスが完成する。
【００７５】
　これらにより、最終基板１７１が例えばシリコンであっても、その最終基板１７１上の
所望位置にガリウム・ヒ素製の面発光レーザなどを備える微小タイル状素子１６１を形成
するというように、面発光レーザなどをなす半導体素子を当該半導体素子とは材質の異な
る基板上に形成することが可能となる。また、半導体基板上で面発光レーザなどを完成さ
せてから微小タイル形状に切り離すので、面発光レーザを組み込んだ集積回路などを作成
する前に、予め面発光レーザなどをテストして選別することが可能となる。また、上記製
造方法によれば、微小タイル状素子（面発光レーザなど）を含む機能層のみを、微小タイ
ル状素子１６１として半導体基板から切り取り、フィルムにマウントしてハンドリングす
ることができるので、微小タイル状素子１６１を個別に選択して最終基板１７１に接合す
ることができ、ハンドリングできる微小タイル状素子１６１のサイズを従来の実装技術の
ものよりも小さくすることができる。
【００７６】
　さらに上記製造方法によれば、微小タイル状素子１６１の電極と最終基板１７１の電極
とを接続する電気配線１９１について、液状体材料を塗布することにより、微細なパター
ンとして且つ形成面に対して密着性よく設けることができる。したがって、上記製造方法
によれば、従来よりもコンパクトであり、配線短絡及び断線の発生確率が低く、かつ高速
に動作する薄膜デバイス（回路装置）を備えた集積回路などを容易かつ低コストで製造す
ることができる。
【００７７】
　＜電子機器＞
　上記実施形態の回路装置（薄膜デバイス）を備えた電子機器の例について説明する。
　上記実施形態の薄膜デバイスは、面発光レーザ、発光ダイオード、フォトダイオード、
フォトトランジスタ、高電子移動度トランジスタ、ヘテロバイポーラトランジスタ、イン
ダクター、キャパシター又は抵抗などに適用することができる。これらの薄膜デバイスを
備えた応用回路又は電子機器としては、光インターコネクション回路、光ファイバ通信モ
ジュール、レーザプリンタ、レーザビーム投射器、レーザビームスキャナ、リニアエンコ
ーダ、ロータリエンコーダ、変位センサ、圧力センサ、ガスセンサ、血液血流センサ、指
紋センサ、高速電気変調回路、無線ＲＦ回路、携帯電話、無線ＬＡＮなどが挙げられる。
【００７８】
　図１７（ａ）は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図１７（ａ）において、符号
１０００は上記薄膜デバイスを用いた携帯電話本体を示し、符号１００１は表示部を示し
ている。図１７（ｂ）は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図１７（ｂ）
において、符号１１００は上記薄膜デバイスを用いた時計本体を示し、符号１１０１は表
示部を示している。図１７（ｃ）は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一
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例を示した斜視図である。図１７（ｃ）において、符号１２００は情報処理装置、符号１
２０２はキーボードなどの入力部、符号１２０４は上記薄膜デバイスを用いた情報処理装
置本体、符号１２０６は表示部を示している。
【００７９】
　図１７に示す電子機器は、上記実施形態の回路装置（薄膜デバイス）を備えているので
、配線短絡が起こりにくく、高速に動作し、薄くコンパクトであり、さらに低コストで製
造できるものとすることができる。
【００８０】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能であり、実施形態で挙げた具体的な
材料や層構成などはほんの一例に過ぎず、適宜変更が可能である。
【００８１】
　上記実施形態では、微小タイル状素子が面発光レーザを備えている構成について説明し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、微小タイル状素子が発光ダイオード、フ
ォトダイオード、フォトトランジスタ、高電子移動度トランジスタ、ヘテロバイポーラト
ランジスタ、インダクター、キャパシター及び抵抗のうちの少なくとも一つを有すること
としてもよい。
【００８２】
　また、上記実施形態の製造方法（配線形成方法）では、最終基板に接合された微小タイ
ル状素子とその最終基板とを電気的に接続する電気配線を形成する例を挙げて説明したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、予め１つの基板上に形成された２つの電極同
士間の配線など、液滴吐出方式を用いた各種電気配線の形成に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る配線形成方法に適用される微小タイル状素子を示す
断面図と平面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る配線形成方法とその配線形成方法で製造された回路
装置を示す断面図と平面図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る配線形成方法に適用される微小タイル状素子を示す
断面図と平面図である。
【図４】同上の微小タイル状素子の最終基板に接合した状態を示す断面図と平面図である
。
【図５】本発明の第２実施形態に係る配線形成方法とその方法で製造された回路装置を示
す断面図と平面図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係る回路装置を示す平面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る微小タイル状素子及び回路装置の製造方法の第１工程を
示す断面図である。
【図８】同上の製造方法の第２工程を示す断面図である。
【図９】同上の製造方法の第３工程を示す断面図である。
【図１０】同上の製造方法の第４工程を示す断面図である。
【図１１】同上の製造方法の第５工程を示す断面図である。
【図１２】同上の製造方法の第６工程を示す断面図である。
【図１３】同上の製造方法の第７工程を示す断面図である。
【図１４】同上の製造方法の第８工程を示す断面図である。
【図１５】同上の製造方法の第９工程を示す断面図である。
【図１６】同上の製造方法の第１１工程を示す断面図である。
【図１７】本発明の半導体装置を備えた電子機器の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１ａ，１ｂ…微小タイル状素子、１１…タイル部、１２…ｐ型半導体、１３…絶縁層（
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絶縁部）、１４…アノード電極（電極部）、１５…カソード電極、２１…電極、５０…最
終基板、５１，５１ａ，５２，５２ａ…電極、５３，５３ａ，５４，５４ａ…液状体材料
、６１，６１ａ，６２，６２ａ…配線領域

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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