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(57)【要約】
　半導体構造を結合するための改善された装置が、第１
の半導体構造の第１の表面及び第２の半導体構造の第１
の表面を蟻酸で処理するための装置と、第１の半導体構
造の第１の表面を第２の半導体構造の第１の表面と向か
い合わせに、かつ接触させて配置するための装置と、第
１の半導体構造及び第２の半導体構造を互いに押圧する
ことによって、第１の半導体構造の処理された第１の表
面と第２の半導体構造の処理された第１の表面との間に
結合界面を形成するための装置とを備える。第１の半導
体構造の表面及び第２の半導体構造の表面を蟻酸で処理
するための装置は、一部を液体蟻酸で、及び一部を蟻酸
蒸気で満たされた密閉タンクを備える。入口バルブを開
くことによって、タンクが窒素ガス源に接続されて、窒
素ガスがタンクに流れ込むことができるようになる。出
口バルブを開くことによって、蟻酸蒸気と窒素ガスとの
混合物が、タンクから流れ出ることができるようになる
。混合物は、第１の半導体構造の表面及び第２の半導体
構造の表面を処理するために用いられる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体構造を結合するための改善された装置であって、
　第１の半導体構造の第１の表面及び第２の半導体構造の第１の表面を蟻酸で処理するた
めの装置と、
　前記第１の半導体構造の前記第１の表面を前記第２の半導体構造の前記第１の表面と向
かい合わせに、かつ接触させて配置するための装置と、
　前記第１の半導体構造及び前記第２の半導体構造を互いに押圧することによって、前記
第１の半導体構造の前記処理された第１の表面と、前記第２の半導体構造の前記処理され
た第１の表面との間に結合界面を形成するための装置とを備える、半導体構造を結合する
ための改善された装置。
【請求項２】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、一部を液体蟻酸で、及び一部を蟻酸蒸気で満たされた密閉タンクを
備え、前記タンクは入口バルブ及び出口バルブを備え、前記入口バルブを開くことによっ
て、前記タンクが窒素ガス源に接続されて、窒素ガスが前記タンクに流れ込むことができ
るようになり、前記出口バルブを開くことによって、蟻酸蒸気と窒素ガスとの混合物が、
前記タンクから流れ出ることができるようになり、前記混合物は、前記第１の半導体構造
の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を処理するために用いられる、請求項１
に記載の装置。
【請求項３】
　蟻酸蒸気と窒素ガスとの前記混合物は、４％の蟻酸を含むように調整される、請求項２
に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、前記蟻酸処理装置の外部の低レベルの蟻酸蒸気を検出するための漏
れ検出器をさらに備える、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、窒素ガス圧力センサー、圧力モニターデバイス、窒素ガス圧力レギ
ュレーター、及び窒素ガス流量計をさらに備える、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、蟻酸と物質的に適合するように構成されるガス制御バルブをさらに
備える、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、設定値未満の窒素ガス圧力を指示するためのエラーインジケーター
をさらに備える、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、エラーが指示されるか又は蟻酸漏れが検出される場合に前記装置へ
の電源を遮断するように構成される電気的ロックアウトスイッチをさらに備える、請求項
７に記載の装置。
【請求項９】
　前記タンクは、前記タンク内部の圧力をモニターするタンク圧力ゲージをさらに備える
、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記タンクは、前記タンク内の該液体蟻酸の該充填レベルを指示する高蟻酸レベルセン
サー及び低蟻酸レベルセンサーをさらに備える、請求項９に記載の装置。
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【請求項１１】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、蟻酸に適合する材料を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、前記装置が傾かないようにするための手段をさらに備える、請求項
１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、前記タンク、前記タンク圧力ゲージ、前記タンク入口バルブ及び前
記タンク出口バルブ、タンクバイパスバルブ、タンク遮断バルブ、並びに前記高蟻酸レベ
ルセンサー及び前記低蟻酸レベルセンサーを封入するように構成される第１の密閉キャビ
ネットをさらに備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、前記タンクを、前記配置する装置及び／又は前記結合する装置に接
続する少なくとも１つの管をさらに備え、前記管と前記タンクとの間の全ての連結部が前
記第１の密閉キャビネット内に封入される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１の半導体構造の前記表面及び前記第２の半導体構造の前記表面を蟻酸で処理す
るための前記装置は、前記窒素ガス圧力センサー、前記圧力モニターデバイス、前記窒素
ガス圧力レギュレーター、前記窒素ガス流量計、前記ガス制御バルブ、前記エラーインジ
ケーター、前記電気的ロックアウトスイッチ、ステータスインジケーター及びパージバル
ブを封入するように構成される第２の密閉キャビネットを備える、請求項１４に記載の装
置。
【請求項１６】
　半導体構造を結合するための改善された方法であって、
　第１の半導体構造の第１の表面及び第２の半導体構造の第１の表面を蟻酸で処理するこ
と、
　前記第１の半導体構造の前記第１の表面を前記第２の半導体構造の前記第１の表面と向
かい合わせに、かつ接触させて配置すること、及び
　前記第１の半導体構造及び前記第２の半導体構造を互いに押圧することによって、前記
第１の半導体構造の前記処理された第１の表面と、前記第２の半導体構造の前記処理され
た第１の表面との間に結合界面を形成することを含み、
　前記蟻酸は、一部を液体蟻酸で、及び一部を蟻酸蒸気で満たされた密閉タンクによって
与えられ、前記タンクは入口バルブ及び出口バルブを備え、前記入口バルブを開くことに
よって、前記タンクが窒素ガス源に接続されて、窒素ガスが前記タンクに流れ込むことが
できるようになり、前記出口バルブを開くことによって、前記第１の半導体構造の前記表
面及び前記第２の半導体構造の前記表面を処理するための蟻酸蒸気と窒素ガスとの混合物
が、前記タンクから流れ出ることができるようになる、半導体構造を結合するための改善
された方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体ウェハーボンディングのための改善された方法及び装置に関し、より詳
細には、ウェハー表面処理と、その後の直接ウェハーボンディングとを組み合わせる改善
された工業規模の半導体ウェハーボンディング工程に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスを形成するための広範な半導体工程の用途においてウェハー間（Ｗ２Ｗ
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）ボンディングが実施されている。ウェハーボンディングが適用される半導体工程の応用
例は、集積回路の基板処理及び製造、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）のパッケージン
グ及び封入、並びに純粋なマイクロエレクトロニクスの多数の処理層のスタッキング（３
Ｄ集積）を含む。ウェハー間結合の品質は、これらのデバイスの全体的な工程の歩留まり
及び製造コストに、そして最終的には、これらのデバイスを組み込むエレクトロニクス製
品のコストに影響を及ぼす。
【０００３】
　多数のウェハー間ボンディング方法がある。ここで対象となるのは、接着剤としてウェ
ハー表面金属構造に依存する方法である。これらの金属構造の例は、銅、金、又はアルミ
ニウムパッド及びラインである。多くの場合に、一方又は両方のウェハーが向かい合う金
属構造を有し、少なくとも一方のウェハーが金属はんだを保持し、接合点において接着剤
としての役割を果たす。他の場合には、ウェハーを接合するために、金属構造そのものが
溶接される。全ての金属接合方法において、強い結合を確保するために、接合する金属で
は、酸化物及び有機汚染物質がないようにしなければならない。金属接合を用いたＷ２Ｗ
ボンディングのための２つの方法が、直接ウェハーボンディング及び熱圧着ボンディング
である。
【０００４】
　直接ウェハーボンディングは、２つの別個のウェハー表面が接触されると共にいかなる
中間接着剤も外力も用いることなく結合される工程を指す。初期結合強度は通常弱く、し
たがって一般的に引き続きアニーリングステップが実行されて結合が強化される。直接ウ
ェハーボンディング工程は、表面活性化、室温ボンディング及びアニーリングを含む３ス
テップの工程とみなすことができる。プレボンディングとしても既知である室温ボンディ
ングは、ファンデルワールス力としても既知である原子間力及び分子間力、水素結合又は
水架橋に基づく。これらの力は比較的弱い。しかしながら、多くの事例において、２つの
清浄かつ平坦な表面の自然に起こるボンディングは、ただ１つの点のみにおいて開始され
る場合に発生する。一般的に、このボンディングは中心内で又は端部において開始される
。図１のＩＲ画像に示すように、ボンディングが開始されると、いわゆるボンディング先
端（bonding front）がボンディング界面にわたって伝播する。図１を参照すると、第１
のステップにおいて２つのウェハー表面４０が、それらの間に小さな空隙が存在するよう
に近接近させられ、その後、それらの２つのウェハー表面は単一の点３５において互いに
押し付けられて、その単一の点においてウェハー表面間の距離は原子スケールに達する（
３０Ａ）。上述したように、この点３５は通常ウェハー４０の端部又は中心にある。次に
、結合先端３６が、界面間隙のない結合領域３４を背後に残しながら１０ミリメートル毎
秒～３０ミリメートル毎秒の速度で自身の推進力の下に界面全体にわたって伝播する（３
０Ｂ）。最後に、結合先端３６はウェハー表面の反対の端部に達し、ボンディングが完了
する（３０Ｃ）。結合先端伝播速度及びボンディング時間は、材料、湾曲（bow）、平坦
性、微視的粗度、及び清浄度のような多くの基板パラメーターによって決まる。デバイス
設計及び相対結合表面は、結合先端伝播においても主要な役割を果たす。最後に、結合表
面の前処理がボンディング品質全体に大きな影響を及ぼす。
【０００５】
　熱圧着ボンディングは、力及び圧力を用いてウェハー対の向かい合う金属構造をはんだ
付けするか又は溶接することによって、２つのウェハーを接合する。図４Ａは、２つのウ
ェハーを加熱及び押圧（熱圧着）して結合対を形成するために用いられる装置の概略図で
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　結合表面のいくつかの前処理方法が提案されてきた。しかしながら、提案される方法の
大部分は、大規模の半導体製造工程に適応させるには効率的でないか、又は拡張性がない
。それゆえ、ウェハー表面処理と、その後の直接ウェハーボンディングとを組み合わせる
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工業規模の半導体ウェハーボンディング工程が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　概して、１つの態様において、本発明は、半導体構造を結合するための改善された装置
であって、第１の半導体構造の第１の表面及び第２の半導体構造の第１の表面を蟻酸で処
理するための装置と、第１の半導体構造の第１の表面を第２の半導体構造の第１の表面と
向かい合わせに、かつ接触させて配置するための装置と、第１の半導体構造及び第２の半
導体構造を互いに押圧することによって、第１の半導体構造の処理された第１の表面と第
２の半導体構造の処理された第１の表面との間に結合界面を形成するための装置とを備え
る、半導体構造を結合するための改善された装置を特徴とする。
【０００８】
　本発明のこの態様の実施態様は以下の特徴のうちの１つ又は複数を含む場合がある。第
１の半導体構造の表面及び第２の半導体構造の表面を蟻酸で処理するための装置は、一部
を液体蟻酸で、及び一部を蟻酸蒸気で満たされた密閉タンクを備える。タンクは入口バル
ブ及び出口バルブを備える。入口バルブを開くことによって、タンクが窒素ガス源に接続
されて、窒素ガスがタンクに流れ込むことができるようになる。出口バルブを開くことに
よって、蟻酸蒸気と窒素ガスとの混合物が、タンクから流れ出ることができるようになる
。そして、混合物は、第１の半導体構造の表面及び第２の半導体構造の表面を処理するた
めに用いられる。蟻酸蒸気と窒素ガスとの混合物は、４％の蟻酸を含むように調整される
。第１の半導体構造の表面及び第２の半導体構造の表面を蟻酸で処理するための装置は、
蟻酸処理装置の外部の低レベルの蟻酸蒸気を検出するための漏れ検出器をさらに備える。
第１の半導体構造の表面及び第２の半導体構造の表面を蟻酸で処理するための装置は、窒
素ガス圧力センサー、圧力モニターデバイス、窒素ガス圧力レギュレーター、窒素ガス流
量計、蟻酸と物質的に適合するように構成されるガス制御バルブ、設定値未満の窒素ガス
圧力を指示するためのエラーインジケーター、及びエラーが指示されるか又は蟻酸漏れが
検出される場合に装置への電源を遮断するように構成される電気的ロックアウトスイッチ
をさらに備える。タンクは、タンク内部の圧力をモニターするタンク圧力ゲージ及びタン
ク内の液体蟻酸の充填レベルを指示する高蟻酸レベルセンサー及び低蟻酸レベルセンサー
をさらに備える。第１の半導体構造の表面及び第２の半導体構造の表面を蟻酸で処理する
ための装置は、蟻酸に適合する材料から作製される。第１の半導体構造の表面及び第２の
半導体構造の表面を蟻酸で処理するための装置は、装置が傾かないようにするための手段
、第１の密閉キャビネット、及び第２の密閉キャビネットをさらに備える。第１の密閉キ
ャビネットは、タンク、タンク圧力ゲージ、タンク入口バルブ及びタンク出口バルブ、タ
ンクバイパスバルブ、タンク遮断バルブ、並びに高蟻酸レベルセンサー及び低蟻酸レベル
センサーを封入する。第２の密閉キャビネットは、窒素ガス圧力センサー、圧力モニター
デバイス、窒素ガス圧力レギュレーター、窒素ガス流量計、ガス制御バルブ、エラーイン
ジケーター、電気的ロックアウトスイッチ、ステータスインジケーター及びパージバルブ
を封入する。第１の半導体構造の表面及び第２の半導体構造の表面を蟻酸で処理するため
の装置は、タンクを、配置する装置及び／又は結合する装置に接続する少なくとも１つの
管をさらに備える。管とタンクとの間の全ての連結部が第１の密閉キャビネット内に封入
される。
【０００９】
　概して、別の態様において本発明は、半導体構造を結合するための改善された方法であ
って、第１の半導体構造の第１の表面及び第２の半導体構造の第１の表面を蟻酸で処理す
ること、第１の半導体構造の第１の表面を第２の半導体構造の第１の表面と向かい合わせ
に、かつ接触させて配置すること、及び第１の半導体構造及び第２の半導体構造を互いに
押圧することによって、第１の半導体構造の処理された第１の表面と、第２の半導体構造
の処理された第１の表面との間に結合界面を形成することを含む、方法を特徴とする。蟻
酸は、一部を液体蟻酸で、及び一部を蟻酸蒸気で満たされた密閉タンクによって与えられ
る。タンクは入口バルブ及び出口バルブを備える。入口バルブを開くことによって、タン



(6) JP 2011-524637 A 2011.9.1

10

20

30

40

50

クが窒素ガス源に接続されて、窒素ガスがタンクに流れ込むことができるようになる。出
口バルブを開くことによって、第１の半導体構造の表面及び第２の半導体構造の表面を処
理するための蟻酸蒸気と窒素ガスとの混合物が、タンクから流れ出ることができるように
なる。
【００１０】
　図面を参照する際に、いくつかの図面全体を通して、同じ番号は同じ部品を表す。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】種々のウェハーボンディング段階のＩＲ画像を示す図である。図中３０Ａ　は、
「ウェハーが極めて近接している（２つのウェハー間に空隙がある）。ウェハーを互いに
押圧することによって、表面が単一の点において原子距離になる。（ボンディング初期化
）」を示す。図中３０Ｂは「結合先端が自らの推進力の下に界面全体にわたって広がる（
１０～３０ｍｍ／ｓ）。結合先端の背後に界面間隙は存在しない。」を示す。図中３０Ｃ
は、「２つの表面間が原子距離になる。融着→接着剤を使用しない接着。」を示す。図中
、各符号の意味。３０：ボンディング完了、３２：結合されていないエリア、３４：結合
されたエリア、３５：ウェハーエッジにおける開始ボンディング点、３６：結合先端
【図２】ボンディングが開始される前の段階における２つのウェハーのボンディング配置
の概略図である。
【図３】上側ウェハーが下側ウェハー上に浮かぶ段階における図２の２つのウェハーのボ
ンディング配置の概略図である。
【図４】ボンディングが開始される段階における図２の２つのウェハーのボンディング配
置の概略図である。
【図４Ａ】熱圧着ウェハーボンディングチャンバー８０の側断面図である。図中英文の意
味は以下；ProgrammableCenter-Pin: プログラム可能センターピンForceColumn Air-Pres
sure: 力カラム空気圧Water-CooledFlange: 水冷フランジVacuumInsulation: 真空断熱Ai
r-CooledHeater: 空冷ヒーターHeaterIsolation Vacuum:ヒーター断熱真空ToolPressure 
Preload Piston: ツール予圧ピストンContactWEC: コンタクトＷＥＣWEC LockPiston: Ｗ
ＥＣロックピストンZ-AxisPositioner:Ｚ軸ポジショナーZ-AxisGuide: Ｚ軸ガイドTie-Ro
d(3X):タイロッド(3X)
【図５】本発明のウェハーボンディング装置の概略図である。
【図６】図５の蟻酸バブラーの概略図である。図中英文は以下の意味；StatusIndicator:
 ステータスインジケーターErrorIndicators: エラーインジケーターElectricalLock out
: 電気的ロックアウトPurgeCycle:　パージサイクルFormic gasCabinet:　蟻酸キャビネ
ットElectricalPneumatic Cabinet:　電気的空気圧キャビネットDragerSensor:　Ｄｒａ
ｇｅｒセンサー
【図７】バブラー電子機器キャビネットの概略図である。図中英文は以下の意味；１５１
　PressureMonitor:圧力モニター１５２　N2Pressure Monitor:Ｎ２圧力センサー１５３
　DiluteN2 Flow meter:希薄Ｎ２流量計１５４　ProcessN2 Flow meter:プロセスＮ２流
量計１５６　N2Regulator:Ｎ２レギュレーター１５７　PressureSensor Controller:圧力
センサーコントローラー１５８　ValveManifold:バルブマニホールド３００　ProcessN2:
プロセスＮ２３１０　DiluteN2:希薄Ｎ２
【図８】バブラーガスキャビネットの概略図である。図中英文は以下の意味；１６４　FO
RMICACID VAPOR:蟻酸蒸気１６５　FORMICACID:蟻酸１６８　Inlet:入口１６９　Outlet:
出口３００　ProcessN2:プロセスＮ２３１０　DiluteN2:希薄Ｎ２DiluteN2+FORMIC:希薄
Ｎ２＋蟻酸BubblerExhaust:バブラー排出
【図９】図８に続くバブラーガスキャビネットの概略図である。図中英文は以下の意味；
１４５　FacilitiesExhaust:施設排出部４００ａ　Chamber 1 Formic line:チャンバー１
蟻酸ライン４００ｂ　Chamber 2 Formic line:チャンバー２蟻酸ラインDiluteN2+FORMIC:
希薄Ｎ２＋蟻酸
【図１０】プロセスチャンバーの概略図である。図中英文は以下の意味；４１０　Flowme
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ter:流量計４１１　ProcessChamber 1:プロセスチャンバー１４１２　ProcessChamber 2:
プロセスチャンバー２ProcessExhaust:工程排出部
【図１１】蟻酸蒸気に曝露された後（Ａ、Ｂ）及び任意の表面洗浄にかけられる前のウェ
ハー表面の画像の図である。
【図１２】本発明の工程で製造されるウェハー結合の音像の図である。
【図１３】蟻酸タンク及び密閉室を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　直接ボンディング工程では、典型的には、図２に示されるように、ウェハーは水平に向
けられる。下側ウェハー８４は、特定の直径を有するフラットキャリア（チャック）８６
上に、表を上にして配置される。上側ウェハー８２は、機械スペーサー８８ａ、８８ｂ上
に、表を下にして配置される。ウェハー間の近接間隙８５は、スペーサーの厚み及び位置
によって画定される。次に、図３に示されるように、スペーサー８８ａ、８８ｂが除去さ
れるが、２つの平坦な表面間にエアクッション８５があるので、上側ウェハー８２は下側
ウェハーの上に浮かぶ。次に、図４に示されるように、単一の点８３（典型的には、ウェ
ハーエッジ又は中心）に力Ｆが加えられ、ウェハー８２、８４を原子接触させて、ファン
デルワールス力に基づいて、ボンディングを開始する。図１に示されるように、直線又は
円形の結合先端が広がり、界面８５から空気を追い出し、それらの表面を原子接触状態に
しておく。
【００１３】
　シリコンウェハーの直接ボンディングは、巨視的及び微視的両方のレベルにおいて平滑
なウェハー表面を必要とする。これらの要件は、言い換えると、巨視的には４０マイクロ
メートル未満の表面湾曲及び２マイクロメートル未満の総表示振れ（ＴＩＲ：total indi
cated runout）を表し、微視的には、２マイクロメートル未満の表面粗さの二乗平均平方
根（ＲＭＳ）を表す。これらの要件は、大規模の製造工程において達成するのは非常に難
しい。結果として、結合面における欠陥、空隙及びガスの閉じ込めを回避するために、通
常、ＣＭＰ及びボンディング中の大きな力による徹底した平坦化ステップが必要とされる
。
【００１４】
　さらに、Ｃｕ－Ｃｕ又はＡｌ－Ａｌボンディングのような金属－金属結合は、表面酸化
、及び粒径管理によって影響を及ぼされる。粒界は、粒界に沿った金属拡散の増加に寄与
し、結果として、ボンディングスループットを増加させる。一方、金属表面が酸化する結
果として、金属酸化物の層が生成され、金属が結合面まで拡散できるようにするために、
その層を「砕く」必要がある。これは、室温及び真空環境であっても表面酸化が生じるＡ
ｌ－Ａｌ結合の場合に特に当てはまる。結果として、酸化物層を「砕く」ために、大きな
力を加える必要がある。加えられる力は、通常、汚れていない金属を結合するために必要
とされる力の２～３倍高い。同じ酸化物形成はＣｕ表面においても生じる。しかしながら
、銅酸化物は銅に溶解し、洗浄及び不動態化を必要とするものの、非常に大きな力を加え
る必要はない。ボンディング工程前に酸化物を除去することは、必要とされる結合力を低
減し、結合歩留まりを約１００％まで高める。したがって、ボンディング前に酸化物を除
去することは、直接シリコン－シリコン及び金属－金属結合において好都合である。
【００１５】
　一実施形態では、図５に示されるように、蟻酸を用いて、ボンディング工程前に任意の
表面酸化物を除去する。蟻酸１３０が４％の濃度まで窒素蒸気及び水蒸気と混合され、毎
分１０リットルの速度でプロセスチャンバー１９０に供給される。プロセスチャンバー１
９０において、半導体ウェハー表面及び金属表面が、２５℃～６０℃の範囲の温度におい
て、１～１０分の時間間隔にわたって蟻酸蒸気に曝露される。このように蟻酸蒸気に曝露
した後に、上記の工程に従って、ウェハー表面がボンディングチャンバー８０において結
合される。蟻酸で酸化物を除去した直後のウェハーボンディングが、低い工程圧（小さな
加えられる力）及び低い工程温度において行なわれ、結合品質及び歩留まりが高められる
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ことが観測されている。一例では、蟻酸に表面を曝露した後のＡｌ－Ａｌボンディングが
、３５０℃の工程温度において、４０ＫＮ未満の力を加えて行なわれるのに対して、事前
に蟻酸に曝露しないＡｌ－Ａｌボンディングは９０ＫＮの大きな力で行なわれる。同様に
、蟻酸に曝露した後のＣｕ－Ｃｕボンディングが、４５０℃の工程温度において、３０Ｋ
Ｎ未満の力を加えて行なわれるのに対して、事前に蟻酸に曝露しない場合、Ｃｕ－Ｃｕボ
ンディングは８０ＫＮの力を加えて行なわれる。デバイスのタイプの中には極端な圧力に
影響を受けやすいものもあるので、加えられる力を低減すると、熱圧着ボンディングで処
理することができる半導体デバイスのタイプの範囲が広がる。図１１は、蟻酸蒸気で処理
されたウェハーの光学画像（Ａ、Ｂ）及び未処理のウェハー表面の画像（Ｃ、Ｄ）を示す
。未処理の表面（Ｃ、Ｄ）において激しい表面酸化を見ることができる。図１２は、蟻酸
蒸気で表面を前処理した後の２００ｍｍＣｕ－Ｃｕボンディングの音像を示す。ボンディ
ングは、ＳＵＳＳ　ＳＢ８ｅボンダーにおいて、２０ＫＮの力を加えて、４５０℃の温度
において１時間実行された。
【００１６】
　蟻酸（又はメタン酸）はカルボン酸であり、ハチの毒及びアリの毒針において自然に発
生する。工業レベルでは、蟻酸は、酢酸のような他の化学薬品の製造中に副産物として生
成されるか、又は高温及び高圧（８０℃及び４０ａｔｍ）においてメタノールと一酸化炭
素とを反応させることによって合成される。製造方法及び蟻酸そのものの両方に関して、
安全性が大きな懸念である。蟻酸からの主な危険は、液体の蟻酸に皮膚又は目が晒される
こと、又は濃縮蒸気と接触することに起因する。これらの曝露経路のいずれも激しい化学
的火傷を引き起こす可能性があり、目の曝露の結果として、永久に目が損傷を受ける可能
性がある。同様に、吸い込まれる蒸気も、気道内に炎症又は火傷を引き起こす可能性があ
る。蟻酸蒸気内には一酸化炭素が存在する場合もあるので、大量の蟻酸ガスが存在する場
合にはいつでも注意すべきである。作業環境における蟻酸蒸気のＵＳ　ＯＳＨＡ許容曝露
レベル（ＰＥＬ：Permissible Exposure Level）は空気の５ｐｐｍ（parts per million 
parts）である。蟻酸は容易に代謝し、身体によって除去される。それにもかかわらず、
アレルギー、肝臓又は腎臓損傷を含む、いくつかの慢性効果が実証されている。したがっ
て、酸化物除去チャンバー内に蟻酸を送り込む安全な方法が必要とされている。
【００１７】
　図５を参照すると、ボンディング工程８０を適用する前に、蟻酸バブラー１００が、プ
ロセスチャンバー１９０内で使用するための窒素雰囲気内に４％の蟻酸エアロゾルを与え
る。バブラーは、液体蟻酸で満たされたタンクの中に室温の窒素を流し、窒素雰囲気内の
４％の蟻酸エアロゾルを生成する。バブラーは、図６にも示されるように、ガスキャビネ
ット１４０及び電気／空気圧キャビネット１５０を含む。
【００１８】
　図７を参照すると、電気／空気圧キャビネット１５０は、窒素プロセスガス圧力センサ
ー１５２と、圧力モニター１５１と、ガス制御部のバルブマニホールド１５８と、窒素プ
ロセスガス圧力レギュレーター１５６と、希薄窒素のための流量計１５３及び窒素プロセ
スガスのための流量計１５４と、圧力センサーコントローラー１５７と、制御電子回路と
を備える。ガス制御部１５８は、蟻酸に適合するシールと共に用いられる、空気圧で駆動
されるステンレス鋼バルブである。キャビネット１５０は、ステータスインジケーター１
２１、エラーインジケーター１２２、電気的ロックアウト１２３、パージバルブ１２４も
備える。バブラーキャビネットへの窒素供給圧が或る一定の圧力（すなわち、３０ｐｓｉ
）未満に降下する場合には、システムは緊急停止（ＥＭＯ）状態に移行し、対応するエラ
ーインジケーターが点灯されることになり、システムへの電源が遮断される。同様に、バ
ブラー内の蟻酸漏れ（すなわち、１０ｐｐｍよりも高い蟻酸）が存在する場合には、シス
テムはＥＭＯ状態に移行し、対応するインジケーターがオンになり、電源が遮断される。
【００１９】
　図８を参照すると、ガスキャビネット１４０は、取替式蟻酸タンク１４２と、タンク圧
ゲージ１６３と、手動遮蔽バルブ１６７と、入口クイックカップリング１６８及び出口ク
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イックカップリングと、タンク入口バルブ１７０と、タンクバイパスバルブ１７１と、タ
ンク出口バルブと、図９に示されるような蟻酸漏れ検出器４０９を含む排液口４０１とを
備える。一例では、漏れ検出器４０９は、Draeger Safety社によって製造される、低レベ
ルの酸蒸気を検出することができる電気化学センサーである。Draegerセンサーは、蟻酸
と反応して、色を変える化学試薬で満たされたガラスバイアルを含む。ガラスバイアル内
の色の変化の長さが、蟻酸の測定濃度を指示する。蟻酸タンク１４２は、手動遮断バルブ
１６７及びクイック切断部１６８、１６９を用いて容易に変更される。また、タンク１４
２は、タンク内の蟻酸液の充填レベルを指示する、高蟻酸レベルセンサー１６１及び低蟻
酸レベルセンサー１６２も含む。ガスキャビネットは、安全のために、施設溶剤排出部１
４５に接続される。排出部接続は、ガスキャビネットの右側にある４”ＯＤ取付具１４５
を経由し、ステンレス鋼のような腐蝕性ガスへの曝露に対して高く評価される材料から形
成される。窒素プロセスライン３００は、窒素を蟻酸タンク１４２の中に送り込み、タン
クにおいて窒素が蟻酸蒸気１６４と混合され、蟻酸／窒素エアロゾルが形成される。蟻酸
／窒素アエロゾルはタンク１４２から出て、希薄窒素ライン３１０からの窒素でさらに希
釈され、ガスバブラーから出るライン４００内に４％蟻酸／窒素アエロゾルが形成される
。ライン４００は２つのライン４００ａ、４００ｂに分かれ、それぞれプロセスチャンバ
ー４１１、４１２に４％蟻酸／窒素エアロゾルを送り込み、プロセスチャンバーにおいて
、ウェハー表面からの表面酸化物除去が行なわれる。酸化物除去ステップ後に、ウェハー
はボンディングチャンバー８０に移動される。
【００２０】
　蟻酸の危険な特性を考えて、バブラーは、以下の防護対策を含む。排出ライン１４５上
の酸蒸気検出器４０９、排出圧力損失検出器、蟻酸に不適合の部品の別個のキャビネット
への配置、窒素圧力損失スイッチ、チャンバー毎の手動ロックアウト、及び蟻酸ガスキャ
ビネット内の液漏れ検出器。さらに、バブラーは、傾かないように機械的に固定される。
一例では、傾かないようにするために、バブラーの脚は床にボルトで固定される。
【００２１】
　他の実施形態では、酸化物除去は、ボンディングが行なわれるのと同じチャンバー内で
行なわれる。いずれの場合でも、バブラーは、ステンレス鋼管を介して、蟻酸エアロゾル
を工程及び／又はボンディングチャンバーに送り込む。工程／ボンディングチャンバーと
バブラーとの間のライン内に連結部は存在しない。全ての連結部は排出エリア内に配置さ
れる。
【００２２】
　本発明のいくつかの実施形態が記述されてきた。それにもかかわらず、本発明の精神及
び範囲から逸脱することなく、種々の変更を加えることができることは理解されよう。し
たがって、他の実施形態も添付の特許請求の範囲内にある。
【符号の説明】
【００２３】
Ｆ:力
８０:ボンディングチャンバー
８０:ボンディング工程
８２：上側ウェハー
８３:単一の点（典型的には、ウェハーエッジ又は中心）
８４：下側ウェハー
８５:ウェハー間の近接間隙
８５:界面
８５:エアクッション
８６：フラットキャリア（チャック）
８８ａ、８８ｂ:機械スペーサー
１００:蟻酸バブラー
１２１：ステータスインジケーター
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１２２：エラーインジケーター
１２３：電気的ロックアウト
１２４：パージバルブ
１３０:蟻酸
１４０：ガスキャビネット
１４２：取替式蟻酸タンク
１４５：施設溶剤排出部
１４５：排出ライン
１５０：電気／空気圧キャビネット
１５１：圧力モニター
１５２：窒素プロセスガス圧力センサー
１５３：流量計
１５４：窒素プロセスガスのための流量計
１５６：窒素プロセスガス圧力レギュレーター
１５７：圧力センサーコントローラー
１５８：ガス制御部のバルブマニホールド
１５８：ガス制御部
１６１：高蟻酸レベルセンサー
１６２：低蟻酸レベルセンサー
１６３：タンク圧ゲージ
１６４：蟻酸蒸気
１６７：手動遮蔽バルブ
１６８：入口クイックカップリング
１６８，１６９：クイック切断部
１７０：タンク入口バルブ
１７１：タンクバイパスバルブ
１９０:プロセスチャンバー
３００：窒素プロセスライン
３１０：希薄窒素ライン
４００：ガスバブラーから出るライン
４００ａ、４００ｂ：ライン
４０１：排液口
４１１、４１２：プロセスチャンバー
４０９：漏れ検出器
４０９：酸蒸気検出器
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【国際調査報告】
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