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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光を光電変換する受光部が形成され、光入射側に配線部が形成された第１基板と、
　前記配線部が形成された側の前記第１基板に所定間隔を置いて設けられた光透過性を有
する第２基板と、
　前記第１基板に形成された貫通孔と、
　前記貫通孔内に形成された貫通電極と、
　前記貫通電極に接続されていて前記第１基板表面に形成された表面側電極と、
　前記貫通電極に接続されていて前記第１基板裏面に形成された裏面側電極と、
　前記表面側電極上に形成されていて前記表面側電極と前記第２基板との間を埋め込むス
トッパ電極とを有する
　固体撮像装置。
【請求項２】
　前記第１基板の配線部上の光入射側にカラーフィルター層とマイクロレンズが形成され
、
　前記マイクロレンズを被覆する光透過性を有する保護膜が形成されている
　請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　入射光を光電変換する受光部が形成され、光入射側とは反対側に配線部が形成された第
１基板と、



(2) JP 5418044 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

　前記受光部が形成された側の前記第１基板に所定間隔を置いて設けられた光透過性を有
する第２基板と、
　前記配線部が形成された側の前記第１基板に接続層を介して設けられた第３基板と、
　前記第３基板に形成された貫通孔と、
　前記貫通孔内に形成された貫通電極と、
　前記貫通電極に接続されていて前記接続層内に形成されたストッパ電極と、
　前記ストッパ電極上に形成されている表面側電極と、
　前記表面側電極上の前記第１基板に設けられた開口部と、
　前記貫通電極に接続されていて前記第３基板裏面に形成された裏面側電極とを有する
　固体撮像装置。
【請求項４】
　入射光を光電変換する受光部が形成され、光入射側に配線部が形成された第１基板を用
意する工程と、
　前記第１基板上に表面側電極を形成する工程と、
　前記配線部が形成された側の前記第１基板に所定間隔を置いて設けられる光透過性を有
する第２基板を用意する工程と、
　前記第２基板の前記第１基板と対向させる面に、前記第１基板と前記第２基板との間隔
を規定し、エネルギービーム加工により前記第１基板に貫通孔を形成する際のストッパと
なるストッパ電極を形成する工程と、
　前記第１基板と前記第２基板とを前記ストッパ電極で規定された間隔に接合する工程と
、
　前記第１基板に前記表面側電極に通じる貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔内に前記表面側電極に接続する貫通電極を形成する工程と、
　前記第１基板裏面に前記貫通電極に接続された裏面側電極を形成する工程とを有する
　固体撮像装置の製造方法。
【請求項５】
　入射光を光電変換する受光部が形成され、光入射側に配線部が形成された第１基板を用
意する工程と、
　前記第１基板上に表面側電極を形成する工程と、
　前記第１基板の前記配線部上の光入射側にカラーフィルター層、マイクロレンズを形成
した後、前記マイクロレンズを被覆する光透過性を有する保護膜を形成する工程と、
　前記表面側電極上に開口部を形成する工程と、
　前記表面側電極上の前記開口部に、前記第１基板と第２基板との間隔を規定し、エネル
ギービーム加工により前記第１基板に貫通孔を形成する際のストッパとなるストッパ電極
を形成する工程と、
　前記第１基板に前記ストッパ電極で規定される間隔をおいて光透過性を有する第２基板
を接合する工程と、
　前記第１基板に前記表面側電極に通じる貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔内に前記表面側電極に接続する貫通電極を形成する工程と、
　前記第１基板裏面に前記貫通電極に接続された裏面側電極を形成する工程とを有する
　固体撮像装置の製造方法。
【請求項６】
　支持基板に支持された第１基板に、入射光を光電変換する受光部を形成し、さらに配線
部を形成する工程と、
　前記配線部上に表面側電極を形成する工程と、
　前記表面側電極上に、エネルギービーム加工により前記第１基板に貫通孔を形成する際
のストッパとなるストッパ電極を形成する工程と、
　前記第１基板の前記ストッパ電極側に接続層を介して第３基板を接合する工程と、
　前記支持基板を除去して前記第１基板を露出させる工程と、
　前記第１基板に前記表面側電極に通じる開口部を形成する工程と、
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　前記第１基板に所定の間隔をおいて光透過性を有する第２基板を接合する工程と、
　前記第３基板に前記ストッパ電極に通じる貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔内に前記ストッパ電極に接続する貫通電極を形成する工程と、
　前記第３基板裏面に前記貫通電極に接続された裏面側電極を形成する工程とを有する
　固体撮像装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像装置およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図２２に示すように、従来の一般的な固体撮像装置１１０は、素子チップ１０１上に、
接合層１０３によって光学ガラス１０２が接着されている。この素子チップ１０１の外周
部には、電極パッド１０５と裏面電極パッド１０８と、それらを接続する貫通電極１０７
が設けられている。このように、素子チップ１０１を貫通する貫通電極１０７を形成する
ことで、素子チップ１０１の表面側と裏面側を電気的に接続することにより小型化を図っ
ている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　上記固体撮像装置１１０では、素子チップ１０１の半導体基板裏面側にリソグラフィ工
程によりレジストでエッチングマスクを形成し、ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）等によ
るドライエッチングにより半導体基板に貫通孔１０６を形成する。そして、貫通孔１０６
を埋め込むようにして貫通電極１０７が形成されている。
　上記貫通孔１０６を形成するためのエッチングマスクの形成にあたっては、素子チップ
１０１の受光部１０４、電極パッド１０５などの表面パターンを基準として、素子チップ
１０１の裏面にマスクパターンを形成する両面アライメント法を用いる。
【０００４】
　しかしながら、従来提案されている固体撮像装置にも次のような問題点がある。
　ＲＩＥ等によるドライエッチングにより貫通孔を形成するには、数百ミクロンの厚さの
半導体基板を貫通する必要があるために、エッチング時間がかかり、スループットが落ち
るためにコストが高くなる。
　その上、エッチングの制御性と再現性が非常に困難であり、良好な貫通孔を得るための
所望の歩留が得られないという問題があった。
【０００５】
　さらに、裏面照射型のイメージセンサでは、支持基板と接着層を連続して開口する必要
があり、従来のＲＩＥ等のドライエッチングでは、接着層の材料の制約が生じる。また、
エッチングプロセス自体が非常に複雑になる。
【０００６】
　そこで、固体撮像素子以外のＬＳＩチップでは、このような貫通孔を形成するためにレ
ーザ光のようなエネルギー線を照射する技術が実用化されている。
【０００７】
　しかし、イメージセンサへの実用化には、ストッパ電極を厚くする必要があり、ストッ
パ電極として、１０μｍ以上の厚さのニッケル（Ｎｉ）電極が必要となる。このため、ス
トッパ電極を形成した後のカラーフィルター層の形成、マイクロレンズの形成が塗布ムラ
により困難になる。
　一方、図２３（１）に示すように、マイクロレンズ７３を形成した後にストッパ電極３
３を形成しようとすると、ニッケルメッキ工程の薬液(還元剤）によりマイクロレンズが
変質する。
　さらに、図２３（２）に示すように、塗布ムラを回避するためにストッパ電極３３を薄
くすると、レーザードリル加工がストッパ電極３３で停止できなくなり、ストッパ電極３
３を突き向けてしまう。この結果、ストッパ電極３３の飛散により、表面側電極２１間の
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ショートやガラス基板である第２基板３１やマイクロレンズ７３への付着による遮光とい
う問題が発生する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２０７４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　解決しようとする問題点は、固体撮像装置の基板を貫通する貫通孔の形成にレーザドリ
ル加工のようなエネルギービーム加工を用いると、エネルギービーム加工のストッパとな
るストッパ電極を貫通して、電極材料の飛散、付着という問題が発生する、また、エネル
ギービーム加工による貫通を防止するためにストッパ電極を厚く形成すると、その段差の
影響によってその後に形成されるカラーフィルター層やマイクロレンズの形成が困難にな
る点である。
【００１０】
　本発明は、カラーフィルター層やマイクロレンズの形成を容易にして、固体撮像装置の
基板にエネルギービーム加工によって貫通電極が形成される貫通孔を形成することを可能
にする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の固体撮像装置は、入射光を光電変換する受光部が形成され、光入射側に配線部
が形成された第１基板と、前記配線部が形成された側の前記第１基板に所定間隔を置いて
設けられた光透過性を有する第２基板と、前記第１基板に形成された貫通孔と、前記貫通
孔内に形成された貫通電極と、前記貫通電極に接続されていて前記第１基板表面に形成さ
れた表面側電極と、前記貫通電極に接続されていて前記第１基板裏面に形成された裏面側
電極と、前記表面側電極上に形成されていて前記表面側電極と前記第２基板との間を埋め
込むストッパ電極とを有する。
【００１２】
　この固体撮像装置では、表面側電極と第２基板との間を埋め込むストッパ電極を有する
ことから、貫通孔をエネルギービーム加工で形成した場合、ストッパ電極を貫通しても、
第２基板によって、ストッパ電極材料の飛散が防止される。
【００１３】
　本発明の固体撮像装置は、入射光を光電変換する受光部が形成され、光入射側とは反対
側に配線部が形成された第１基板と、前記受光部が形成された側の前記第１基板に所定間
隔を置いて設けられた光透過性を有する第２基板と、前記配線部が形成された側の前記第
１基板に接続層を介して設けられた第３基板と、前記第３基板に形成された貫通孔と、前
記貫通孔内に形成された貫通電極と、前記貫通電極に接続されていて前記接続層内に形成
されたストッパ電極と、前記ストッパ電極上に形成されていている表面側電極と、前記表
面側電極上の前記第１基板に設けられた開口部と、前記貫通電極に接続されていて前記第
３基板裏面に形成された裏面側電極とを有する。
【００１４】
　この固体撮像装置では、ストッパ電極を有することから、貫通孔をエネルギービーム加
工で形成した場合、ストッパ電極によってエネルギービーム加工が停止される。
【００１５】
　本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）は、入射光を光電変換する受光部が
形成され、光入射側に配線部が形成された第１基板を用意する工程と、前記第１基板上に
表面側電極を形成する工程と、前記配線部が形成された側の前記第１基板に所定間隔を置
いて設けられる光透過性を有する第２基板を用意する工程と、前記第２基板の前記第１基
板と対向させる面に、前記第１基板と前記第２基板との間隔を規定し、エネルギービーム
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加工により前記第１基板に貫通孔を形成する際のストッパとなるストッパ電極を形成する
工程と、前記第１基板と前記第２基板とを前記ストッパ電極で規定された間隔に接合する
工程と、前記第１基板に前記表面側電極に通じる貫通孔を形成する工程と、前記貫通孔内
に前記表面側電極に接続する貫通電極を形成する工程と、前記第１基板裏面に前記貫通電
極に接続された裏面側電極を形成する工程とを有する。
【００１６】
　本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）では、表面側電極と第２基板との間
を埋め込むストッパ電極を有することから、貫通孔をエネルギービーム加工で形成した場
合、ストッパ電極によって、加工が停止される。
【００１７】
　本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）は、入射光を光電変換する受光部が
形成され、光入射側に配線部が形成された第１基板を用意する工程と、前記第１基板上に
表面側電極を形成する工程と、前記第１基板の前記配線部上の光入射側にカラーフィルタ
ー層、マイクロレンズを形成した後、前記マイクロレンズを被覆する光透過性を有する保
護膜を形成する工程と、前記表面側電極上に開口部を形成する工程と、前記表面側電極上
の前記開口部に、前記第１基板と第２基板との間隔を規定し、エネルギービーム加工によ
り前記第１基板に貫通孔を形成する際のストッパとなるストッパ電極を形成する工程と、
前記第１基板に前記ストッパ電極で規定される間隔をおいて光透過性を有する第２基板を
接合する工程と、前記第１基板に前記表面側電極に通じる貫通孔を形成する工程と、前記
貫通孔内に前記表面側電極に接続する貫通電極を形成する工程と、前記第１基板裏面に前
記貫通電極に接続された裏面側電極を形成する工程とを有する。
【００１８】
　本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）では、表面側電極と第２基板との間
を埋め込むストッパ電極を有することから、貫通孔をエネルギービーム加工で形成した場
合、ストッパ電極を貫通しても、第２基板によって、ストッパ電極材料の飛散が防止され
る。
【００１９】
　本発明の固体撮像装置の製造方法（第３製造方法）は、支持基板に支持された第１基板
に、入射光を光電変換する受光部を形成し、さらに配線部を形成する工程と、前記配線部
上に表面側電極を形成する工程と、前記表面側電極上に、エネルギービーム加工により前
記第１基板に貫通孔を形成する際のストッパとなるストッパ電極を形成する工程と、前記
第１基板の前記ストッパ電極側に接続層を介して第３基板を接合する工程と、前記支持基
板を除去して前記第１基板を露出させる工程と、前記第１基板に前記表面側電極に通じる
開口部を形成する工程と、前記第１基板に所定の間隔をおいて光透過性を有する第２基板
を接合する工程と、前記第３基板に前記ストッパ電極に通じる貫通孔を形成する工程と、
前記貫通孔内に前記ストッパ電極に接続する貫通電極を形成する工程と、前記第３基板裏
面に前記貫通電極に接続された裏面側電極を形成する工程とを有する。
【００２０】
　本発明の固体撮像装置の製造方法（第３製造方法）では、ストッパ電極を有することか
ら、貫通孔をエネルギービーム加工で形成した場合、ストッパ電極によってエネルギービ
ーム加工が停止される。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の固体撮像装置は、カラーフィルター層やマイクロレンズの形成を容易にして、
固体撮像装置の基板にエネルギービーム加工によって貫通電極が形成される貫通孔を形成
することを可能にする。よって、低コストで小型で、かつ、高歩留まりで量産が可能な固
体撮像装置を提供できる。
【００２２】
　本発明の固体撮像装置の製造方法は、カラーフィルター層やマイクロレンズの形成を容
易にして、固体撮像装置の基板にエネルギービーム加工によって貫通電極が形成される貫
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通孔を形成することを可能にする。よって、低コストで小型で、かつ、高歩留まりで量産
が可能な固体撮像装置の製造方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１実施の形態に係る固体撮像装置の構成の第１例を示した概略構成断
面図である。
【図２】本発明の第１実施の形態に係る固体撮像装置の構成の第２例を示した概略構成断
面図である。
【図３】本発明の第１実施の形態に係る固体撮像装置の構成の第３例を示した概略構成断
面図である。
【図４】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第１例を示した製造工
程断面図である。
【図５】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第１例を示した製造工
程断面図である。
【図６】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第１例を示した製造工
程断面図である。
【図７】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第１例を示した製造工
程断面図である。
【図８】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第１例を示した製造工
程断面図である。
【図９】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第２例を示した製造工
程断面図である。
【図１０】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第２例を示した製造
工程断面図である。
【図１１】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第２例を示した製造
工程断面図である。
【図１２】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第２例を示した製造
工程断面図である。
【図１３】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第２例を示した製造
工程断面図である。
【図１４】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第２例を示した製造
工程断面図である。
【図１５】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第３例を示した製造
工程断面図である。
【図１６】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第３例を示した製造
工程断面図である。
【図１７】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第３例を示した製造
工程断面図である。
【図１８】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第３例を示した製造
工程断面図である。
【図１９】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第３例を示した製造
工程断面図である。
【図２０】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第３例を示した製造
工程断面図である。
【図２１】本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第３例を示した製造
工程断面図である。
【図２２】従来技術の一例を示した概略構成断面図である。
【図２３】従来技術の問題点を示した概略構成断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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　以下、発明を実施するための形態（以下、実施の形態とする）について説明する。
【００２５】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［固体撮像装置の構成の第１例］
　本発明の第１実施の形態に係る固体撮像装置の構成の第１例を、図１の概略構成断面図
によって説明する。
【００２６】
　図１に示すように、半導体基板からなる第１基板１１には、受光部６１が形成されてい
る。この第１基板１１は、例えば、厚さ５００μｍ～１０００μｍ、例えば７７５μｍの
Ｎ型シリコン基板が用いられている。なお、第１基板１１には、受光部６１で光電変換さ
れた電荷を増幅して出力する画素内トランジスタ群（図示せず）、画素内トランジスタ群
から出力された信号電極を画像に処理する周辺回路部（図示せず）等が形成されている。
【００２７】
　上記第１基板１１上に層間絶縁膜４２、配線４３を複数層に形成した配線部４１が形成
されている。層間絶縁膜４２は、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成され、配線４
３は、銅配線で形成されている。そして配線部４１表面は平坦化されている。以下、配線
部４１を含めて第１基板１１とする。
【００２８】
　上記第１基板１１上には表面側電極２１が形成されている。この表面側電極２１は、例
えばアルミニウムで形成される。図示はしていないが、表面側電極２１に接続されるアル
ミニウム配線も形成されてもよい。
【００２９】
　また、表面側電極２１を被覆するオーバーコート膜４５、平坦化膜４６が形成されてい
る。オーバーコート膜４５は、例えばＰ－ＳｉＮ膜で形成されている。平坦化膜４６は、
例えば有機膜で形成されている。
【００３０】
　さらに平坦化膜４６上にカラーフィルター層７１が形成されている。
　このカラーフィルター層７１は、厚さが３００ｎｍ～１０００ｎｍに形成されている。
　上記カラーフィルター層７１上にはマイクロレンズ７３が形成されている。このマイク
ロレンズ７３は、例えば感光性有機膜で形成されている。
【００３１】
　さらに、表面側電極２１上には開口部４７が形成されている。
【００３２】
　上記配線部４１が形成された側の第１基板１１には、表面側電極２１上に接合されてい
るストッパ電極３３により所定間隔を置いて、接着層３５により接着された光透過性を有
する第２基板３１が設けられている。この第２基板３１は、例えばガラス基板からなる。
　ストッパ電極３３は、例えば、ニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）、ニッケルーホウ素（Ｎｉ
－Ｂ）などのニッケルメッキによって形成されているものであり、その厚さは、例えば１
０μｍとなっている。このストッパ電極３３は、第１基板１１をエネルギービーム加工、
例えばレーザードリル加工時して貫通孔１３を形成した際に、ストッパとして機能する厚
さに形成されていればよい。したがって、１０μｍの厚さに限定されず、エネルギービー
ム加工の強度によっては、例えば５μｍであってもよい。
【００３３】
　上記第１基板１１には、表面側電極２１に通じる貫通孔１３が形成されている。貫通孔
１３内には、表面側電極２１に接続する貫通電極１５が形成されている。さらに第１基板
１１裏面に貫通電極１５に接続された裏面側電極１７が形成されている。
　なお、貫通孔１３内に形成される貫通電極１５は、通常、バリアメタル１６としてＴｉ
／ＴｉＮの積層膜を介して形成されている。上記バリアメタル１６は、銅のバリア目であ
ればよく、タンタル系材料、例えば、Ｔａ／ＴａＮの積層膜であってもよい。また、貫通
電極１５は、銅メッキにより埋め込まれているが、銅めっきにより貫通孔１３内を充填し
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ないで、内壁のみに銅メッキが形成されていてもよい。
【００３４】
　上記のように固体撮像装置１が構成されている。
【００３５】
　上記第１例の固体撮像装置１は、カラーフィルター層７１やマイクロレンズ７３の形成
を容易にして、固体撮像装置１の第１基板１１にエネルギービーム加工によって貫通電極
１５が形成される貫通孔１３を形成することを可能にする。よって、低コストで小型で、
かつ、高歩留まりで量産が可能な固体撮像装置１を提供できる。
【００３６】
　［固体撮像装置の構成の第２例］
　本発明の第１実施の形態に係る固体撮像装置の構成の第２例を、図２の概略構成断面図
によって説明する。
【００３７】
　図２に示すように、半導体基板からなる第１基板１１には、受光部６１が形成されてい
る。この第１基板１１は、例えば、厚さ５００μｍ～１０００μｍ、例えば７７５μｍの
Ｎ型シリコン基板が用いられている。なお、第１基板１１には、受光部６１で光電変換さ
れた電荷を増幅して出力する画素内トランジスタ群（図示せず）、画素内トランジスタ群
から出力された信号電極を画像に処理する周辺回路部（図示せず）等が形成されている。
【００３８】
　上記第１基板１１上に層間絶縁膜４２、配線４３を複数層に形成した配線部４１が形成
されている。層間絶縁膜４２は、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成され、配線４
３は、銅配線で形成されている。そして配線部４１表面は平坦化されている。以下、配線
部４１を含めて第１基板１１とする。
【００３９】
　上記第１基板１１上には表面側電極２１が形成されている。この表面側電極２１は、例
えばアルミニウムで形成される。図示はしていないが、表面側電極２１に接続されるアル
ミニウム配線も形成されてもよい。
【００４０】
　また、表面側電極２１を被覆するオーバーコート膜４５、平坦化膜４６が形成されてい
る。オーバーコート膜４５は、例えばＰ－ＳｉＮ膜で形成されている。平坦化膜４６は、
例えば有機膜で形成されている。
【００４１】
　さらに平坦化膜４６上にカラーフィルター層７１が形成されている。
　このカラーフィルター層７１は、厚さが３００ｎｍ～１０００ｎｍに形成されている。
　上記カラーフィルター層７１上にはマイクロレンズ７３が形成されている。このマイク
ロレンズ７３は、例えば感光性有機膜で形成されている。
【００４２】
　上記マイクロレンズ７３を被覆する光透過性を有する保護膜７５が形成されている。こ
の保護膜７５には、マイクロレンズ７３表面において低反射膜となる材質が選択され、例
えば低温ＣＶＤ法やスパッタリング法で形成した酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜にフッ素を
含有させて屈折率を低下させた材料が用いられている。上記酸化シリコン膜にはスピンオ
ングラスを用いてもよい。
【００４３】
　さらに、表面側電極２１上には開口部４７が形成されている。
【００４４】
　上記配線部４１が形成された側の第１基板１１には、表面側電極２１上に接合されてい
るストッパ電極３３により所定間隔を置いて、接着層３５により接着された光透過性を有
する第２基板３１が設けられている。この第２基板３１は、例えばガラス基板からなる。
　ストッパ電極３３は、例えば、ニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）、ニッケルーホウ素（Ｎｉ
－Ｂ）などのニッケルメッキによって形成されているものであり、その厚さは、例えば１
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０μｍとなっている。このストッパ電極３３は、第１基板１１をエネルギービーム加工、
例えばレーザードリル加工時して貫通孔１３を形成した際に、ストッパとして機能する厚
さに形成されていればよい。したがって、１０μｍの厚さに限定されず、エネルギービー
ム加工の強度によっては、例えば５μｍであってもよい。
【００４５】
　上記第１基板１１には、表面側電極２１に通じる貫通孔１３が形成されている。貫通孔
１３内には、表面側電極２１に接続する貫通電極１５が形成されている。さらに第１基板
１１裏面に貫通電極１５に接続された裏面側電極１７が形成されている。
　なお、貫通孔１３内に形成される貫通電極１５は、通常、バリアメタル１６としてＴｉ
／ＴｉＮの積層膜を介して形成されている。上記バリアメタル１６は、銅のバリア目であ
ればよく、タンタル系材料、例えば、Ｔａ／ＴａＮの積層膜であってもよい。また、貫通
電極１５は、銅メッキにより埋め込まれているが、銅めっきにより貫通孔１３内を充填し
ないで、内壁のみに銅メッキが形成されていてもよい。
【００４６】
　上記のように固体撮像装置１が構成されている。
【００４７】
　上記第２例の固体撮像装置１は、カラーフィルター層７１やマイクロレンズ７３の形成
を容易にして、固体撮像装置１の第１基板１１にエネルギービーム加工によって貫通電極
１５が形成される貫通孔１３を形成することを可能にする。よって、低コストで小型で、
かつ、高歩留まりで量産が可能な固体撮像装置１を提供できる。
【００４８】
　［固体撮像装置の構成の第３例］
　本発明の第１実施の形態に係る固体撮像装置の構成の第３例を、図３の概略構成断面図
によって説明する。
【００４９】
　図３に示すように、半導体基板からなる第１基板１１には、受光部６１が形成されてい
る。この第１基板１１は、例えば、厚さ５００μｍ～１０００μｍ、例えば７７５μｍの
Ｎ型シリコン基板が用いられている。なお、第１基板１１には、受光部６１で光電変換さ
れた電荷を増幅して出力する画素内トランジスタ群（図示せず）、画素内トランジスタ群
から出力された信号電極を画像に処理する周辺回路部（図示せず）等が形成されている。
【００５０】
　上記第１基板１１（裏面側）の上記受光部６１が形成されている側とは反対側（表面側
）には、層間絶縁膜４２、配線４３を複数層に形成した配線部４１が形成されている。層
間絶縁膜４２は、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成され、配線４３は、銅配線で
形成されている。そして配線部４１表面は平坦化されている。以下、配線部４１を含めて
第１基板１１とする。
【００５１】
　上記第１基板１１（表面側）の配線部４１には表面側電極２１が形成されている。この
表面側電極２１は、例えばアルミニウムで形成される。図示はしていないが、表面側電極
２１に接続されるアルミニウム配線も形成されてもよい。
【００５２】
　さらに第１基板１１（裏面側）には平坦化膜４６を介してカラーフィルター層７１が形
成されている。平坦化膜４６は、例えば有機膜で形成されている。
　上記カラーフィルター層７１は、厚さが３００ｎｍ～１０００ｎｍに形成されている。
　さらに、上記カラーフィルター層７１上にはマイクロレンズ７３が形成されている。こ
のマイクロレンズ７３は、例えば感光性有機膜で形成されている。
【００５３】
　さらに、表面側電極２１上には開口部４７が形成されていて、表面側電極２１が露出さ
れている。
【００５４】
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　また、上記マイクロレンズ７３が形成された側の第１基板１１には、接着層３５により
接着された光透過性を有する第２基板３１が設けられている。第２基板３１は、例えばガ
ラス基板からなる。
【００５５】
　一方、上記配線部４１が形成された側の第１基板１１（表面側）には、表面側電極２１
上に接合されているストッパ電極３３により所定間隔を置いて、接着層３６により接着さ
れた第３基板３７が設けられている。
　ストッパ電極３３は、例えば、ニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）、ニッケルーホウ素（Ｎｉ
－Ｂ）などのニッケルメッキによって形成されているものであり、その厚さは、例えば１
０μｍとなっている。このストッパ電極３３は、第１基板１１をエネルギービーム加工、
例えばレーザードリル加工時して貫通孔１３を形成した際に、ストッパとして機能する厚
さに形成されていればよい。したがって、１０μｍの厚さに限定されず、エネルギービー
ム加工の強度によっては、例えば５μｍであってもよい。
【００５６】
　上記第３基板３７には、ストッパ電極３３に通じる貫通孔３９が形成されている。貫通
孔３９内には、ストッパ電極３３に接続する貫通電極１５が形成されている。さらに第３
基板３７裏面に貫通電極１５に接続された裏面側電極１７が形成されている。
　なお、貫通孔１３内に形成される貫通電極１５は、通常、バリアメタル１６としてＴｉ
／ＴｉＮの積層膜を介して形成されている。上記バリアメタル１６は、銅のバリア目であ
ればよく、タンタル系材料、例えば、Ｔａ／ＴａＮの積層膜であってもよい。また、貫通
電極１５は、銅メッキにより埋め込まれているが、銅めっきにより貫通孔３９内を充填し
ないで、内壁のみに銅メッキが形成されていてもよい。
【００５７】
　上記のように固体撮像装置１が構成されている。
【００５８】
　上記第３例の固体撮像装置１は、カラーフィルター層７１やマイクロレンズ７３の形成
を容易にして、固体撮像装置１の第３基板３７にエネルギービーム加工によって貫通電極
１５が形成される貫通孔３９を形成することを可能にする。よって、低コストで小型で、
かつ、高歩留まりで量産が可能な固体撮像装置１を提供できる。
【００５９】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［固体撮像装置の製造方法の第１例］
　本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第１例を、図４～図８の製造
工程断面図によって説明する。
【００６０】
　図４（１）に示すように、半導体基板からなる第１基板１１を用意する。この第１基板
１１は、例えば、厚さ５００μｍ～１０００μｍ、例えば７７５μｍのＮ型シリコン基板
を用いる。この第１基板１１の表面を酸化して、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜（図示せず
）を例えば１０μｍ～３０ｎｍの厚さに形成する。次いで、減圧ＣＶＤにより、窒化シリ
コン（Ｓｉ3Ｎ4）膜（図示せず）を例えば８０ｎｍ～１５０ｎｍの厚さに形成する。次に
、上記第１基板１１の素子分離領域の形成部に１００ｎｍ～４００ｎｍの深さの溝を形成
し、高密度プラズマＣＶＤ法等の成膜技術によって、その溝に酸化シリコンを埋め込む。
その後、余剰な酸化シリコンをＣＭＰにより除去して表面を平坦化する。このＣＭＰでは
、上記窒化シリコン膜が研磨ストッパとなる。
　次いで、熱燐酸を用いたウエットエッチングを行い、窒化シリコン膜を除去して、素子
分離領域５１を形成する。
【００６１】
　次に、図４（２）に示すように、第１基板１１に酸化シリコン膜を形成する。この酸化
シリコン膜は、例えば第１基板１１表面を１０００℃～１１００℃の温度で熱酸化して５
ｎｍ～１５ｎｍの膜厚のＳｉＯ2膜を生成して形成される。次いで、この酸化シリコン膜
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上にフォトレジストパターン（図示せず）を形成し、それをマスクにして、第１基板１１
にＰ型のウェル領域５３を形成する。またＭＯＳ型トランジスタのしきい値を制御するイ
オン注入を行う。次いで、酸化シリコン膜をフッ酸等でウエットエッチングにて除去した
後、第１基板１１の表面にゲート絶縁膜５５を形成する。このゲート絶縁膜５５は、例え
ば、第１基板１１表面を１０００℃～１１００℃の温度で熱酸化して、５ｎｍ～１５ｎｍ
の厚さの酸化シリコン膜で形成される。もちろん、通常のＭＯＳトランジスタに用いられ
るゲート絶縁膜材料で形成することができる。
【００６２】
　次に、ゲート電極層を形成する。このゲート電極層は、例えばＣＶＤ法により、１００
ｎｍ～２００ｎｍの厚さのポリシリコン層で形成される。もちろん、金属ゲート電極とす
る場合には金属層を形成してもよい。その後、フォトレジストパターンをマスクに用いた
エッチング加工を行ってゲート電極５７を形成する。
【００６３】
　さらに、フォトレジストパターンをマスクにしてイオン注入により第１基板１１に受光
部６１を形成する。その後、このフォトレジストパターンを除去する。
　次いで、フォトレジストパターンをマスクにしてイオン注入により形成してゲート電極
５７に対して自己整合的にＬＤＤ領域と高濃度拡散層からなるソース／ドレイン領域５８
，５９を形成する。
　また、ゲート電極５７とソース／ドレイン領域５８，５９上に、必要に応じて、シリサ
イド層（図示せず）を形成してもよい。このシリサイド層の形成は、自己整合的にシリサ
イドを形成する所謂サリサイドプロセスを用いることができる。
　このようにして、ＭＯＳトランジスタ５４が形成される。
【００６４】
　次に、図５（３）に示すように、第１基板１１上に上記ＭＯＳトランジスタ５４を被覆
する層間絶縁膜４２、上記ＭＯＳトランジスタ５４等に接続される配線４３（コンタクト
電極４４も含む）を複数層に形成した配線部４１を形成する。
　例えば、ＣＶＤ法によって、ゲート電極５７を覆う層間絶縁膜４２を、例えば酸化シリ
コン（ＳｉＯ2）膜で形成し、ＣＭＰにより表面の平坦化を行う。
　ソース／ドレイン領域５８，５９とゲート電極５７に対するコンタクト電極４４を形成
する。
　コンタクト電極４４は、電極形成領域となる開口部内に、チタン（Ｔｉ）と窒化チタン
（ＴｉＮ）を積層したバリヤメタル層を介してタングステン層を埋め込み、余剰部分をＣ
ＭＰやエッチバックにより除去して形成される。この結果、開口部内にバリヤメタル層を
介してタングステン層からなるコンタクト電極４４が形成される。
　さらに層間絶縁膜４２を積層して、開口部を形成して、バリヤメタル層とメッキによる
銅配線層を形成し、ＣＭＰによる平坦化工程を経て配線４３を形成する。このような層間
絶縁膜４２の形成、配線４３の形成を繰り返し行うことで、複数層の配線４３を有する配
線部４１が形成される。
【００６５】
　次に、図５（４）に示すように、上記第１基板１１上に表面側電極２１を形成する。
　上記表面側電極２１は、例えばアルミニウムで形成される。このとき、図示はしていな
いが、表面側電極２１に接続されるアルミニウム配線も形成されてもよい。
　次いで、例えばプラズマＣＶＤによって、オーバーコート膜４５を例えばＰ－ＳｉＮ膜
で形成する。さらに平坦化膜４６を形成する。この平坦化膜４６は、例えば有機膜で形成
される。
　次いで、平坦化膜４６上にカラーフィルター層７１を、例えば塗布、露光、現像等の工
程によって形成する。
　このカラーフィルター層７１の塗布に際しては、表面側電極２１の厚さが３００ｎｍ～
１０００ｎｍと薄いので、固体撮像素子の撮像特性に悪影響になる塗布ムラを発生させる
ことなく塗布できる。
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【００６６】
　次に、図６（５）に示すように、カラーフィルター層７１上にマイクロレンズ７３を形
成する。このマイクロレンズ７３は、例えば感光性有機膜を形成したのち、表面側電極２
１上に開口部を形成する。
　さらに、感光性のレンズ加工用フォトレジストパターンを形成する。このとき表面側電
極２１を再度開口し、熱処理により球面状にフローさせる。そして全面エッチングにより
球面状の形状をマイクロレンズとなる感光性有機膜に転写させることで、上記マイクロレ
ンズ７３が形成される。
　このとき表面側電極２１上には開口部４７が形成される。
【００６７】
　次に、図６（６）に示すように、表面側電極２１に、プローバ８１を当てて、撮像特性
等の測定工程を行う。
【００６８】
　次に、図７（７）に示すように、バックグラインド工程を経て、第１基板１１を、例え
ば１００μｍから４００μｍの厚さに加工する。以下、配線部４１、オーバーコート膜４
５、平坦化膜４６を含めて第１基板１１という。
【００６９】
　次に、図７（８）に示すように、上記配線部４１（前記図７（７）参照）が形成された
側の第１基板１１に所定間隔を置いて設けられる光透過性を有する第２基板３１を用意す
る。この第２基板３１は、例えばガラス基板からなる。
　上記第２基板３１の上記第１基板１１（配線部４１側）と対向させる面に、第１基板１
１と第２基板３１との間隔を規定し、エネルギービーム加工により第１基板１１に貫通孔
を形成する際のストッパとなるストッパ電極３３を形成する。
　ストッパ電極３３は、例えば、ニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）、ニッケルーホウ素（Ｎｉ
－Ｂ）などのニッケルメッキによって形成される。
　そして、ストッパ電極３３は、第１基板１１の表面側電極２１に対向する第２基板３１
の位置に形成される。このストッパ電極３３の厚さは、例えば１０μｍとする。このスト
ッパ電極３３は、後の工程のエネルギービーム加工、例えばレーザードリル加工時に、十
分にストッパとして機能する厚さに形成される。
【００７０】
　なお、上記バックグラインド工程後に第２基板３１を貼り合わせる工程を行ったが、順
番は逆でもよい。
　つまり第２基板３１貼り合わせ後にバックグラインド工程を行ってもよい。
【００７１】
　図７（９）に示すように、接着層３５を介して第１基板１１と第２基板３１を貼り合わ
せる。
　このとき第２基板３１側に形成したストッパ電極３３は第１基板１１の表面側電極２１
に接合する位置に形成されている。この接合では、第１基板１１と第２基板３１とをスト
ッパ電極３３の厚みで規定された間隔に接合される。
【００７２】
　次に、第１基板１１に表面側電極２１に通じる貫通孔１３を形成する。
　上記貫通孔１３の形成には、エネルギービーム加工を用いる。例えばレーザードリル加
工を用いる。
　例えば、炭酸ガスレーザ加工機やＹＡＧレーザ光の第３高調波の波長３５５ｎｍを用い
たレーザ加工機を用いる。また、アブレーション効果を用いることにより、シリコンを溶
解させずに直接気化することができる。例えば、深さ１００μｍ、直径３０μｍ程度の貫
通孔１３であれば、１０万個/分の開口を形成することができる。
　固体撮像装置の１チップあたりの開口数を１００個、３００ｍｍウェーハ１枚から取れ
るチップ数を２０００個と仮定すると、約２分でウェーハ１枚の開口加工が完了し、従来
の露光とエッチングによる開口形成に比べて短時間、低コストの作業が可能になる。
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【００７３】
　図８（１０）に示すように、貫通孔１３内に表面側電極２１に接続する貫通電極１５を
形成する。
　さらに第１基板１１裏面に貫通電極１５に接続された裏面側電極１７を形成する。
　上記工程は、例えば貫通孔１３を形成した後、その貫通孔１３内に酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏ2）膜（図示せず）を形成してシリコン基板と電気的に絶縁し、再度、貫通孔１３底部
の酸化シリコン膜を除去した後に、バリアメタル１６としてＴｉ／ＴｉＮの積層膜をスパ
ッタリングにより形成する。その後、必要に応じてバリアメタル上層に電極用シード層（
無電界銅）を事前に被覆しておく。その後銅メッキを行う。なお、銅メッキは貫通孔１３
内に充填しないで、内壁のみとしてもよい。
【００７４】
　上記のように固体撮像装置１が形成される。
【００７５】
　上記第１例の固体撮像装置の製造方法は、カラーフィルター層７１やマイクロレンズ７
３の形成を容易にして、固体撮像装置１の第１基板１１にエネルギービーム加工によって
貫通電極１５が形成される貫通孔１３を形成することを可能にする。よって、低コストで
小型で、かつ、高歩留まりで量産が可能な固体撮像装置の製造方法を提供できる。
【００７６】
　［固体撮像装置の製造方法の第２例］
　本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第１例を、図９～図１４の製
造工程断面図によって説明する。
【００７７】
　図９（１）に示すように、半導体基板からなる第１基板１１を用意する。この第１基板
１１は、例えば、厚さ５００μｍ～１０００μｍ、例えば７７５μｍのＮ型シリコン基板
を用いる。この第１基板１１の表面を酸化して、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜（図示せず
）を例えば１０μｍ～３０ｎｍの厚さに形成する。
　次いで、減圧ＣＶＤにより、窒化シリコン（Ｓｉ3Ｎ4）膜（図示せず）を例えば８０ｎ
ｍ～１５０ｎｍの厚さに形成する。
　次に、上記第１基板１１の素子分離領域の形成部に１００ｎｍ～４００ｎｍの深さの溝
を形成し、高密度プラズマＣＶＤ法等の成膜技術によって、その溝に酸化シリコンを埋め
込む。その後、余剰な酸化シリコンをＣＭＰにより除去して表面を平坦化する。このＣＭ
Ｐでは、上記窒化シリコン膜が研磨ストッパとなる。
　次いで、熱燐酸を用いたウエットエッチングを行い、窒化シリコン膜を除去して、素子
分離領域５１を形成する。
【００７８】
　図９（２）に示すように、第１基板１１に酸化シリコン膜を形成する。この酸化シリコ
ン膜は、例えば第１基板１１表面を１０００℃～１１００℃の温度で熱酸化して５ｎｍ～
１５ｎｍの膜厚のＳｉＯ2膜を生成して形成される。
　次いで、この酸化シリコン膜上にフォトレジストパターン（図示せず）を形成し、それ
をマスクにして、第１基板１１にＰ型のウェル領域５３を形成する。またＭＯＳ型トラン
ジスタのしきい値を制御するイオン注入を行う。
　次いで、酸化シリコン膜をフッ酸等でウエットエッチングにて除去した後、第１基板１
１の表面にゲート絶縁膜５５を形成する。このゲート絶縁膜５５は、例えば、第１基板１
１表面を１０００℃～１１００℃の温度で熱酸化して、５ｎｍ～１５ｎｍの厚さの酸化シ
リコン膜で形成される。もちろん、通常のＭＯＳトランジスタに用いられるゲート絶縁膜
材料で形成することができる。
【００７９】
　次に、ゲート電極層を形成する。このゲート電極層は、例えばＣＶＤ法により、１００
ｎｍ～２００ｎｍの厚さのポリシリコン層で形成される。もちろん、金属ゲート電極とす
る場合には金属層を形成してもよい。その後、フォトレジストパターンをマスクに用いた
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エッチング加工を行ってゲート電極５７を形成する。
【００８０】
　さらに、フォトレジストパターンをマスクにしてイオン注入により第１基板１１に受光
部６１を形成する。その後、このフォトレジストパターンを除去する。
　次いで、フォトレジストパターンをマスクにしてイオン注入により形成してゲート電極
５７に対して自己整合的にＬＤＤ領域と高濃度拡散層からなるソース／ドレイン領域５８
，５９を形成する。
　また、ゲート電極５７とソース／ドレイン領域５８，５９上に、必要に応じて、シリサ
イド層（図示せず）を形成してもよい。このシリサイド層の形成は、自己整合的にシリサ
イドを形成する所謂サリサイドプロセスを用いることができる。
　このようにして、ＭＯＳトランジスタ５４が形成される。
【００８１】
　図１０（３）に示すように、第１基板１１上に上記ＭＯＳトランジスタ５４を被覆する
層間絶縁膜４２、上記ＭＯＳトランジスタ５４等に接続される配線４３（コンタクト電極
４４も含む）を複数層に形成した配線部４１を形成する。
　例えば、ＣＶＤ法によって、ゲート電極５７を覆う層間絶縁膜４２を、例えば酸化シリ
コン（ＳｉＯ2）膜で形成し、ＣＭＰにより表面の平坦化を行う。
　ソース／ドレイン領域５８，５９とゲート電極５７に対するコンタクト電極４４を形成
する。
　コンタクト電極４４は、電極形成領域となる開口部内に、チタン（Ｔｉ）と窒化チタン
（ＴｉＮ）を積層したバリヤメタル層を介してタングステン層を埋め込み、余剰部分をＣ
ＭＰやエッチバックにより除去して形成される。この結果、開口部内にバリヤメタル層を
介してタングステン層からなるコンタクト電極４４が形成される。
　さらに層間絶縁膜４２を積層して、開口部を形成して、バリヤメタル層とメッキによる
銅配線層を形成し、ＣＭＰによる平坦化工程を経て配線４３を形成する。このような層間
絶縁膜４２の形成、配線４３の形成を繰り返し行うことで、複数層の配線４３を有する配
線部４１が形成される。
【００８２】
　図１０（４）に示すように、上記第１基板１１上に表面側電極２１を形成する。
　上記表面側電極２１は、例えばアルミニウムで形成されるこのとき、図示はしていない
が、表面側電極２１に接続されるアルミニウム配線も形成されてもよい。
　次いで、例えばプラズマＣＶＤによって、オーバーコート膜４５を例えばＰ－ＳｉＮ膜
で形成する。さらに平坦化膜４６を形成する。この平坦化膜４６は、例えば有機膜で形成
される。
　次いで、平坦化膜４６上にカラーフィルター層７１を、例えば塗布、露光、現像等の工
程によって形成する。
　このカラーフィルター層７１の塗布に際しては、表面側電極２１の厚さが３００ｎｍ～
１０００ｎｍと薄いので、固体撮像素子の撮像特性に悪影響になる塗布ムラを発生させる
ことなく塗布できる。
【００８３】
　次に、図１１（５）に示すように、カラーフィルター層７１上にマイクロレンズ７３を
形成する。マイクロレンズ７３の形成方法は、実施例１と同様である。
　上記マイクロレンズ７３を被覆する光透過性を有する保護膜７５を形成する。
　この保護膜７５には、マイクロレンズ７３表面において低反射膜となる材質が選択され
、例えば低温ＣＶＤ法やスパッタリング法で形成した酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜にフッ
素を含有させて屈折率を低下させた材料を用いる。上記酸化シリコン膜はスピンオングラ
スを用いてもよい。
　その後、保護膜７５表面を、例えばエッチバックやＣＭＰなどを行って、平坦化しても
よい。
【００８４】
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　または、図１１（６）に示すように、上記のような平坦化工程を経ないで、低反射膜か
らなる保護膜７５を形成してもよい。
【００８５】
　次に、図１２（７）に示すように、表面側電極２１上に開口部４７を形成する。この開
口部４７の形成には、例えばフォトレジストマスクを用いたエッチング加工による。
【００８６】
　次に、図１２（８）に示すように、表面側電極２１に、プローバ８１を当てて、撮像特
性等の測定工程を行う。
【００８７】
　次に、図１３（９）に示すように、上記表面側電極２１上の上記開口部４７に、第１基
板１１と第２基板３１との間隔を規定し、エネルギービーム加工により第１基板１１に貫
通孔を形成する際のストッパとなるストッパ電極３３を形成する。
　ストッパ電極３３は、例えば、ニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）、ニッケルーホウ素（Ｎｉ
－Ｂ）などのニッケルメッキによって、表面側電極２１上に形成された開口部４７に形成
される。
　このメッキ工程のとき、有機膜からなるマイクロレンズ７３は、無機材料である保護膜
７５に覆われているので、メッキ工程を経てもマイクロレンズ７３が変質することはない
。
　そして、ストッパ電極３３は、第１基板１１の表面側電極２１に対向する第２基板３１
の位置に形成される。このストッパ電極３３の厚さは、例えば１０μｍとする。このスト
ッパ電極３３は、後の工程のエネルギービーム加工、例えばレーザードリル加工時に、十
分にストッパとして機能する厚さに形成される。
　またストッパ電極３３は、カラーフィルター層７１やマイクロレンズ７３を形成した後
に形成しているので、カラーフィルター層７１やマイクロレンズ７３の材料を回転塗布で
塗布形成する際に、塗布ムラを起こすこともない。
【００８８】
　次に、図１３（１０）に示すように、バックグラインド工程を経て、第１基板１１を、
例えば１００μｍから４００μｍの厚さに加工する。以下、配線部４１、オーバーコート
膜４５、平坦化膜４６を含めて第１基板１１という。
【００８９】
　図１４（１１）に示すように、上記配線部４１（前記図１３（１０）参照）が形成され
た側の第１基板１１に所定間隔を置いて設けられる光透過性を有する第２基板３１を用意
する。この第２基板３１は、例えばガラス基板からなる。
　そして、接着層３５を介して第１基板１１と第２基板３１を貼り合わせる。
　この接合では、第１基板１１と第２基板３１とをストッパ電極３３の厚みで規定された
間隔に接合される。
【００９０】
　なお、上記バックグラインド工程後に第２基板３１を貼り合わせる工程を行ったが、順
番は逆でもよい。
　つまり第２基板３１貼り合わせ後にバックグラインド工程を行ってもよい。
【００９１】
　次に、第１基板１１に表面側電極２１に通じる貫通孔１３を形成する。
　上記貫通孔１３の形成には、エネルギービーム加工を用いる。例えばレーザードリル加
工を用いる。
　例えば、炭酸ガスレーザ加工機やＹＡＧレーザ光の第３高調波の波長３５５ｎｍを用い
たレーザ加工機を用いる。また、アブレーション効果を用いることにより、シリコンを溶
解させずに直接気化することができる。例えば、深さ１００μｍ、直径３０μｍ程度の貫
通孔１３であれば、１０万個/分の開口を形成することができる。
　固体撮像装置の１チップあたりの開口数を１００個、３００ｍｍウェーハ１枚から取れ
るチップ数を２０００個と仮定すると、約２分でウェーハ１枚の開口加工が完了し、従来
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の露光とエッチングによる開口形成に比べて短時間、低コストの作業が可能になる。
【００９２】
　図１４（１２）に示すように、貫通孔１３内に表面側電極２１に接続する貫通電極１５
を形成する。
　さらに第１基板１１裏面に貫通電極１５に接続された裏面側電極１７を形成する。
　上記工程は、例えば貫通孔１３を形成した後、その貫通孔１３内に酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏ2）膜（図示せず）を形成してシリコン基板と電気的に絶縁し、再度、貫通孔１３底部
の酸化シリコン膜を除去した後に、バリアメタル１６としてＴｉ／ＴｉＮの積層膜をスパ
ッタリングにより形成する。その後、必要に応じてバリアメタル上層に電極用シード層（
無電界銅）を事前に被覆しておく。その後銅メッキを行う。なお、銅メッキは貫通孔１３
内に充填しないで、内壁のみとしてもよい。
【００９３】
　上記のように固体撮像装置１が形成される。
【００９４】
　上記第２例の固体撮像装置の製造方法は、カラーフィルター層７１やマイクロレンズ７
３の形成を容易にして、固体撮像装置１の第１基板１１にエネルギービーム加工によって
貫通電極１５が形成される貫通孔１３を形成することを可能にする。よって、低コストで
小型で、かつ、高歩留まりで量産が可能な固体撮像装置の製造方法を提供できる。
【００９５】
　［固体撮像装置の製造方法の第３例］
　本発明の第２実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法の第３例を、図１５～図２１の
製造工程断面図によって説明する。
【００９６】
　図１５（１）に示すように、支持基板１５に支持された半導体基板からなる第１基板１
１を用意する。
　例えば、第１基板１１中に、２０ｎｍ～１００ｎｍの厚さのストッパ層１８を形成する
ことで、一方側を支持基板１５、他方側を第１基板１１としてもよい。
　この第１基板１１は、例えば、厚さ５００μｍ～１０００μｍ、例えば７７５μｍのＮ
型シリコン基板を用いる。
　ストッパ層１８は、酸素や水素をイオン注入したいわゆるＢＯＸ層や、ホウ素（Ｂ）な
どの不純物を１Ｅ１３～１Ｅ１６／ｃｍ2イオン注入した拡散層により形成される。
　次いで、第１基板１１の表面を酸化して、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜（図示せず）を
例えば１０μｍ～３０ｎｍの厚さに形成する。
　次いで、減圧ＣＶＤにより、窒化シリコン（Ｓｉ3Ｎ4）膜（図示せず）を例えば８０ｎ
ｍ～１５０ｎｍの厚さに形成する。
　次に、上記第１基板１１の素子分離領域の形成部に１００ｎｍ～４００ｎｍの深さの溝
を形成し、高密度プラズマＣＶＤ法等の成膜技術によって、その溝に酸化シリコンを埋め
込む。
　その後、余剰な酸化シリコンをＣＭＰにより除去して表面を平坦化する。このＣＭＰで
は、上記窒化シリコン膜が研磨ストッパとなる。次いで、熱燐酸を用いたウエットエッチ
ングを行い、窒化シリコン膜を除去して、素子分離領域５１を形成する。
【００９７】
　図１５（２）に示すように、第１基板１１に酸化シリコン膜を形成する。この酸化シリ
コン膜は、例えば第１基板１１表面を１０００℃～１１００℃の温度で熱酸化して５ｎｍ
～１５ｎｍの膜厚のＳｉＯ2膜を生成して形成される。
　次いで、この酸化シリコン膜上にフォトレジストパターン（図示せず）を形成し、それ
をマスクにして、第１基板１１にＰ型のウェル領域５３を形成する。またＭＯＳ型トラン
ジスタのしきい値を制御するイオン注入を行う。次いで、酸化シリコン膜をフッ酸等でウ
エットエッチングにて除去した後、第１基板１１の表面にゲート絶縁膜５５を形成する。
このゲート絶縁膜５５は、例えば、第１基板１１表面を１０００℃～１１００℃の温度で
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熱酸化して、５ｎｍ～１５ｎｍの厚さの酸化シリコン膜で形成される。もちろん、通常の
ＭＯＳトランジスタに用いられるゲート絶縁膜材料で形成することができる。
【００９８】
　次に、ゲート電極層を形成する。このゲート電極層は、例えばＣＶＤ法により、１００
ｎｍ～２００ｎｍの厚さのポリシリコン層で形成される。もちろん、金属ゲート電極とす
る場合には金属層を形成してもよい。その後、フォトレジストパターンをマスクに用いた
エッチング加工を行ってゲート電極５７を形成する。
【００９９】
　さらに、フォトレジストパターンをマスクにしてイオン注入により第１基板１１に受光
部６１を形成する。その後、このフォトレジストパターンを除去する。
　次いで、フォトレジストパターンをマスクにしてイオン注入により形成してゲート電極
５７に対して自己整合的にＬＤＤ領域と高濃度拡散層からなるソース／ドレイン領域５８
，５９を形成する。
　また、ゲート電極５７とソース／ドレイン領域５８，５９上に、必要に応じて、シリサ
イド層（図示せず）を形成してもよい。このシリサイド層の形成は、自己整合的にシリサ
イドを形成する所謂サリサイドプロセスを用いることができる。
　このようにして、ＭＯＳトランジスタ５４が形成される。
【０１００】
　図１６（３）に示すように、第１基板１１上に上記ＭＯＳトランジスタ５４を被覆する
層間絶縁膜４２、上記ＭＯＳトランジスタ５４等に接続される配線４３（コンタクト電極
４４も含む）を複数層に形成した配線部４１を形成する。
　例えば、ＣＶＤ法によって、ゲート電極５７を覆う層間絶縁膜４２を、例えば酸化シリ
コン（ＳｉＯ2）膜で形成し、ＣＭＰにより表面の平坦化を行う。
　ソース／ドレイン領域５８，５９とゲート電極５７に対するコンタクト電極４４を形成
する。
　コンタクト電極４４は、電極形成領域となる開口部内に、チタン（Ｔｉ）と窒化チタン
（ＴｉＮ）を積層したバリヤメタル層を介してタングステン層を埋め込み、余剰部分をＣ
ＭＰやエッチバックにより除去して形成される。この結果、開口部内にバリヤメタル層を
介してタングステン層からなるコンタクト電極４４が形成される。
　さらに層間絶縁膜４２を積層して、開口部を形成して、バリヤメタル層とメッキによる
銅配線層を形成し、ＣＭＰによる平坦化工程を経て配線４３を形成する。このような層間
絶縁膜４２の形成、配線４３の形成を繰り返し行うことで、複数層の配線４３を有する配
線部４１が形成される。
【０１０１】
　次に、図１６（４）に示すように、上記第１基板１１上に表面側電極２１を形成する。
　上記表面側電極２１は、例えばアルミニウムで形成されるこのとき、図示はしていない
が、表面側電極２１に接続されるアルミニウム配線も形成されてもよい。
　次いで、表面側電極２１上に、エネルギービーム加工により第１基板１１に貫通孔を形
成する際のストッパとなるストッパ電極３３を形成する。
　ストッパ電極３３は、例えば、ニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）、ニッケルーホウ素（Ｎｉ
－Ｂ）などのニッケルメッキによって、表面側電極２１上に選択的に形成される。
　上記表面側電極２１の下層は無機材料である酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜により覆われ
ているので、メッキ工程を経ても変質することはない。
　このストッパ電極３３の厚さは、例えば１０μｍとする。このストッパ電極３３は、後
の工程のエネルギービーム加工、例えばレーザードリル加工時に、十分にストッパとして
機能する厚さに形成される。
【０１０２】
　図１７（５）に示すように、第１基板１１のストッパ電極３３側に接着層３６を介して
第３基板３７を接合する。
　接着層３６は、例えばベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）などを用いる。このベンゾシクロ
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ブテンは、１５０℃～２５０℃といった低い温度で架橋反応（硬化）が進行する特性を有
している。
【０１０３】
　もしくは、図１７（６）に示すように、第１基板１１上に、平坦化膜３８を形成して、
平坦化膜３８表面とストッパ電極３３表面との段差なくすように平坦化する。
　平坦化膜３８は、酸化シリコン（ＳｉＯ2）層を低温ＣＶＤにより形成して、ＣＭＰや
エッチバックにより平坦化して形成される。その後、第１基板１１側の平坦化膜３８と第
３基板３７を貼り合わせて、２００℃～４００℃の熱処理を加えることにより、第３基板
３７を張り合わせる。この場合、接着層３５を使わずに、水素結合などを利用した直接接
合により接合される。
【０１０４】
　図１８（７）に示すように、支持基板１５（前記図１５（１）参照）を除去する。例え
ば、支持基板１５をバックグラインドと、ＣＭＰもしくはウエットエッチングにより薄膜
化する。
　このとき２０ｎｍ～１００ｎｍのストッパ層１８で選択的にエッチングを停止させる。
【０１０５】
　図１８（８）に示すように、エッチングによって、ストッパ層１８（前記図１８（７）
参照）を除去して、第１基板１１を露出させる。
【０１０６】
　図１９（９）に示すように、第１基板１１の裏面側に平坦化膜４８を形成する。この平
坦化膜４８は、例えば有機膜で形成される。
　次いで、平坦化膜４８上にカラーフィルター層７１を、例えば塗布、露光、現像等の工
程によって形成する。
　このカラーフィルター層７１の塗布に際しては、カラーフィルター層７１が平坦化膜４
８上に形成されるので、固体撮像素子の撮像特性に悪影響になる塗布ムラを発生させるこ
となく形成できる。
【０１０７】
　次にカラーフィルター層７１上にマイクロレンズ７３を形成する。マイクロレンズ７３
の形成方法は、実施例１と同様である。
【０１０８】
　次に、フォトレジストパターンをマスクに用いたエッチングによって、上記第１基板１
１に表面側電極２１に通じる開口部４７を形成する。
　次いで、開口部４７の側壁に絶縁膜（図示せず）を形成する。開口部４７の側壁は半導
体基板が露出しているため。この絶縁膜を形成する工程が必要になる。しかし、開口部４
７を素子分離形成工程において電気的に分離した場合には必要ない。
【０１０９】
　図１９（１０）に示すように、表面側電極２１に、プローバ８１を当てて、撮像特性等
の測定工程を行う。
【０１１０】
　必要であれば、図２０（１１）に示すように、バックグラインド工程を経て第３基板３
７を１００μｍから４００μｍの厚さに加工する。
【０１１１】
　図２０（１２）に示すように、上記第１基板１１に所定間隔を置いて、接着層３５を介
して光透過性を有する第２基板３１を貼り合わせる。この第２基板３１は、例えばガラス
基板からなる。
【０１１２】
　なお、上記バックグラインド工程後に第２基板３１を貼り合わせる工程を行ったが、順
番は逆でもよい。
　つまり第２基板３１貼り合わせ後にバックグラインド工程を行ってもよい。
【０１１３】
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　次に、第３基板３７にストッパ電極３３に通じる貫通孔３９を形成する。
　上記貫通孔３９の形成には、エネルギービーム加工を用いる。例えばレーザードリル加
工を用いる。
　例えば、炭酸ガスレーザ加工機やＹＡＧレーザ光の第３高調波の波長３５５ｎｍを用い
たレーザ加工機を用いる。また、アブレーション効果を用いることにより、シリコンを溶
解させずに直接気化することができる。例えば、深さ１００μｍ、直径３０μｍ程度の貫
通孔３９であれば、１０万個/分の開口を形成することができる。
　固体撮像装置の１チップあたりの開口数を１００個、３００ｍｍウェーハ１枚から取れ
るチップ数を２０００個と仮定すると、約２分でウェーハ１枚の開口加工が完了し、従来
の露光とエッチングによる開口形成に比べて短時間、低コストの作業が可能になる。
【０１１４】
　図２１（１３）に示すように、貫通孔３９内にストッパ電極３３に接続する貫通電極１
５を形成する。
　さらに第１基板１１裏面に貫通電極１５に接続された裏面側電極１７を形成する。
　上記工程は、例えば貫通孔１３を形成した後、その貫通孔１３内に酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏ2）膜（図示せず）を形成してシリコン基板と電気的に絶縁し、再度、貫通孔１３底部
の酸化シリコン膜を除去した後に、バリアメタル１６としてＴｉ／ＴｉＮの積層膜をスパ
ッタリングにより形成する。その後、必要に応じてバリアメタル上層に電極用シード層（
無電界銅）を事前に被覆しておく。その後銅メッキを行う。なお、銅メッキは貫通孔３９
内に充填しないで、内壁のみとしてもよい。
【０１１５】
　上記のように固体撮像装置１が形成される。
【０１１６】
　上記第３例の固体撮像装置の製造方法は、カラーフィルター層７１やマイクロレンズ７
３の形成を容易にして、固体撮像装置１の第３基板３７にエネルギービーム加工によって
貫通電極１５が形成される貫通孔３９を形成することを可能にする。よって、低コストで
小型で、かつ、高歩留まりで量産が可能な固体撮像装置の製造方法を提供できる。
【符号の説明】
【０１１７】
　１…固体撮像装置、１１…第１基板、１３…貫通孔、１５…貫通電極、１７…表面側電
極、２１…表面側電極、３１…第２基板、３３…ストッパ電極、３５…接着層、３９…貫
通孔、４１…配線部、４７…開口部、６１…受光部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(23) JP 5418044 B2 2014.2.19

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】

【図２２】

【図２３】
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