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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板上に形成された第１の電極パッドと、前記第１の電極パッドに対応する第２
の基板上に形成された第２の電極パッドとを電気的に接続することにより積層形成される
半導体装置の製造方法において、
　前記第１の電極パッドを親水化処理する第１の親水化処理工程と、
　前記第１の基板上の前記第１の電極パッドの形成された面に液体を供給する液体供給工
程と、
　前記液体の供給された前記第１の基板上に、前記第１の電極パッドの形成された面と前
記第２の電極パッドの形成された面とを対向させて前記第２の基板を載置する載置工程と
、
　を有し、前記載置工程において、前記液体により、前記第１の電極パッドと前記第２の
電極パッドとの位置合わせが行われ、
　前記第２の基板には、前記第２の電極パッドと接する貫通孔が形成されており、
　前記載置工程の後、前記第２の基板における前記第１の基板と対向する面の反対面にお
ける前記貫通孔から、溶融した導電性液体を流し込むことにより、前記第１の電極パッド
と前記第２の電極パッドとを電気的に接続する導電性液体供給工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第２の電極パッドを親水化処理する第２の親水化処理工程を有する請求項１に記載



(2) JP 5307669 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記液体は、前記第１の電極パッド表面または前記第２の電極パッド表面に形成された
酸化膜をエッチングする性質を有することを特徴とする請求項１または２に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項４】
　前記液体は導電性を有するものであることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記載置工程は減圧状態で行われ、
　前記導電性液体供給工程において、導電性液体を供給した後に、大気圧に戻すことを特
徴とする請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第１の基板には、第１のダミーパッドが形成されており、
　前記第２の基板には、前記第１のダミーパッドに対応する第２のダミーパッドが形成さ
れており、
　前記第１の親水化処理工程において、前記第１のダミーパッドを親水化処理することを
特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第２のダミーパッドを親水化処理することを特徴とする請求項６に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項８】
　第１の基板上に形成された第１の電極と、前記第１の電極に対応する第２の基板上に形
成された第２の電極との間で電気的接続を得る方法であって、
　前記第２の基板には、前記第２の電極と接する貫通孔が形成されており、
　前記第１の電極を親水化処理する第１の親水化処理工程と、
　前記第１の基板上の前記第１の電極の形成された面に液体を供給する液体供給工程と、
　前記第１の電極の形成された面と前記第２の電極の形成された面とを対向させて前記第
１の基板上に前記第２の基板を載置する載置工程と、を有し、
　前記載置工程において、前記液体により、前記第１の電極と前記第２の電極との位置合
わせが行われ、
　前記載置工程の後、前記第２の基板における前記第１の基板と対向する面の反対面にお
ける前記貫通孔から、導電性液体を流し込むことにより、前記第１の電極と前記第２の電
極との間の電気的接続を得る方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板を積層して形成される半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の小型化、高速化、高集積化が進む近年では、これらの半導体装置が形成さ
れた基板上に配置され、基板の外部と電気的に接続される電極パッドについても微細化が
進んでいる。
【０００３】
　一方、このような半導体装置を小型化、高速化、高集積化して形成して基板を複数枚積
層し、更に高集積化を進めるようにした半導体装置がある。
【０００４】
　半導体装置が形成された基板を複数枚積層してなる半導体装置においては、前述したよ
うに電極パッドが微細化した場合でも、積層する基板の電極パッドが確実に電気的に接続
されるように、精度良く位置合わせした上で積層構造を形成しなければならない。このよ
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うな基板の位置合わせ方法及び積層構造の形成方法を含む半導体装置の製造方法として、
いくつかの方法が開示されている。
【０００５】
　例えば基板間に接着剤を塗布し、基板のパターンを光学的に検知し、仮位置合わせし、
Ｘ線など基板を透過できる方法を用いて位置確認を行い、位置確認情報を元に、ウェハの
位置を調整し、その後、接着剤を塗布・硬化させる方法が開示されている（例えば特許文
献１参照）。
【０００６】
　また、基板ホルダの基板保持面を、複数の保持領域に分割し、且つ各保持領域では基板
を吸着する力、基板を他方の基板に押しつける力を独立に制御できるようにする方法が開
示されている（例えば特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－４９０５１号公報
【特許文献２】特開２００５－３０２８５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、上記したような積層構造を有する半導体装置の製造方法における、各基板上
の半導体装置の電極パッドを高精度で位置合わせを行う場合において、次のような問題が
ある。
【０００９】
　一方の基板の電極パッドと、他方の基板の電極パッドとの間を確実に電気的に接続する
ためには、基板を積層する際に、高精度で位置合わせする必要がある。通常では、基板上
に設けられたアライメントマークを位置合わせ装置に設けたＣＣＤカメラで観察しながら
位置を合わせる等の方法が用いられている。
【００１０】
　しかし、特許文献１に開示される方法では、基板のパターンを光学的に検知するための
前述したＣＣＤカメラ等の検知機構の他に、Ｘ線など基板を透過できる方法を用いて位置
確認を行う機構を必要とする場合がある。
【００１１】
　また、特許文献２に開示される方法では、基板のパターンを光学的に検知するための前
述したＣＣＤカメラ等の検知機構の他に、基板を他方の基板に押しつける力を独立に制御
できるようにする機構を必要とする場合がある。
【００１２】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、電極パッドを電気的に接続することに
より基板を積層して形成する場合において、電極パッドが微細化、狭ピッチ化した場合に
おいても、複雑な機構を用いることなく、基板を高い精度で位置合わせすることができ、
電極パッドを確実に電気的に接続することができる半導体装置の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するために本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴とする
ものである。
【００１４】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、第１の基板上に形成された第１の電極パッドと
、前記第１の電極パッドに対応する第２の基板上に形成された第２の電極パッドとを電気
的に接続することにより積層形成される半導体装置の製造方法において、前記第１の電極
パッドを親水化処理する第１の親水化処理工程と、前記第１の基板上の前記第１の電極パ
ッドの形成された面に液体を供給する液体供給工程と、前記液体の供給された前記第１の
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基板上に、前記第１の電極パッドの形成された面と前記第２の電極パッドの形成された面
とを対向させて前記第２の基板を載置する載置工程と、を有し、前記載置工程において、
前記液体により、前記第１の電極パッドと前記第２の電極パッドとの位置合わせが行われ
ることを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記第２の電極パッドを親水化処理する第２の
親水化処理工程を有する。
【００１６】
　本発明に係る半導体装置の製造方法において、前記液体は、前記第１の電極パッド表面
または前記第２の電極パッド表面に形成された酸化膜をエッチングする性質を有すること
を特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置の製造方法。
【００１７】
　本発明に係る半導体装置の製造方法において、前記液体は導電性を有するものであるこ
とを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る半導体装置の製造方法において、前記第２の基板には、前記第２の電極パ
ッドと接する貫通孔が形成されており、前記載置工程の後、前記第２の基板における前記
第１の基板と対向する面の反対面における前記貫通孔から、溶融したハンダを流し込むこ
とにより、前記第１の電極パッドと前記第２の電極パッドとを電気的に接続するハンダ供
給工程と、を有することを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る半導体装置の製造方法において、前記載置工程は減圧状態で行われ、前記
ハンダ供給工程において、ハンダを供給した後に、大気圧に戻すことを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る半導体装置の製造方法において、前記第１の基板には、第１のダミーパッ
ドが形成されており、前記第２の基板には、前記第１のダミーパッドに対応する第２のダ
ミーパッドが形成されており、前記第１の親水化処理工程において、前記第１のダミーパ
ッドを親水化処理することを特徴とする。
【００２１】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記第２のダミーパッドを親水化処理すること
を特徴とする。
【００２２】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、第１の基板上に形成された第１の電極パッドと
、前記第１の電極パッドに対応する第２の基板上に形成された第２の電極パッドとを電気
的に接続することにより積層形成される半導体装置の製造方法において、前記第１の電極
パッドにおけるハンダ濡れ性を高める第１の濡れ性処理工程と、前記第１の基板上の前記
第１の電極パッドの形成された面に溶融したハンダを供給するハンダ供給工程と、前記溶
融したハンダの供給された前記第１の基板上に、前記第１の電極パッドの形成された面と
前記第２の電極パッドの形成された面とを対向させて前記第２の基板を載置する載置工程
と、を有し、前記載置工程において、前記溶融したハンダにより、前記第１の電極パッド
と前記第２の電極パッドとの位置合わせが行われることを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記第２の電極パッドにおけるハンダ濡れ性を
高める第２の濡れ性処理工程を有する。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、電極パッドを電気的に接続することにより基板を積層して形成される
半導体装置の製造方法において、電極パッドが微細化、狭ピッチ化した場合においても、
複雑な機構を用いることなく、基板を高い精度で位置合わせすることができ、電極パッド
を確実に電気的に接続することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程の手順を説明
するためのフローチャートである。
【図２Ａ】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程における基
板の構造を模式的に示す断面図（その１）である。
【図２Ｂ】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程における基
板の構造を模式的に示す断面図（その２）である。
【図３】インクジェット印刷技術による塗布装置の例を示す縦断面図である。
【図４】インクジェット印刷技術による塗布装置の例を示す平面図である。
【図５】ウェハ反転装置の例を示す平面図である。
【図６】ウェハ反転装置の例を示す側面図である。
【図７】位置合わせ装置の例を示す側面図である。
【図８】第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程の手順を説明
するためのフローチャートである。
【図９Ａ】第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程における基
板の構造を模式的に示す断面図（その１）である。
【図９Ｂ】第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程における基
板の構造を模式的に示す断面図（その２）である。
【図１０】第３の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程の手順を説
明するためのフローチャートである。
【図１１Ａ】第３の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程における
基板の構造を模式的に示す断面図（その１）である。
【図１１Ｂ】第３の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程における
基板の構造を模式的に示す断面図（その２）である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　次に、本発明を実施するための形態について図面と共に説明する。
（第１の実施の形態）
　始めに、図１から図２Ｂを参照し、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法につ
いて説明する。
【００２７】
　図１は、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程の手順を説明す
るためのフローチャートである。図２Ａ及び図２Ｂは、本実施の形態に係る半導体装置の
製造方法の積層工程の各工程における基板の構造を模式的に示す断面図である。
【００２８】
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、図１に示すように、第１の親水化処理工
程（ステップＳ１１）と、液体供給工程（ステップＳ１２）と、第２の親水化処理工程（
ステップＳ１３）と、載置工程（ステップＳ１４からステップＳ１７）と、ハンダ供給工
程（ステップＳ１８及びステップＳ１９）と、ハンダ固化工程（ステップＳ２０）とを含
む。載置工程は、基板反転ステップ（ステップＳ１４）と、載置ステップ（ステップＳ１
５）と、位置合わせステップ（ステップＳ１６）と、エッチングステップ（ステップＳ１
７）とを含む。ハンダ供給工程は、供給ステップ（ステップＳ１８）と、流し込みステッ
プ（ステップＳ１９）とを含む。
【００２９】
　始めに、ステップＳ１１の第１の親水化処理工程を行う。第１の親水化処理工程は、第
１の電極パッド１２が形成された第１のウェハ１１を準備し、第１の電極パッド１２の親
水化処理を行い、第１の電極パッド１２以外の部位の疎水化処理を行う工程である。図２
Ａ（ａ）は、ステップＳ１１の工程が行われた後の第１のウェハ１１の構造を示す。第１
の電極パッド１２の親水化処理が行われた表面を１３で表す。また、第１の電極パッド１
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２は、第１のウェハ１１の内部に形成された図示しないテスト回路等と電気的に接続され
ている。
【００３０】
　第１の親水化処理工程における親水化処理は、特に限定されるものではなく、光触媒を
塗布した後にマスクにより選択的にＵＶ光照射を行う方法、有機ケイ素化合物等の撥水性
材料の選択的な塗布等、種々の方法を用いることができる。また、第１の電極パッド１２
以外の部位の疎水化処理を行わなくてもよい。
【００３１】
　なお、第１のウェハ１１に、第１の電極パッド１２以外に、電気的な配線がなされない
第１のダミーパッド１４を形成してもよい。第１のダミーパッド１４は、第１のウェハ１
１の内部に形成された図示しないテスト回路等と電気的に接続されておらず、第１のウェ
ハ１１と第２のウェハ２１とを位置合わせするために設けられる。第１のダミーパッド１
４は、例えば第１のウェハ１１の周縁部に形成してもよい。第１のウェハ１１に第１のダ
ミーパッド１４が形成されている場合には、第１のダミーパッド１４にも親水化処理が行
われる。
【００３２】
　次に、ステップＳ１２の液体供給工程を行う。液体供給工程は、第１の電極パッド１２
の表面１３が親水化処理され、それ以外の部位が疎水化処理された第１のウェハ１１上に
液体１５を供給する工程である。図２Ａ（ｂ）は、ステップＳ１２の工程が行われた後の
第１のウェハ１１の構造を示す。
【００３３】
　図２Ａ（ｂ）に示すように、親水化処理された第１の電極パッド１２の表面１３上又は
表面１３の近傍に、液体１５を供給する。液体１５を供給する方法としては、特に限定さ
れず、塗布、噴霧、吐出等の種々の供給方法を用いることができる。図２Ａ（ｂ）に示す
例では、親水化処理された第１の電極パッド１２の表面１３上及び近傍に、液体１５を塗
布する。
【００３４】
　液体１５は、導電性を有するものであればよく、特に限定されるものではないが、例え
ば第１の電極パッド１２が親水化処理され、それ以外の部位が疎水化処理される場合には
、親水性を有する液体、例えば水分を含む液体を用いることができる。
【００３５】
　また、液体１５を、親水化処理された表面１３に直接塗布しなくてもよい。第１のウェ
ハ１１の表面全面に液体１５を薄く塗布する場合でも、疎水化処理をした表面から親水化
処理した表面へ液体１５が移動する。あるいは、インクジェット印刷技術を用いて、電極
パッド１２上に選択的に液体を塗布してもよい。インクジェット印刷技術を用いる方法に
ついては、後で説明する。
【００３６】
　また、第１のウェハ１１に第１のダミーパッド１４が形成されている場合には、第１の
ダミーパッド１４にも液体が塗布される。
【００３７】
　次に、ステップＳ１３の第２の親水化処理工程を行う。第２の親水化処理工程は、第２
の電極パッド２２が形成された第２のウェハ２１を準備し、第２の電極パッド２２の親水
化処理、及びそれ以外の部位の疎水化処理を行う工程である。図２Ａ（ｃ）は、ステップ
Ｓ１３の工程が行われた後の第２のウェハ２１の構造を示す。親水化処理が行われた第２
の電極パッド２２の表面を２３で表す。また、第２の電極パッド２２は、第２のウェハ２
１の内部に形成された図示しないテスト回路等と電気的に接続されている。
【００３８】
　第２の親水化処理工程における親水化処理も、特に限定されるものではなく、光触媒を
塗布した後にマスクにより選択的にＵＶ光照射を行う方法、有機ケイ素化合物等の撥水性
材料の選択的な塗布等、種々の方法を用いることができる。また、第２の電極パッド２２
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以外の部位の疎水化処理を行わなくてもよい。
【００３９】
　なお、第２のウェハ２１にも、第２の電極パッド２２以外に、電気的な配線がなされな
い第２のダミーパッド２４を、第２の電極パッド２２が形成されている面に形成してもよ
い。第２のダミーパッド２４は、第２のウェハ２１の内部に形成された図示しないテスト
回路等と電気的に接続されておらず、第１のウェハ１１と第２のウェハ２１とを位置合わ
せするために設けられる。第２のダミーパッド２４は、例えば第２のウェハ２１の周縁部
に形成してもよい。第２のウェハ２１に第２のダミーパッド２４が形成されている場合に
は、第２のダミーパッド２４にも親水化処理が行われる。
【００４０】
　また、第２のウェハ２１には、第２の電極パッド２２が形成されている面の反対面に第
３の電極パッド２５が形成されている。更に、第２の電極パッド２２が形成されている面
から、第３の電極パッド２５が形成されている面にかけて、貫通孔２６が形成されている
。
【００４１】
　次に、ステップＳ１４からステップＳ１７の載置工程を行う。載置工程は、第２のウェ
ハ２１を上下反転し、液体１５の供給された第１のウェハ１１上に、第２のウェハ２１を
載置し、第１の電極パッド１２と第２の電極パッド２２との位置合わせを行う工程である
。載置工程は、基板反転ステップ（ステップＳ１４）と、載置ステップ（ステップＳ１５
）と、位置合わせステップ（ステップＳ１６）と、エッチングステップ（ステップＳ１７
）とを含む。また、ステップＳ１４からステップＳ１７の各ステップが行われた後の第１
のウェハ１１及び第２のウェハ２１の構造を、図２Ａ（ｄ）から図２Ａ（ｇ）のそれぞれ
に示す。
【００４２】
　最初に、ステップＳ１４の基板反転ステップを行う。基板反転ステップでは、図２Ａ（
ｄ）に示すように、第２の電極パッド２２が親水化処理された第２のウェハ２１を、上下
反転させる。第２のウェハ２１を反転する方法については後で説明する。
【００４３】
　次に、ステップＳ１５の載置ステップを行う。載置ステップでは、図２Ａ（ｅ）に示す
ように、表面に液体が供給された第１のウェハ１１上に第２のウェハ２１を載置する。す
なわち、親水化処理された第１の電極パッド１２の表面１３の上及び近傍に液体１５が塗
布された状態で、第１のウェハ１１の第１の電極パッド１２が形成された面と第２のウェ
ハ２１の第２の電極パッド２２の形成された面とを対向させて、第１のウェハ１１上に第
２のウェハ２１を載置する。
【００４４】
　この際、載置ステップを減圧状態で行ってもよい。この場合、載置ステップから後述す
る供給ステップまでを減圧状態で行う。
【００４５】
　また、位置合わせ機構等を有する位置合わせ装置により位置合わせを行った上で第１の
ウェハ１１上に第２のウェハ２１を載置してもよい。位置合わせ機構を有する装置を用い
て第２のウェハ２１を第１のウェハ１１上に載置する方法については後で説明する。ただ
し、後述するように、位置合わせ装置による位置合わせを高精度に行う必要はない。また
、載置する際に、第２のウェハ２１にいずれの方向にも力を加える必要はない。
【００４６】
　また、第１のウェハ１１に前述した第１のダミーパッド１４が形成され、第２のウェハ
２１に前述した第２のダミーパッド２４が形成されている場合には、第１のダミーパッド
１４と第２のダミーパッド２４とは液体１５を介して接触する。
【００４７】
　ステップＳ１５で第１のウェハ１１上に載置された第２のウェハ２１は、図２Ａ（ｆ）
に示すように、ステップＳ１６において、第１のウェハ１１との間で自己整合的に位置合
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わせがなされる。これは、液体１５が、第１のウェハ１１、第２のウェハ２１のそれぞれ
に対し、親水性を有する部位に接するように移動すること、また、液体１５自体が、表面
張力により広がることなく一部に集約すること、によるものである。従って、表面張力を
利用する点では、親水性の液体を用い、第１の電極パッド１２及び第２の電極パッド２２
を親水性にするのが、より好ましい。
【００４８】
　また、第１のウェハ１１に第１のダミーパッド１４が形成され、第２のウェハ２１に第
２のダミーパッド２４が形成されている場合には、第１のダミーパッド１４と第２のダミ
ーパッド２４との間でも、液体１５を介して位置合わせされる。
【００４９】
　ステップＳ１６において、第２のウェハ２１が位置合わせされた第１のウェハ１１では
、ステップＳ１７のエッチングステップにおいて、図２Ｂ（ｇ）に示すように、液体１５
により、第１の電極パッド１２の表面が、還元され、又はエッチングされる。すなわち、
第１の電極パッド１２の表面及び第２の電極パッド２２の表面には、酸化膜又は汚染等に
よる被膜が形成されている場合がある。このような場合には、液体１５により、酸化膜又
は被膜が還元されるか、又はエッチングにより除去される。あるいは、同時に、第２のウ
ェハ２１の第２の電極パッド２２の表面に酸化膜又は汚染等による被膜が形成されている
場合にも、第２の電極パッド２２の表面に形成されている酸化膜等は、除去される。図２
Ｂ（ｇ）では、第１の電極パッド１２の表面１３、及び第２の電極パッド２２の表面２３
がエッチングされた例を示している。
【００５０】
　液体１５は、電極パッドの表面に形成された酸化膜等をエッチングする性質を有するも
のであることが好ましい。電極パッド表面に形成された酸化膜等をエッチングすることに
より、第１の電極パッド１２と第２の電極パッド２２とをより確実に電気的に接続するこ
とができる。
【００５１】
　次に、ステップＳ１８及びステップＳ１９のハンダ供給工程を行う。ハンダ供給工程は
、第２のウェハ２１に形成された貫通孔２６から溶融したハンダを流し込む工程である。
ハンダ供給工程は、供給ステップ（ステップＳ１８）と、流し込みステップ（ステップＳ
１９）とを含む。また、ステップＳ１８及びステップＳ１９の各ステップが行われた後の
第１のウェハ１１及び第２のウェハ２１の構造を、図２Ｂ（ｈ）から図２Ｂ（ｊ）のそれ
ぞれに示す。
【００５２】
　最初に、ステップＳ１８の供給ステップを行う。供給ステップでは、図２Ｂ（ｈ）に示
すように、溶融したハンダ２７を第２のウェハ２１における第１のウェハ１１と対向する
面の反対面に供給する。前述したように、第２のウェハ２１には、第２の電極パッド２２
と接する部位に貫通孔２６が形成されている。従って、供給ステップでは、第２のウェハ
２１における第１のウェハ１１と対向する面の反対面における貫通孔２６の近傍に、溶融
したハンダ２７を供給する。
【００５３】
　あるいは、第２のウェハ２１の第２の電極パッド２２が形成された面と反対面に形成さ
れた第３の電極パッド２５の表面のハンダ２７に対する濡れ性を高める濡れ性処理を行っ
ておき、供給されたハンダ２７が選択的に貫通孔２６の近傍に集まるようにしてもよい。
また、図２Ａ及び図２Ｂにおいては、貫通孔２６の一方の側に第２の電極パッド２２又は
第３の電極パッド２５が形成されている例を示しているが、貫通孔２６を挟んで両側に、
または貫通孔２６を取り囲むように第２の電極パッド２２又は第３の電極パッド２５を形
成してもよい。
【００５４】
　ステップＳ１８で第２のウェハ２１の第２の電極パッド２２が形成された面と反対面に
溶融したハンダ２７を供給した後、ステップＳ１９において、第２のウェハ２１における
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第１のウェハ１１と対向する面の反対面における貫通孔２６から、溶融したハンダ２７を
流し込む。図２Ｂ（ｉ）は、液体１５が蒸発した状態を示し、図２Ｂ（ｊ）は、ハンダ２
７が貫通孔２６内に流し込まれる状態を示している。
【００５５】
　前述したように、載置ステップから供給ステップまでを減圧状態で行った場合には、供
給ステップの後、大気圧に戻す。減圧状態では、図２Ｂ（ｉ）に示すように、第１の電極
パッド１２と第２の電極パッド２２との間の液体１５が蒸発する。液体１５が蒸発した後
、ハンダ２７が貫通孔２６を塞いでいる状態にし、その後大気圧に戻すと、ハンダ２７で
塞がれている貫通孔２６の内部は減圧されており、ハンダ２７で塞がれている貫通孔２６
の外部は大気圧になる。従って、貫通孔２６の内部と外部との間で圧力差が生ずるため、
溶融したハンダ２７は、貫通孔２６に引き込まれる。その結果、図２Ｂ（ｊ）に示すよう
に、ハンダ２７が貫通孔２６内に流し込まれる。
【００５６】
　次に、ステップＳ２０のハンダ固化工程を行う。ハンダ固化工程は、ハンダ２７を固化
して第１の電極パッド１２と第２の電極パッド２２とをハンダ接合する工程である。図２
Ｂ（ｋ）は、ステップＳ２０の工程が行われた後のウェハの積層構造を示す。
【００５７】
　図２Ｂ（ｋ）に示すように、例えばウェハの積層構造全体を冷却する、または自然に冷
却させる等により、ハンダが固化し、第１の電極パッド１２と第２の電極パッド２２とを
電気的に接続することにより、積層構造が形成される。
【００５８】
　次に、図３及び図４を参照し、ステップＳ１２においてインクジェット印刷技術により
液体を塗布する方法について説明する。図３及び図４のそれぞれは、インクジェット印刷
技術による塗布装置の例を示す縦断面図及び平面図である。
【００５９】
　塗布装置は、本体３０、塗布液ノズル４０、制御部４２を有する。
【００６０】
　本体３０は、筐体３１を有し、その底面にはＹ方向に伸びるレール３２を介して筐体３
１内の一端側から他端側まで移動可能な基体３３が設けられている。基体３３の上面には
、Ｘ方向に伸びるレール３４を介して移動可能に構成される基板保持部３５が設けられて
おり、基板保持部３５はその上端部位にてウェハＷを裏面側から吸着し、水平に保持する
構成とされている。すなわち、基板保持部３５により保持されたウェハＷは、駆動機構３
６の働きにより基体３３及び基板保持部３５を介して筐体３１内におけるＸ及びＹ方向の
位置を自由に変えることができるようになっている。
【００６１】
　基板保持部３５の周囲には、基板保持部３５と一体的に構成され、ウェハＷ表面よりも
若干高いレベルまで立ち上げられてマスク支持部材３７が設けられており、その上端には
上方から供給される塗布液がウェハＷの塗布膜供給領域以外の部位に付着することを防ぐ
ように中央が大きく開口する着脱自在なマスク部材３８が設けられている。マスク支持部
材３７及び筐体３１の側方には、例えばウェハＷの搬入出を行うための図示しない開口部
が形成されている。
【００６２】
　塗布液ノズル４０は、先端の吐出孔が筐体３１の天井部に形成されるスリット３１ａを
介して筐体３１内側に突出した状態で、筐体３１上方にＸ方向に沿って架設されたリニア
スライド機構４１によって保持されており、制御部４２からリニアスライド機構４１を駆
動させることでＸ方向に移動できる構成とされている。塗布液ノズル４０には、図示しな
い塗布液供給源と接続する塗布液供給部４３が接続されており、例えば制御部４２から塗
布液供給部４３へ送信される制御信号に基づき塗布液の供給制御を行う構成とされている
。
【００６３】
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　塗布液ノズル４０には多数の吐出孔を有するインクジェットノズルよりなるノズル部４
４が備えられている。ノズル部４４は、ウェハＷ表面に形成される多数の電極パッドのう
ち、一電極パッドごとに例えば１８０ｄｐｉで塗布液（液体）を吐出するように多数の吐
出孔を正方形状もしくは一列状に配列した構成とすることができる。吐出孔は、塗布液（
液体）の流路を挟むようにして対向してピエゾ素子を設け、両方のピエゾ素子を変形させ
ることで塗布液を外方に押し出すシェアタイプと呼ばれる種類のインクジェットノズルを
用いることができる。
【００６４】
　ステップＳ１２において、塗布装置内に第１のウェハ１１が基板保持部３５に吸着され
ると、塗布液ノズル４０のＸ方向における移動領域が第１のウェハ１１の一端に位置する
ように基体３３をＹ方向に移動させ、塗布液ノズル４０をリニアスライド機構４１の一端
側へと移動させる。そして第１のウェハ１１を停止させておいて塗布液ノズル４０による
塗布液の吐出を行いながら、一端側から他端側へスキャン（往路）を行い、他端側にて折
り返した塗布液ノズルが復路にて基板３３をＹ方向に微少量例えば０．５ｍｍ移動させ、
これを繰り返すことで、塗布液（液体１５）を第１のウェハ１１に供給することができる
。
【００６５】
　次に、図５及び図６を参照し、ステップＳ１４において第２の基板を反転させて第１の
基板上に載置する方法について説明する。図５及び図６は、ウェハ反転装置の例を示す平
面図及び側面図である。
【００６６】
　ウェハ反転装置５０は、図示しない主ウェハ搬送機構との間でウェハＷの受け渡しを行
うウェハ中継部５１と、ウェハ中継部５１を昇降させる昇降機構５２と、ウェハ中継部５
１に保持されたウェハＷを把持して受け取り、回転により把持したウェハＷを反転させ、
再びウェハ中継部５１にウェハＷを渡すウェハ反転機構５３とを有している。
【００６７】
　図５及び図６に示すように、ウェハ中継部５１は、略Ｈ型の支持台５４と支持台５４を
水平に保持する２本の支持アーム５５ａ、５５ｂを有しており、支持台５４の端部４点に
は脚部５４ｂが配設され、さらに、脚部５４ｂ上に断面略Ｌ字型に形成された保持部材５
４ａが配設されている。保持部材５４ａは、その底部上にウェハＷの周縁部が接し、垂直
壁がウェハを保持した際のガイドとなるように外側に位置しており、ウェハＷを保持する
ことができるようになっている。
【００６８】
　支持アーム５５ａ、５５ｂの基端部は昇降機構５２に取り付けられたブロック５８に固
定されており、ブロック５８はＺ方向に伸縮するエアーシリンダ５９と連結されて、エア
ーシリンダ５９の昇降動作に従って、Ｚ方向に延在して設けられたガイド６０に案内して
昇降される。なお、昇降機構５２はこのようなエアーシリンダ５９を用いた構造に限定さ
れるものではなく、モータ等の回転駆動機構を用いた回転をプーリーおよびベルト等を用
いてブロック５８に伝達することにより、昇降動作を行う機構等を用いてもよい。
【００６９】
　ウェハ反転機構５３は、Ｘ方向に開閉自在に設けられた２本１組のウェハ把持アーム６
１ａ、６１ｂを有しており、その先端部には底部がウェハＷの側面に沿ったＶ溝を有する
把持部材６１ｃが配設されている。ウェハ把持アーム６１ａ、６１ｂを閉脚させた際には
、ウェハＷの周縁部がＶ溝に挟持され、ウェハＷは直径方向においてウェハ把持アーム６
１ａ、６１ｂを９０°程度回転させて垂直に保持した状態が点線で示されている。
【００７０】
　ステップＳ１３が行われた第２のウェハ２１は、表面を親水化処理した第２の電極パッ
ド２２が形成された面が上向きの状態で図示しないウェハ搬送機構からウェハ反転ユニッ
ト５０に挿入され、いったん下方に位置された支持台５４上の支持部材５４ａに保持され
るように移し変えられる。そして、第２のウェハ２１が載置された支持台５４を昇降機構
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５２により開脚状態で水平に保持されたウェハ把持アーム６１ａ、６１ｂの位置まで上昇
させてウェハ把持アーム６１ａ、６１ｂを閉脚することにより、第２のウェハ２１はウェ
ハ把持アーム６１ａ、６１ｂに把持される。
【００７１】
　次に、第２のウェハ２１を反転動作時にウェハ把持アーム６１ａ、６１ｂが支持台５４
や保持部材５４ａに衝突しないように支持台５４を下方に待避させて、回転駆動機構６２
を駆動して第２のウェハ２１を１８０°反転させる。その後、第２のウェハ２１が１８０
°反転した状態で再び支持台５４を上昇させてウェハ把持アーム６１ａ、６１ｂを開脚す
ることにより、第２のウェハ２１を支持台５４に移し替える。続いて、第２のウェハ２１
が載置された支持台５４を下方へ降下させ、図示しないウェハ搬送機構に第２のウェハ２
１を移し替えることにより、上下反転して親水化処理された第２の電極パッド２２が下面
となった第２のウェハ２１は、次のステップＳ１５が行われる。
【００７２】
　次に、図７を参照し、ステップＳ１５において位置合わせ装置を用いて第２のウェハ２
１を第１のウェハ１１上に載置する方法について説明する。図７は、位置合わせ装置の例
を示す側面図である。
【００７３】
　位置合わせ装置７０は、ウェハ搬送アーム７１と、ウェハ搬送アーム７１がウェハＷを
保持した状態で侵入できるチャンバー７２と、位置調整機構７３とを有する。
【００７４】
　チャンバー７２は、下端が開口し、上端が閉止したほぼ円筒状に形成され、第１のウェ
ハ１１を下方から押し上げることにより第２のウェハ２１を第１のウェハ１１に載置する
載置台７８に対して昇降可能になっている。チャンバー７２の周壁の一部には、第２のウ
ェハ２１をウェハ搬送アーム７１を介して搬出入する搬出入口７２ａが形成され、搬出入
口７２ａはゲートバルブ７２ｂによって開閉可能になっている。ゲートバルブ７２ｂは、
図７に示すように、ウェハ搬送アーム７１がチャンバー７２内に侵入した状態で搬出入口
７２ａを閉じ、チャンバー７２内の気密を保持できるようにしてある。チャンバー７２の
上壁にはガス供給管が接続されたガス供給口７２ｃと、ガス排出管が接続されたガス排出
口７２ｄが形成され、ガス供給口７２ｃを介してガス排出口７２ｄから排出するようにし
ている。また、チャンバー７２の下端には、径方向内方へ伸びるフランジ７２ｅが形成さ
れている。
【００７５】
　チャンバー７２のフランジ７２ｅには、第１のウェハ１１の位置合わせを行うための位
置調整機構７３が設けられている。位置調整機構７３の上面にはＯリング７５が設けられ
、Ｏリング７５上にウェハ搬送アーム７１で搬入した第２のウェハ２１の表面を接触させ
て載置するようにしてある。従って、ウェハ搬送アーム７１は、第２のウェハ２１を保持
した状態でチャンバー７２内に侵入し、第２のウェハ２１の表面をＯリング７５に接触さ
せると、第２のウェハ２１の上方に密閉空間７６を形成するようにしてある。
【００７６】
　位置調整機構７３は、図示しないＸ方向、Ｙ方向、θ方向のガイドレール及びそれらの
ガイドレールに沿って僅かな距離だけ往復移動させる図示しない圧電素子を備えており、
Ｘ方向、Ｙ方向、θ方向に位置調整が行えるようにしてある。
【００７７】
　更に位置調整機構７３により第１のウェハ１１の第１の電極パッド１２と、第２のウェ
ハ２１の第２の電極パッド２２との位置合わせを行うときは、例えばＣＣＤ等よりなるア
ライメント機構７９ａ、７９ｂにより、ウェハの周縁部に設けられた位置合わせ用のダミ
ーパッド等を撮像してＸ座標、Ｙ座標を読取り、両者間の位置ずれ量に基づいて、Ｘ方向
、Ｙ方向、θ方向のアライメントを行うことができる。
【００７８】
　ステップＳ１５において、ステップＳ１２が行われた第１のウェハ１１が、チャンバー



(12) JP 5307669 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

７２の位置調整機構７３に保持される。
【００７９】
　次に、ステップＳ１４が行われた第２のウェハ２１をウェハ搬送アーム７１により真空
吸着した後、ウェハ搬送アーム７１を伸ばしてチャンバー７２内に第２のウェハ２１を水
平に搬入し、アライメント機構７９ａ、７９ｂにより観察しながら、第２のウェハ２１の
中心と第１のウェハ１１の中心とが一致する位置でウェハ搬送アーム７１が停止する。次
いで、ウェハ搬送アーム７１が下降し、第２のウェハ２１がＯリング７５と接触した位置
で停止し、ウェハ搬送アーム７１の真空吸着を停止して第２のウェハ２１をＯリング７５
上に載置し、ゲートバルブ７２ｂを閉じてチャンバー７２を密閉する。
【００８０】
　次に、アライメント機構７９ａ、７９ｂにより、それぞれ第１のウェハ１１の周縁部に
設けられた位置合わせ用の第１のダミーパッド１４、第２のウェハ２１の周縁部に設けら
れた位置合わせ用の第２のダミーパッド２４を撮像してＸ座標、Ｙ座標を読取り、両者間
の位置ずれ量に基づいて、位置調整機構７３により第１のウェハ１１の位置を微調整し、
第１のウェハ１１と第２のウェハ２１との、Ｘ方向、Ｙ方向、θ方向のアライメントを行
う。
【００８１】
　次に、チャンバー７２を載置台７８に向けて下降させ、載置台７８のステージ７８ａに
第１のウェハ１１を当接して押し当て、第１のウェハ１１と第２のウェハ２１とを当接さ
せる。すなわち、第２のウェハ２１を第１のウェハ１１に載置する。このとき、チャンバ
ー７２のフランジ７２ｅ及び載置台７８の間は、図示しないＯリング等により、気密に保
持されている。従って、チャンバー７２を密閉した状態で、チャンバー７２内からガスを
排出し、チャンバー７２内を減圧状態とすることができる。
【００８２】
　なお、上述した位置合わせ装置は、一例にすぎず、他の種々の位置合わせ装置を用いる
ことができる。
【００８３】
　本実施の形態によれば、液体の表面張力により電極パッドを移動させる力を利用し、上
下２つの基板を自己整合的に位置合わせして積層することができる。従って、上述した位
置合わせ装置において、高精度のアライメント機構を備える必要がない。高精度のアライ
メント機構がない場合でも、電極パッドが微細化、狭ピッチ化した場合において、基板を
高い精度で位置合わせすることができ、基板の電極パッドを確実に電気的に接続すること
ができる。
【００８４】
　なお、本実施の形態では、載置工程の後、第２の基板に形成された貫通孔にハンダを流
し込んで第１の電極パッドと第２の電極パッドとを電気的に接続する。しかし、貫通孔に
流し込む材料は、流動性及び導電性を有するものであればよく、ハンダに限定されるもの
ではない。従って、第２の実施の形態で後述するように、ハンダに代え、金、銀、白金そ
の他導電性を有する金属をインク、ペースト状の液体等に分散させてなる金属微粒子混合
液を用いてもよい。
（第２の実施の形態）
　次に、図８から図９Ｂを参照し、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法につい
て説明する。
【００８５】
　図８は、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程の手順を説明す
るためのフローチャートである。図９Ａ及び図９Ｂは、本実施の形態に係る半導体装置の
製造方法の積層工程の各工程における基板の構造を模式的に示す断面図である。なお、以
下の文中では、先に説明した部分には同一の符号を付し、説明を省略する場合がある（以
下の実施の形態についても同様）。
【００８６】
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　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、液体として、銀をインク状の液体に分散
させてなる金属微粒子混合液（銀インク）を用いる。また、ハンダを用いない。
【００８７】
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、図８に示すように、第１の親水化処理工
程（ステップＳ２１）と、液体供給工程（ステップＳ２２）と、第２の親水化処理工程（
ステップＳ２３）と、載置工程（ステップＳ２４からステップＳ２７）と、液体蒸発工程
（ステップＳ２８）とを含む。載置工程は、基板反転ステップ（ステップＳ２４）と、載
置ステップ（ステップＳ２５）と、位置合わせステップ（ステップＳ２６）と、エッチン
グステップ（ステップＳ２７）とを含む。
【００８８】
　本実施の形態におけるステップＳ２１からステップＳ２７までの工程は、第１の実施の
形態におけるステップＳ１１からステップＳ１７までの工程と同様である。また、図９Ａ
（ａ）から図９Ｂ（ｇ）のそれぞれは、ステップＳ２１からステップＳ２７の各工程が行
われた後の第１のウェハ１１及び第２のウェハ２１ａの構造を示す。
【００８９】
　ただし、本実施の形態では、液体１５として、銀インクを用いる。また、ハンダを用い
ない。従って、第２のウェハ２１ａには、貫通孔が設けられなくてもよい。
【００９０】
　一方、本実施の形態では、ステップＳ２７が行われた後、第１の実施の形態におけるス
テップＳ１８、ステップＳ１９よりなるハンダ供給工程を行わず、ステップＳ２８の液体
蒸発工程を行う。図９Ｂ（ｈ）は、ステップＳ２８の工程が行われた後のウェハの構造を
示す。
【００９１】
　図９Ｂ（ｈ）に示すように、ステップＳ２８では、銀インクよりなる液体１５の液体部
分が蒸発することによって、銀インクが乾燥して固化し、第１の電極パッド１２と第２の
電極パッド２２とを電気的に接続することにより、積層形成される。
【００９２】
　また、金属微粒子混合液として、銀インクに代え、金、銀、白金その他導電性を有する
金属をインク、ペースト等の液体に分散させたものを用いることができる。
【００９３】
　本実施の形態でも、金属微粒子混合液の液体部分の表面張力により電極パッドを移動さ
せる力を利用し、上下２つの基板を自己整合的に位置合わせして積層することができる。
従って、高精度のアライメント機構がない場合でも、電極パッドが微細化、狭ピッチ化し
た場合において、基板を高い精度で位置合わせすることができ、基板の電極パッドを確実
に電気的に接続することができる。
（第３の実施の形態）
　次に、図１０から図１１Ｂを参照し、第３の実施の形態に係る半導体装置の製造方法に
ついて説明する。
【００９４】
　図１０は、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法の積層工程の各工程の手順を説明
するためのフローチャートである。図１１Ａ及び図１１Ｂは、本実施の形態に係る半導体
装置の製造方法の積層工程の各工程における基板の構造を模式的に示す断面図である。
【００９５】
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、液体に代えて溶融したハンダを用い、溶
融したハンダにより、位置合わせを行う。
【００９６】
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、図１０に示すように、第１の濡れ性処理
工程（ステップＳ３１）と、ハンダ供給工程（ステップＳ３２）と、第２の濡れ性処理工
程（ステップＳ３３）と、載置工程（ステップＳ３４からステップＳ３６）と、ハンダ固
化工程（ステップＳ３７）とを含む。載置工程は、基板反転ステップ（ステップＳ３４）
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と、載置ステップ（ステップＳ３５）と、位置合わせステップ（ステップＳ３６）とを含
む。
【００９７】
　初めに、ステップＳ３１の第１の濡れ性処理工程を行う。第１の濡れ性処理工程は、第
１の電極パッド１２が形成された第１のウェハ１１ｂを準備し、第１の電極パッド１２の
濡れ性処理を行う工程である。図１１Ａ（ａ）は、ステップＳ３１の工程が行われた後の
第１のウェハ１１ｂの構造を示す。濡れ性処理が行われた第１の電極パッド１２の表面を
１３で表す。濡れ性処理としては、特に限定されるものではなく、フラックスを塗布する
方法等を用いることができる。
【００９８】
　また、第１の電極パッド１２の濡れ性処理を行うとともに、第１の電極パッド１２以外
の部位を例えばソルダーレジスト等により被覆する被覆処理を行ってもよい。図１１Ａ及
び図１１Ｂに示す例では、第１の電極パッド１２以外の部位をソルダーレジスト１８によ
り被覆した例を示す。
【００９９】
　なお、第１のウェハ１１ｂに、第１の電極パッド１２以外に、第１のダミーパッド１４
を形成してもよいのは、第１の実施の形態と同様である。
【０１００】
　次に、ステップＳ３２のハンダ供給工程を行う。ハンダ供給工程は、第１の電極パッド
１２の表面１３が濡れ性処理され、それ以外の部位がソルダーレジスト１８により被覆等
された第１のウェハ１１ｂ上に溶融したハンダ２７を供給する工程である。図１１Ａ（ｂ
）は、ステップＳ１２の工程が行われた後の第１のウェハ１１ｂの構造を示す。
【０１０１】
　図１１Ａ（ｂ）に示すように、濡れ性処理された第１の電極パッド１２の表面１３上又
は表面１３の近傍に、溶融したハンダ２７を供給する。溶融したハンダ２７を供給する方
法としては、特に限定されず、溶融したハンダを塗布、噴霧、吐出等の種々の供給方法を
用いることができる。図１１Ａ（ｂ）に示すように、第１の電極パッド１２の表面１３が
濡れ性処理され、第１の電極パッド１２以外の部位がソルダーレジスト１８に被覆されて
いるため、供給される溶融したハンダ２７は、第１の電極パッド１２の表面１３上又は表
面１３の近傍から他の部位へ移動することはない。
【０１０２】
　あるいは、ハンダが溶融しない温度に保持した状態で、濡れ性処理された第１の電極パ
ッド１２の表面１３上又は表面１３の近傍にハンダボールを載置し、その後第１のウェハ
１１ｂの温度を上昇させてハンダを溶融させてもよい。
【０１０３】
　また、第１のウェハ１１ｂに第１のダミーパッド１４が形成されている場合には、第１
のダミーパッド１４にも溶融したハンダ２７が塗布される。
【０１０４】
　次に、ステップＳ３３の第２の濡れ性処理工程を行う。第２の濡れ性処理工程は、第２
のウェハ２１ｂを準備し、第２のウェハ２１ｂに形成された第２の電極パッド２２の濡れ
性処理を行う工程である。図１１Ａ（ｃ）は、ステップＳ３３の工程が行われた後の第２
のウェハ２１ｂの構造を示す。濡れ性処理が行われた第２の電極パッド２２の表面を２３
で表す。濡れ性処理としては、特に限定されるものではなく、第１の濡れ性処理工程と同
様に、フラックスを塗布する方法等を用いることができる。
【０１０５】
　また、第２の電極パッド２２の濡れ性処理を行うとともに、第２の電極パッド２２以外
の部位を例えばソルダーレジスト２８等により被覆する被覆処理を行ってもよいことは、
第１の濡れ性処理工程と同様である。また、第２のウェハ２１ｂにも、第２の電極パッド
２２以外に、第２のダミーパッド２４を形成してもよい。
【０１０６】
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　次に、ステップＳ３４からステップＳ３６の載置工程を行う。載置工程は、第２のウェ
ハ２１ｂを上下反転し、溶融したハンダ２７が供給された第１のウェハ１１ｂ上に、第２
のウェハ２１ｂを載置し、第１の電極パッド１２と第２の電極パッド２２との位置合わせ
を行う工程である。載置工程は、基板反転ステップ（ステップＳ３４）と、載置ステップ
（ステップＳ３５）と、位置合わせステップ（ステップＳ３６）とを含む。また、ステッ
プＳ３４からステップＳ３６の各ステップが行われた後の基板の構造を、図１１Ａ（ｄ）
から図１１Ａ（ｆ）のそれぞれに示す。
【０１０７】
　最初に、ステップＳ３４の基板反転ステップを行う。基板反転ステップは、図１１Ａ（
ｄ）に示すように、第１の実施の形態におけるステップＳ１４と同様に行うことができる
。
【０１０８】
　次に、ステップＳ３５の載置ステップを行う。載置ステップでは、図１１Ａ（ｅ）に示
すように、表面に溶融したハンダ２７が供給された第１のウェハ１１ｂ上に第２のウェハ
２１ｂを載置する。すなわち、濡れ性処理された第１の電極パッド１２の表面の上及び近
傍に溶融したハンダ２７が塗布された状態で、第１のウェハ１１ｂの第１の電極パッド１
２が形成された面と第２のウェハ２１ｂの第２の電極パッド２２の形成された面とを対向
させて第２のウェハ２１ｂを載置する。
【０１０９】
　このとき、位置合わせ機構等を有する位置合わせ装置により位置合わせを行った上で第
１のウェハ１１ｂ上に第２のウェハ２１ｂを載置してもよいのは、第１の実施の形態にお
けるステップＳ１５と同様である。
【０１１０】
　ステップＳ３５で第１のウェハ１１ｂ上に載置された第２のウェハ２１ｂは、図１１Ａ
（ｆ）に示すように、ステップＳ３６において、第１のウェハ１１ｂとの間で自己整合的
に位置合わせがなされる。これは、溶融したハンダ２７が、第１のウェハ１１ｂ、第２の
ウェハ２１ｂのそれぞれに対し、濡れ性を有する部位に接するように移動すること、また
、溶融したハンダ２７自体が、表面張力により広がることなく一部に集約すること、によ
るものである。
【０１１１】
　また、第１のウェハ１１ｂに第１のダミーパッド１４があり、第２のウェハ２１ｂに第
２のダミーパッド２４がある場合には、第１のダミーパッド１４と第２のダミーパッド２
４とが液体を介して位置合わせされる。
【０１１２】
　次に、ステップＳ３７のハンダ固化工程を行う。ハンダ固化工程は、ハンダ２７を固化
して第１の電極パッド１２と第２の電極パッド２２とをハンダ接合する工程である。図１
１Ｂ（ｇ）は、ステップＳ２０の工程が行われた後のウェハの積層構造を示す。
【０１１３】
　図１１Ｂ（ｇ）に示すように、例えばウェハの積層構造全体を冷却する、または自然に
冷却させる等により、ハンダ２７が固化し、第１の電極パッド１２と第２の電極パッド２
２とを電気的に接続することにより、積層構造が形成される。
【０１１４】
　本実施の形態では、液体を用いないが、溶融したハンダを用いて位置合わせをし、その
後ハンダを固化することによって、第１の電極パッドと第２の電極パッドとを位置合わせ
した状態で電気的に接続することができる。
【０１１５】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について記述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
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【０１１６】
１１、１１ｂ　第１のウェハ
１２　第１の電極パッド
１４　第１のダミーパッド
１５　液体
２１、２１ａ、２１ｂ　第２のウェハ
２２　第２の電極パッド
２４　第２のダミーパッド
２７　ハンダ

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９Ａ】
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【図９Ｂ】 【図１０】

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】
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