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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス系材料からなるフラット基板を構造化する方法であって、以下のステップ:
・ 半導体材料からなる半導体フラット基板とガラス系材料からなるガラス系フラット基
板を提供するステップ、
・ 該半導体フラット基板の少なくとも1つの表面を構造化して該表面に窪みを設けるステ
ップであって、該半導体フラット基板の構造化が、マイクロメートル領域および/または
サブマイクロメートル領域の構造寸法を有する構造が形成されるように、リソグラフィー
法およびそれに続くエッチング法により行われるステップ、
・ 該半導体フラット基板の該構造化表面が該ガラス系フラット基板の表面に少なくとも
部分的にそれを覆って接合されるように、該半導体フラット基板の該表面を該ガラス系フ
ラット基板に接合するステップ、
・ 該ガラス系材料の少なくとも一部分が該半導体フラット基板の該構造化表面の該窪み
に流入するように、接合した該フラット基板をテンパー処理するステップ、
・ 該ガラス系フラット基板が該半導体フラット基板の該構造化表面と同一平面上にある
表面をもつように、少なくとも再固化した該ガラス系フラット基板から材料を除去するス
テップ、
の組合せにより行われ、
且つ、前記接合ステップにおいて負圧が加えられ、該負圧が、前記接合の後、前記半導体
フラット基板と前記ガラス系フラット基板の間にある前記半導体フラット基板の前記表面
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の前記窪み中に保持される、
上記方法。
【請求項２】
　前記組合せが、前記半導体フラット基板の前記表面と同一平面上にある前記窪みに流入
した前記ガラス系材料の少なくとも一部が露出するまで、前記ガラス系フラット基板に接
合された前記表面の反対側にある前記半導体フラット基板の表面で半導体材料を除去する
ステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記組合せが、前記半導体材料を窪みに流入したガラス系材料から分離するステップを
さらに含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記半導体材料をエッチングにより除去することにより前記半導体材料を前記窪みに流
入したガラス系材料から分離する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記2枚のフラット基板を接合する前に前記2枚のフラット基板間に分離層を設け、前記
分離層は前記半導体フラット基板の前記構造化表面上に構造を保持するように適用され、
前記分離層が熱的および/または化学的作用の過程で破壊されることにより前記2枚のフラ
ット基板の前記分離が行われる、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記基板の融点よりも低い融点を有する金属層が前記分離層として利用される、請求項
５に記載の方法。
【請求項７】
　酸素および/または熱エネルギーが加えられたときに化学変化する被酸化性層が前記分
離層として利用される、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　カーボンコーティング、ダイヤモンド様層、またはSiCが、前記分離層として利用され
る、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記ガラス系材料および前記半導体材料が同一の熱膨張係数を有する、請求項１～８の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ガラス系フラット基板がボロンシリケートガラスである、請求項１～９のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記半導体フラット基板がシリコン基板である、請求項１～９のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記半導体フラット基板と前記ガラス系フラット基板との前記接合が陽極接合により行
われる、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　テンパー処理するステップを高圧条件下で行う、請求項１～１２のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記ガラス系材料が前記窪みに完全に充填されたときに前記半導体フラット基板の前記
窪み中への前記ガラス系材料の流入が停止されるように、温度および継続時間を制御する
ことにより、前記テンパー処理が行われる、請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記2枚のフラット基板の分離後、前記ガラス系フラット基板が、このフラット基板を
垂直に貫通する貫通孔が得られるように背面から研磨される、請求項３～１４のいずれか
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１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記貫通孔が導電性材料で充填される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　窪みの形態の前記構造が10:1のアスペクト比(高さつまり深さ:幅)を有する、請求項１
～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　導電性材料を内包する、マイクロメートル領域および/またはサブマイクロメートル領
域の構造寸法を有する構造の貫通孔により、ガラス系フラット基板がその基板表面で垂直
に貫通されている、請求項１７に記載の方法によって作製されたガラス系フラット基板。
【請求項１９】
　前記貫通孔が10:1のアスペクト比(高さつまり深さ:幅)を有する、請求項１８に記載の
ガラス系フラット基板。
【請求項２０】
　導電性材料で満たされた前記貫通孔がアレイ状に配置されている、請求項１８又は１９
に記載のガラス系フラット基板。
【請求項２１】
　マイクロエレクトロニクスまたはマイクロメカニクスにおける電気接触部品のための、
請求項１８～２０のいずれか１項に記載のガラス系フラット基板の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス系材料からなるフラット基板を構造化する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現代のマイクロエレクトロニクスまたはマイクロメカニクスにおける材料として、ガラ
スまたはガラス系材料は、半導体材料の熱膨張係数に匹敵する低い熱膨張係数をもつ点で
、他の材料よりも、とくにプラスチックよりも、多くの利点を有するうえに、大きな機械
的および化学的安定性をも備えている。その結果として、これらの材料は、多くの技術分
野でかなり重要視されるようになってきた。
【０００３】
　しかしながら、ガラスをマイクロ構造化するのに利用可能なエッチング方法には、これ
まであまり好適でないものしかなかったので、技術的に興味深い製品、とくに、ガラス製
のマイクロメカニカル部品およびマイクロエレクトロニック部品の製造には、とりわけ、
大きな制約が存在する。したがって、現在のところ、鋸引き、研削、研磨、掻落し、超音
波、またはサンドブラストのような機械的方法だけが利用される。その結果として、ガラ
スを構造化することのできる可能性は、かなり抑えられている。しかしながら、これらの
従来の加工方法を用いた場合、マイクロメートル領域において、とくにサブマイクロメー
トル領域において、半導体部品技術に要求される必要精度でガラスを構造化することは不
可能である。
【０００４】
　構造化にはこうした大きな制約があるため、マイクロ構造体を作製するための現在知ら
れているいずれの方法においても、プラスチックが使用されている。たとえば、DE 43 07
 869 A1には、成形インサートを利用して、プラスチック材料または焼結材料でマイクロ
構造体を成形する方法が記載されている。マイクロ構造化成形インサートは、微細精密機
械加工による付加的または除去的構造化を利用して、金属、セラミックス、ガラス、石、
または単結晶性材料からなる固形体から作製される。次に、成形インサートを自由流動性
材料で満たし、カバーし、硬化後、材料を成形インサートから分離する。しかしながら、
このようにして作製されるマイクロ構造体にも、高い熱膨張係数を有するうえにガラス系
材料と比較して機械的および化学的安定性をほとんど備えてない材料から作製されるとい
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う欠点がある。
【０００５】
　WO 97/19027 A1には、生体サンプル材料が配置されるトラフ構造を有するベース基板お
よびその製造方法が記載されている。ベース基板を構造化するために、容易に成形できる
ように加熱し、所要の温度に達したら、非変形性材料からなるスタンプユニットをベース
基板に適用する。次に、ベース基板を冷却し、スタンプユニットを除去する。ここに記載
されている方法を用いてガラス系材料からなるベース基板を成形することも可能であるが
、この方法では、まったく同一の支持体上に局所的に要求される性質に応じたガラスとシ
リコンの任意の領域の組合せを得ることはできない。
【０００６】
　ガラスを取扱う際の技術的制約の打開策を見いだせば、シリコンとガラスの複合材料が
主要な役割を果たす新しい応用分野が開かれるであろう。そのような複合要素を用いれば
、両方の材料の補完的性質を利用することができるであろう。たとえば、シリコンと比較
して、ガラスは、非常に低い電気伝導率および熱伝導率を有しているが、シリコンとは異
なり、可視波長域で光透過性である。
【０００７】
　さらに、シリコンに加えて、ガラスまたはガラス系材料は、マイクロメカニカル部品の
実現に重要な役割を果たす。とくに、ウェハレベルでの部品の封入に関連して、ガラスは
、絶縁材料として利用されることが多い。しかしこの場合にもまた、マイクロ構造化の際
に上記の制約に直面する。
【０００８】
　先行技術の方法では、マイクロ領域およびサブマイクロ領域で幾何学形状を横方向に自
由に所定の寸法に合わせることのできる精密構造を、シリコンなどの半導体およびガラス
から製造することはできない。しかしながら、まったく同一の支持体上でガラスとシリコ
ンの任意の領域を組合せることができるように、とくに、局所的に要求される性質に応じ
て所定の寸法に合わせるために、このことが望まれる。
【発明の開示】
【０００９】
発明の概要
　本発明の目的は、ガラスまたはガラス系材料、好ましくは、マイクロ領域およびサブマ
イクロ領域の構造寸法を有するフラット基板の形態のガラスまたはガラス系材料に対して
、ほとんど任意の所望の構造化を行うことができるように、ガラス系材料からなるフラッ
ト基板を構造化する方法を提供することである。とくに、材料のガラスは、加工性および
半導体材料としての使用範囲に関して、マイクロエレクトロニクスにおいてもマイクロメ
カニクスにおいても同等な重要性をもつはずである。この方法は、このようにして構造化
されるガラス系フラット基板の正確でかつできるかぎり費用効率のよい製造を可能にする
ものでなければならない。さらに、この方法は、半導体基板とガラス系フラット基板との
十分な接触および所望の方法による複合形態での構造化を可能にするものでなければなら
ない。
【００１０】
　本発明の目的にかなった解決法を請求項1に示す。請求項21に記載の内容は、この方法
を用いて製造および構造化されたガラス系フラット基板である。さらに、この方法を用い
て製造可能な製品の好ましい使用を示す。従属請求項および説明(とくに図面に関連した
説明)の内容は、本発明の概念をさらに発展させた特徴に関する。
【００１１】
　本発明の方法では、半導体加工で用いられる従来の成形法を利用する。たとえば、成形
法、とくに単結晶性シリコンの成形法は、半導体技術に広く普及しており、標準的な方法
である。リソグラフィー法と、湿式化学的等方性および異方性エッチング法ならびに種々
のドライエッチング法とを組合せれば、実際上任意の構造化シリコン表面を製造できる多
くの可能性が得られる。半導体技術で大量使用すれば、これらの費用効率が向上する。
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【００１２】
　以下の本発明の方法の目標は、半導体技術でうまく利用されている構造化法をガラスま
たはガラス系材料に応用できるようにすることである。本発明の方法は、以下のプロセス
ステップを含む。
【００１３】
　最初に、たとえばシリコンウェハの形態で、半導体材料からなる半導体フラット基板を
提供する。この基板を先行技術の方法により後続のステップで構造化する。たとえば、シ
リコン基板、好ましくは単結晶性ウェハに適用された感光性ワニス中にディジタル構造ま
たは連続構造を従来のリソグラフィー法により転写する。ディジタル構造を転写する標準
的方法は、半導体産業で慣用される密着露光または投影露光である。その結果、グレイト
ーンリソグラフィーを用いてほとんど任意の造形表面を画像化することさえ可能である。
露光後、未露光ワニス領域を現像液中で除去する。エッチング法によりワニスのトポグラ
フィーをシリコン中に転写する。利用可能なエッチング法は、湿式化学的エッチング法(K
OH法)およびとくにプラズマエッチング法(プラズマエッチング、反応性イオンエッチング
(RIE))である。いずれの方法を用いても、サブマイクロメートル領域の構造寸法を有する
比較的深い構造を作製することが可能である。
【００１４】
　次に、半導体フラット基板の表面をガラス系フラット基板に密着接合し、半導体フラッ
ト基板の構造化表面を、ガラス系フラット基板の表面に、少なくとも部分的にそれを覆う
ように接合する。陽極接合は、2枚のフラット基板を堅固に密着接合して2つのフラット表
面間に気密結合を形成するのにとくに適している。
【００１５】
　2枚のきわめてフラットな基板(通常、金属基板と絶縁体基板とを含む)をいわゆる「ホ
ットプレート」上で加熱する陽極接合は、1960年代の終わりから知られている。以上に記
載の例では、半導体基板とガラス系基板を接合する。さらに、1000Vまでの電圧を2枚のフ
ラット基板間に印加する。負極がガラス系基板に位置する場合、ガラスマトリックス中の
移動性陽イオンはカソードの方向にさまよう。不動性つまり静止した酸素イオンは、半導
体との境界に負に荷電した空間領域を形成する。一方では、生じた静電力により2つの基
板表面間で密着が起こる。他方では、半導体フラット基板(たとえばシリコンウェハ)とガ
ラスとの境界の強力な電界により電気化学反応が起こり、その過程で境界に酸化物が形成
される。この酸化物が2枚の基板を接合する。シリコンとガラスの陽極接合では、熱膨張
係数の点でシリコンとの適合性が高いボロンシリケートガラス(PyrexTM、BorofloatTM)が
ガラス系フラット基板として利用される。しかしながら、この方法では、ディスク形態で
存在する2種の材料が互いに積重ねられる(1回または複数回)。
【００１６】
　次に、結合されたフラット基板をテンパー処理することにより、あらかじめ構造化され
た半導体フラット基板からガラス系フラット基板上への実際の構造転写ステップを行う。
ガラス温度TGを超える塑性領域までガラス系材料を加熱するファーネスステップの過程で
、ガラス材料は、半導体フラット基板中の構造開口つまり窪みを満たす。密着結合された
2枚のフラット基板の符号する冷却を行うが、熱膨張係数が同等であるかさらには同一で
あるために最小の熱張力を生じるにすぎないかまたはまったく生じない。その後、ガラス
系フラット基板は、フラット半導体構造をネガ型の形態で備える。
【００１７】
　次に、この加工ステップの終了後に複合フラット基板が形成されるように、ガラス系フ
ラット基板の表面をあらかじめ構造化された半導体表面まで研削し、そしてたとえば化学
的機械的研磨により研磨する。これにより、半導体材料、とくに単結晶性シリコンを用い
たときにしかこれまで得ることのできなかった構造寸法を有するガラスまたはガラス系材
料が形成される。
【００１８】
　さらに有利な加工ステップでは、次に、過剰の半導体材料(たとえばシリコン)をも研削
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および研磨により除去するように半導体フラット基板の背面を加工する。このようにする
と、ある領域は半導体材料からなり他の領域はガラス系材料からなる基板が得られる。
【００１９】
　さらに、たとえば、ガラス基板中に細い穴または貫通孔を設けるために、さらなるエッ
チングプロセスで半導体材料を除去することができる。貫通孔を正確に開けるために、つ
まり対応する開口輪郭を得るために、続いて、さらなる機械的研削および研磨ステップを
行うことも可能である。
【００２０】
　加熱状態のガラスの流動性を利用することにより、たとえばシリコンマスターの形態の
構造化半導体フラット基板からガラス系材料に表面トポグラフィーを正確に転写すること
が可能であり、これにより、製造上および精度に関してかなりの利点が得られる。たとえ
ば、シリコン技術の利点(サブμm領域までの正確な成形法、多種多様な構造化の可能性)
をガラスの良好な材料特性と組合せることができる。
【００２１】
　もとの半導体フラット基板の構造高さが十分に大きくかつ適切なガラス流動法を用いて
ガラス系フラット基板中に完全に転写されるならば、新しい複合基板を完全に貫通して延
在する領域を作製することができる。面積分布に依存して、シリコンダクトを有するガラ
スウェハまたはガラスウィンドウを有するシリコンウェハをこのように作製することがで
きる。
【００２２】
　ここでとくに重要な点は、2種の材料、たとえば、シリコンとガラス(Pyrex（登録商標
）、Tempax（登録商標）、またはBorofloatガラスのようなボロンシリケートガラス)の非
常に良好な熱的適合性である。シリコンとPyrex（登録商標）ガラスの熱膨張係数はほと
んど完全に一致するので、熱的に均一な基板を作製することができる。とくに、熱誘起応
力から生じる影響、たとえば、基板が亀裂を生じたり変形したりする傾向は、見られない
。
【００２３】
　2枚の基板の厚さは、通常、0.1mmと1mmの間である。半導体フラット基板およびガラス
系フラット基板のセグメント化の横方向の幾何学形状は、基本的にはなんら制約されない
ことを指摘しておく。異なる材料の領域は、連続的であっても連続的でなくてもよい。領
域の最小の寸法は、主要な半導体構造化法の精度およびウェハまたはチップの機械的安定
性に依存する。異方性ドライエッチング(「深いRIE」)を用いると、シリコン構造で10:1
のアスペクト比(高さ:幅)を得ることができるので、たとえば、500μmの厚さを有するガ
ラスウェハ中に50μmの直径を有する貫通孔または穴を形成することができる。しかしな
がら、最も微細なガラス構造は、たとえば、細孔エッチングによりシリコン中にエッチン
グすることのできる非常に微細な穴よりも小さい寸法をもちうる。
【００２４】
図面の簡単な説明
　添付の図面を参照し、好ましい実施形態を用いて、本発明について以下でより明確に例
示するが、本発明の概念の範囲または精神を限定しようとするものではない。
【００２５】
本発明の実施方法、商業上の利用可能性
　本発明の方法のステップのフロー図を図1に示す。図1a～1fには、ガラス系フラット基
板に対応する斜線フラット領域が示されている。黒色フラット領域は、好ましくは所定の
方法で構造化された半導体フラット基板に関する。
【００２６】
　図1aでは、すでにあらかじめ構造化された半導体フラット基板上にガラス系フラット基
板を陽極接合により密着接合させる。このようにして、2枚のフラット基板は、半導体フ
ラット基板の表面内の窪みの幾何学形状により与えられた中間領域を囲む。有利には、図
1aによる陽極接合に続くテンパー処理ステップ(図1b)で、ガラス温度以上に加熱されたガ
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ラス系フラット基板があらかじめ構造化された半導体フラット基板の構造開口中に完全に
拡がるように、真空条件下で2枚のフラット基板の接合を行う。好ましくはファーネス法
により行われるテンパー処理ステップを、常圧条件下または高圧条件下で行う。塑性ガラ
ス材料を構造開口中に押込む駆動力は基本的には構造開口内部に閉じ込められた真空であ
るが、テンパー処理用ファーネス内部に存在するそれぞれの過圧条件によりプロセスを支
援することができる。しかしながら、一定温度および対応するプロセス時間において、ガ
ラス系フラット基板の材料特性は、構造形成の特徴および精度に決定的な影響を及ぼす。
【００２７】
　こうして密着係合された2枚のフラット基板を符号するように冷却した後、研削法およ
び/または研磨法を用いて材料を除去する。後続の適用方法に依存して、図1cのように、
構造化半導体領域をできるかぎり微細に含有するガラス系フラット基板が得られるように
半導体フラット基板を下側から除去するか、または図1dのプロセスステップに従って、ガ
ラス系フラット表面が半導体フラット表面の構造化表面と同一平面上にくるようにガラス
系フラット基板を上側から除去する(図1d参照)。
【００２８】
　最後に、構造化領域を越えて突出するそれぞれのフラット基板の部分を除去するさらな
る材料除去プロセスの結果を図1eに示す(図1c、1d参照)。この段階で、多数の半導体貫通
孔によって完全に貫通した非常に微細に構造化されたガラス系フラット基板が得られる。
以下で説明するように、そのようなタイプの複合部品は、マイクロエレクトロニック部品
の電気接触に利用することができる。
【００２９】
　図1に示される半導体材料領域を除去するエッチングプロセスの後で形成された穿孔つ
まり完全貫通孔を備えたガラス系フラット基板を図1fに示す。
【００３０】
　図中1fに示されるエッチングプロセスによる構造化半導体フラット基板の完全除去の代
替手段として、2枚のフラット基板間に適切な分離層を配置して、たとえば、テンパー処
理ステップに続いて冷却を行った後、2枚のフラット基板を完全に分離することもできる
。このように、適切な分離層を配置することにより、あらかじめ構造化された半導体フラ
ット基板の再利用を実現することが可能であり、これによりプロセスコストをかなり削減
することができる。この目的のために、2枚のフラット基板を接合する前に、2枚のフラッ
ト基板間に1層または複数層の分離層を配置する必要がある。基本的に、以下のようにい
くつかの方法でこれを行うことが可能である。
【００３１】
　a) シリコンへのガラスの接着を防止するカーボンコーティング(ダイヤモンドコーティ
ングまたはダイヤモンド様コーティング、SiCコーティングも可)をシリコンウェハなどの
半導体フラット基板上に適用する。ウェハ縁で2つのウェハを真空密に接合する半田リン
グによりシリコンウェハとガラスウェハの接合を行う。半田はガラスが流動するプロセス
温度で流体になるが、コーティングつまりカーボンコーティングの施されていないガラス
のウェッティングは少ないので、ウェハ間への半田の浸透は防止される。2つのウェハの
分離は、純粋に機械的に行うか、またはエッチングを利用して半田リングを除去すること
により行うか、または2枚の基板間の酸化プロセス(約400～500℃)を利用してカーボンコ
ーティングを除去することにより行うことができる。この分離層の状態によっては、シリ
コンウェハをさらに使用する前に、これらのコーティングを再度適用しなければならない
こともある。
【００３２】
　b) タンタルなどの適切な金属からなる接着促進コーティングをシリコンウェハに適用
する。スズなどの他の金属をこのコーティング上に適用する。スズもまた、シリコンへの
ガラスの接着を防止し、ガラス流動プロセス時、流体である。2つのウェハの分離は、ス
ズの融点を超える追加のテンパー処理ステップで純粋に機械的に行うか、またはシリコン
およびガラスに対して選択的に金属をエッチング除去することにより行うことができる。
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【００３３】
　c) (たとえば、陽極接合により)ガラスウェハに直接接合される第2のコーティングをシ
リコンウェハ上に適用する。例は、シリコン、チタン、アルミニウム、またはタンタルで
ある。全プロセスの最後に、エッチングによりガラスまたはシリコンに対してして選択的
にこの犠牲コートを除去する。もとのシリコンウェハが攻撃されないように、適切なコー
ティング(たとえば、窒化ケイ素、炭化ケイ素)をウェハに施すこともできる。
【００３４】
　適切な分離層を用いれば、シリコンウェハを複数回再利用できるように製造プロセスを
改良することができる。状況によっては、再使用する前に分離層を再度適用しなければな
らない。最後に、完全貫通孔を得るために、シリコンウェハを除去した後に得られた構造
化ガラスウェハを背面から研磨する必要がある。これらの貫通孔は、さらなるプロセスで
、たとえば、ガルバニックに金属で満たすことができる。
【００３５】
　マイクロエレクトロニクスおよびマイクロシステム技術では、一般に、チップの縁に位
置するパッドを用いて電気接触が行われる。しかしながら、いくつかの用途では、これは
欠点を有するので、望ましくない。たとえば、以下の理由が挙げられる。
【００３６】
　・ 電気的な理由。たとえば、低容量信号の場合または高周波信号の場合、信号損失を
減少させる目的で。電気ダクトを用いれば、縁を介して接続するよりも、小さい直列抵抗
、より低い散乱能、より低い誘導率が得られる。
【００３７】
　・ スペース上の理由。このことは、とくに、複数のチップのアレイをシームレスに集
積しなければならないシステム、たとえば、大表面ディテクターアレイまたはマイクロミ
ラーアレイにあてはまる。これらの場合には、パッド領域を内部のチップ上に収容しなけ
ればならない。単一部品の場合、たとえば、医療用マイクロプローブ(刺激用または位置
決め用の電極)の場合も、スペースの問題を生じることが多い。
【００３８】
　・ 複数の機能性チップを互いに積重ねてスタックを形成する場合。たとえば、上端レ
ベルをセンサー(たとえば、光学センサー)から構成し、下側チップに信号処理用電子部品
を配置することができる。
【００３９】
　・ サンプルカードは、チップ、ウェハ、またはプリント板の自動化電気試験を行うた
めのマイクロコンタクトアレイからなる。この場合、電気的な理由で、大きいサンプルカ
ードのときにはさらにスペース上の理由で、貫通接触が望ましい。
【００４０】
　これらの場合、チップを貫通する貫通接触は、本発明の方法で加工されたガラス基板を
用いて実施可能な一選択肢である。
【００４１】
　電気接点(黒色領域)を散在させて加工されたガラスウェハ(白色領域)の図解上面図を図
2に示す。そのようなタイプの構造は、図1eに記載のプロセスステップで得られる。ガラ
スウェハを貫通する電気接点は、高導電性シリコン(分離層を用いないプロセス)または金
属(分離層を用いるプロセスおよびそれに続くガラスウェハ内部の自由貫通孔へのプレー
ティングアップ)から構成することができる。
【００４２】
　このようにして構造化した基板を高周波領域1～100GHzのマイクロメカニカル部品の作
製に使用することはとくに有利であると思われる。この具体例を図3a)およびb)に示す。
この例では、電気ダクトを有するガラス基板上にマイクロメカニカル部品(マイクロメカ
ニカルスイッチ)を設置する(図3a)。全製造プロセスの最後に、半田プロセスにより全構
造を気密封入する。この際、2つのウェハ間にも電気接点が形成される。このほか、電気
接点を蓋に配置することもできる(図3b)。
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【００４３】
　図2に示される電気接点領域は、熱の選択的除去にも役立つ。ガラス基板中の特定の領
域で熱を除去しなければならない用途で、使用可能である。このように、シリコンダクト
または金属ダクトは、熱伝導路として役立つ。
【００４４】
　絶縁された電気ダクトが得られるようにリング形ガラス領域(白色領域)を備えたシリコ
ンウェハ(黒色領域)の好ましい実施形態を図4に示す。そのようなタイプの構造体は、図1
eに記載のプロセスステップの一部分として改変された形態で得ることもできる。電気的
、熱的、または光学的な理由から特定の領域でガラスを利用するようなタイプのシリコン
ウェハは、以下のような多種多様な用途に適している。
【００４５】
　・ 断熱領域を有するシリコンウェハ
　この用途に適しているのは、図1dまたは1eに記載の構造である。シリコンウェハ上の断
熱領域は、熱電対列、ボロメーター、またはパイロ電気センサーなどの熱センサーでとく
に必要とされる。これまで、これらのタイプのセンサーについては、確実な断熱を行うた
めに、チップ中またはチップ上に膜構造が形成された。しかしながら、安定性の点で、こ
れらのセンサーは、高い機械的応力に暴露される領域での使用に適していなかった。
【００４６】
　・ 絶縁領域を有するシリコンウェハ
　この場合にも、図1dまたは1eに記載の構造が使用可能である。とくに、高いQファクタ
ーを有する受動高周波部品(たとえば、誘導性部品)またはMEMS部品をガラス領域に配置す
ることができる。純粋なシリコン基板上では、基板が損失するため、高いQファクターを
達成することができない。
【００４７】
　・ 光学ウインドウを有するシリコンウェハ
　この場合、図1cまたは1eに記載の構造を利用することができる。たとえば、特殊な形状
を有する光コリメーターまたは狭い開口を有するコリメーターアレイに使用することが可
能である。
【００４８】
　一般的には、事前にウェハレベルで気密結合を形成することは、マイクロシステム技術
における重要なトピックである。いずれにせよ、有害な周囲条件から可動性マイクロ構造
を、最良のケースでは、ウェハレベルで保護しなければならない。ウェハレベルでの封入
にかかるコストの面のほかに、所要の逐次プロセスにおける保護が重要な役割を果たす。
さらに、気密封止を必要とすることが多いので、封止領域下における電気ダクトの問題の
発生は避けがたい。これに関連して、本発明の方法を用いれば、マイクロエレクトロニッ
ク部品の封入に関し、CSP技術(チップサイドパッケージング)が支援される。
【００４９】
　シリコンセンサーの場合、ガラス半田に基づく方法は満足すべきものであることが実証
されているが、それは約400℃のプロセス温度を必要とする。この温度は、たとえば、金
属マイクロ素子の場合、明らかに高すぎる。さらに、ガラス半田に基づく接合方法は、比
較的低いトポグラフィー(約O.5μm)を封止するのに適しているにすぎない。
【００５０】
　一方、半田付けを行えば、250～300℃未満の温度で気密接合を形成することができる。
しかしながら、この場合、利用可能な絶縁材料およびその製造可能な厚さでは大きな容量
結合の問題の発生は避けがたい。このため、そのようなダクトは、実際上、高周波用のマ
イクロメカニカル部品の製造には適していない。基板または蓋を貫通するダクトを使用し
たときだけ、ダクトの十分な分離が可能である。
【００５１】
　すでに述べた側面のほかに、完成チップの取扱い性が改良されることも、ダクトの作製
のおかげである。とくに、そのような方法で組立てられた部品はまた、フリップチッププ
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ロセスでの使用、またはSMD部品などとしてプリント板に配設する際のチップの直接的使
用にさえも、適している。
【００５２】
　結論として、本発明の方法を用いれば、複数の単一構造化ガラス系フラット基板を並行
して製造することが可能であり、さらにバッチプロセスで行うことも可能であり、したが
って、本発明の方法は工業的大量生産にとくに適していることを指摘しておく。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】構造化ガラス系フラット基板を作製するための本発明の方法のフロー図を示して
いる。
【図２】電気ダクトを有するガラス系フラット基板の上面図を示している。
【図３】加工されたガラス系フラット基板の応用例を示している。
【図４】絶縁された電気ダクトを有する半導体フラット基板の上面図を示している。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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