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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一のウェーハと、第二のウェーハと、マイクロデバイスとを提供するステップと、
前記第一のウェーハ上にボンディングパッドと、前記ボンディングパッドを取り囲む周縁
パッドとを形成するステップと、
前記第二のウェーハ上に前記ボンディングパッドの周縁と実質的に整合する第一の封止部
材と、前記第一の封止部材を取り囲み前記周縁パッドと整合する第二の封止部材とを形成
するステップと、
前記第二のウェーハ中に溝を形成するステップと、
前記第一のウェーハと第二のウェーハの間に気密封止空間を形成するために、前記第一及
び第二の封止部材と前記ボンディングパッドと前記周縁パッドとを利用して、前記第一の
ウェーハと第二のウェーハとを合わせてボンディングするステップと、ここで、前記溝が
前記ボンディングパッド上に来るように前記第二のウェーハを配置することができ、前記
マイクロデバイスが前記封止部材の間の前記気密封止空間中にあり、
前記第二のウェーハの一部を除去することにより、前記溝を前記第二のウェーハ中のスル
ーホールにし、前記スルーホールを前記第一のウェーハ上のボンディングパッドへと通じ
させるステップと
を含むウェーハパッケージの製造方法。
【請求項２】
　前記第一及び第二の封止部材を形成するステップが、
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　前記第二のウェーハ上にシード層を形成するステップと、
　前記シード層を加工してその上に前記封止部材を形づくる材料を残すステップと、
　前記封止を形づくる材料を利用して前記封止部材を前記シード層上へと堆積させるステ
ップと、
　前記封止部材を形づくる材料を除去するステップと、
　元は前記封止部材を形づくる材料下にあった前記シード層部分を除去するステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のウェーハパッケージ製造方法。
【請求項３】
前記第二のウェーハ中に前記溝を形成するステップが、
前記第二のウェーハを加工してその上に溝を形づくる材料を残すステップと、
前記溝を形づくる材料を利用して、前記第二のウェーハ中に事前に決められた深さの溝を
形成するステップと、
前記溝を形づくる材料を除去するステップと
を含むことを特徴とする請求項１に記載のウェーハパッケージ製造方法。
【請求項４】
前記第二のウェーハ上及び前記溝中に、前記第二の封止部材へと導電的に接続するシード
層を形成するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載のウェーハパッケージ製造
方法。
【請求項５】
　前記第一及び第二の封止部材を形成するステップが、
　前記第二のウェーハ上及び前記溝中にシード層を形成するステップと、
　前記シード層を加工して、前記封止部材を形づくる材料をその上に残すステップと、
　前記封止部材を形づくる材料を利用して、前記シード層を堆積させるステップと、
　元は前記封止部材を形づくる材料の下にあり、前記溝中の前記封止部材の一方と導電的
に接触した前記シード層部分を除去するステップと、
　前記封止部材の前記一方と接触している前記シード層と導電的に接触する外部ボンディ
ングパッドを形成するステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のウェーハパッケージ製造方法。
【請求項６】
ボンディングを低温下で圧縮荷重をかけて実施し、これにより前記第一の封止部材を前記
ボンディングパッドへと冷間圧接し、前記第二の封止部材を前記周縁パッドへと冷間圧接
することを特徴とする請求項１に記載のウェーハパッケージ製造方法。
【請求項７】
前記ウェーハパッケージをマイクロデバイスを使用する装置中に配置するステップと、
前記マイクロデバイスを使用する装置と前記第一のウェーハ上にあるボンディングパッド
とを接続するステップを含む請求項１に記載のウェーハパッケージ製造方法。
【請求項８】
前記ウェーハの一方に凹部を画定し、これにより丈高のマイクロデバイスを収容出来るよ
うにするステップを含む請求項１に記載のウェーハパッケージ製造方法。
【請求項９】
前記マイクロデバイスを設けるステップが、前記第一及び第二のウェーハのうちの少なく
とも一方を加工して前記マイクロデバイスをその中に形成するステップを含むことを特徴
とする請求項１に記載のウェーハパッケージ製造方法。
【請求項１０】
前記第一及び第二の封止部材を形成するステップにおいて、金、シリコン、インジウム、
アルミニウム、銅、銀、これらの物質の合金、これらの物質の化合物から構成されるグル
ープの中から選択された１つの材料を用いて前記第一及び第二の封止部材を形成すること
を特徴とする請求項１に記載のウェーハパッケージ製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明はウェーハレベルのパッケージング技術に関するものであり、より具体的にはウェ
ーハレベルの半導体のチップスケールにおいてのパッケージングに関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、半導体デバイスをパッケージングする為に様々なウェーハに対するウェーハボンデ
ィング技術が利用されている。この技術にはガラス陽極に対するシリコンボンディングや
、シリコンに対するシリコン融着ボンディング、そして様々な中間材料を実際のボンディ
ング媒体として利用したウェーハに対するウェーハボンディングが含まれる。このような
中間材料には二酸化シリコンや、金、インジウム及びアルミニウム等の軟質金属が含まれ
、これらは電気的、熱的及び／又は圧着技法によりボンディングされる。
【０００３】
これらの技術全てには様々な問題がある。ガラスウェーハをシリコンウェーハに陽極ボン
ディングする場合は高電圧を使用するが、これがシリコンウェーハ上の電子回路に悪影響
を及ぼす可能性がある。同様にシリコン対シリコンのボンディングもまた、非常に高い電
圧及び温度で実施しなければならない。これら技術のいずれも、ボンディングに要する温
度よりも低い融点を持つ金属を溶かしてしまう可能性がある。従ってシリコンウェーハ上
の半導体デバイスが特定の種類のものである場合には利用出来ない。ガラスフリット(gla
ss frit)等のような材料は相対的に大きいボンディング面積を要し、この結果、ダイのサ
イズ（die size）が大きくなって一枚のウェーハ上に作成できるデバイスの数が限定され
てしまう。更にこれらの技術の中にはパッケージングされたデバイスの気密封止の信頼性
を保証することが出来ないものもある。
【０００４】
このようなパッケージング方法の一例はKong等による米国特許第５，４４８，０１４号に
記載されている。しかしながら、Kong等の方法においては、２枚のウェーハ間の距離を調
節する為に多層のスタンドオフ(standoff:支持棒)が必要とされる。さらに、ウェーハ各
々に異なる材料を利用するという開示の方法では、開示のとおりに熱を用いてパッケージ
を製作すると、材料の異なる熱膨張率によって悪い結果が生じる可能性がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
半導体上、又は半導体中のマイクロデバイスを非電気的に低温で気密封止することが出来
る比較的簡単な製造方法が長い間求められてきた。更にこの製造方法は、標準的又は標準
に近い製造方法であって、一般的な半導体研究施設や製造施設において現在利用されてい
る製造方法を利用した方法が求められている。
【０００６】
更に、既存の方法ではエポキシやグロメット(grommet)、即ち封止リングをワイヤ周囲の
スルーホールで使用することなくウェーハパッケージ自体に電気導体を貫通させることが
出来るウェーハに対するウェーハ封止方法がなかったため、過去においてはパッケージン
グされたデバイスへの電気的接触を得ることは困難であった。以前の封止技術は、非常に
小さく扱いにくいことに加え、封止部材中の配線導体の屈曲により封止が開き、漏れを生
じる可能性もあった。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、マイクロデバイスがベースウェーハ上のボンディングパッドに接続しているこ
とを特徴とするマイクロキャップウェーハレベルパッケージを提供するものである。ベー
スウェーハ上の周縁パッドはボンディングパッド及びマイクロデバイスを取り囲んでいる
。キャップウェーハの上にはガスケット(gasket：詰め物)が形成されている。ボンディン
グパッドガスケットはボンディングパッドの周縁に整合し、周縁パッドガスケットはベー
スウェーハ上の周縁パッドに整合する。キャップウェーハ中にはボンディングパッドガス
ケットの周界内に事前に決められた深さに溝（well：例えば、材料を取り除いてできる溝
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や凹部などをいう。）が形成されている。そのキャップウェーハはベースウェーハ上に配
置され、ガスケットがパッドにボンディングされてボンディングパッドガスケットと周縁
パッドガスケットとの間に気密封止空間（hermetically sealed volume)が形成されてい
る。キャップウェーハは薄く削られ、「マイクロキャップ」が形成される。マイクロデバ
イスを利用する装置の導体が接続出来るように、マイクロキャップは溝がパッケージ内で
はあるが気密封止の外にあるボンディングパッドへと通じるスルーホールになるまで、基
本的に事前に決められた深さの下まで薄く削られる。この構成により、封止部材中に電気
接続を通すことなくウェーハレベルパッケージの気密封止に高い信頼性が保証されるので
ある。更にこの製造方法によれば、マイクロキャップは原位置のままで形成されるので壊
れやすいマイクロキャップをアセンブリ中に取り上げて扱うことが無い為にウェーハを以
前可能であったよりも薄くすることが可能になる。
【０００８】
本発明は更に、マイクロデバイスがベースウェーハ上のボンディングパッドに接続してい
ることを特徴とするマイクロキャップウェーハレベルパッケージを提供するものである。
ベースウェーハ上の周縁パッドがボンディングパッドとマイクロデバイスを囲んでいる。
キャップウェーハは、その中に事前に決められた深さを持つ溝が形成されるように加工さ
れる。キャップウェーハ中の溝の壁は導電性材料でコーティングされる。キャップウェー
ハの上には接触ガスケット及び周縁ガスケットが形成されており、接触ガスケットはベー
スウェーハ上のボンディングパッドに対して位置合わせが可能であり、周縁ガスケットは
ベースウェーハ上の周縁パッドに整合するようになっている。次にキャップウェーハはベ
ースウェーハ上に配置され、接触ガスケット及び周縁ガスケットがパッドへとボンディン
グされて周縁ガスケット内には気密封止空間が形成される。キャップウェーハは導電性材
料が露出し、キャップウェーハを貫通して気密封止空間の外へと通じる導電性バイアが形
成されるまで、事前に決められた深さの下まで薄く加工される。このバイア構成により、
ウェーハレベルパッケージ中の気密封止接続に高い信頼性と導電性が保証されるのである
。更にこの製造方法によれば、マイクロキャップは原位置のままで形成されるので壊れや
すいマイクロキャップをアセンブリ中に取り上げて扱うことが無い為にウェーハを以前可
能であったよりも薄くすることが可能になる。
【０００９】
本発明は、半導体デバイスを気密封止しつつウェーハの一方を通じて電気的又は熱的接続
を提供するウェーハレベルのチップスケールパッケージ中に電気的又は機械的デバイスを
設けるものである。
【００１０】
本発明は更に、パッケージ自体を封止するウェーハを介してデバイスへの電気接続を作る
ことが可能のウェーハレベルのチップスケールパッケージ中にデバイスを設けるものであ
る。
【００１１】
本発明は更に、デバイスへの電気接続を、デバイスの封止と同時に別個に封止されるボン
ディングパッドへと通じるキャップウェーハ中の開口を通じて作ることが出来るウェーハ
レベルのチップスケールパッケージ中にデバイスを設けるものである。
【００１２】
本発明は更に、ウェーハレベルで気密封止を行う低温バッチプロセスを採用し、ベースウ
ェーハ上の標準的ボンディングパッドへの電気接続が可能なウェーハレベルのチップスケ
ールパッケージング技術を提供するものである。
【００１３】
本発明は更に、高電圧又は高温を要さずに半導体デバイスの気密封止を行う比較的簡便な
製造方法を提供するものである。
【００１４】
本発明は更に、代表的な半導体研究施設又は製造施設で採用される標準的製造方法や装置
、又はそれに近い製造方法ステップ及び装置を用いてウェーハパッケージを製造する方法
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を提供するものである。
【００１５】
本発明の上記及び更なる利点は、添付図と共に以下の詳細説明を読むことにより、当業者
に明らかとなる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
まず図１を参照すると、マイクロキャップウェーハレベルパッケージ１０の断面図が示さ
れている。マイクロキャップウェーハレベルパッケージ１０は、例えば集積回路等の能動
素子又はセンサなどの受動素子であるマイクロデバイス１４が結合したベースウェーハ１
２を含む。導電性リード線（図示せず）によりマイクロデバイス１４に接続するボンディ
ングパッド１６、１８もまた、ベースウェーハ１２に結合している。ベースウェーハ１２
の周縁には、ボンディングパッド１６、１８と同時に形成することが出来る周縁パッド２
０が設けられている。
【００１７】
キャップウェーハ２４とベースウェーハ１２上の周縁パッド２０との間には周縁パッド封
止部材、即ちガスケット２２が設けられており、これが周縁パッド２０へと冷間圧接ボン
ディングされることによりマイクロデバイス１４の周囲に気密封止空間２５が作られてい
る。キャップウェーハ２４は非導電性材料又は単結晶シリコン等の高抵抗半導体材料から
作ることが出来る。しかしながら、熱膨張率の不整合に起因する問題を回避する為にベー
スウェーハ１２及びキャップウェーハ２４はいずれも同じ半導体材料から作成されている
ことが望ましい。
【００１８】
キャップウェーハ２４はその中にスルーホール２６及び２８を有し、これによりそれぞれ
ボンディングパッド１６及び１８へ通じている。スルーホール２６、２８は径が１０～５
００μｍであり、従来型のワイヤボンディングツールを通すことが出来るようになってい
る。ボンディングワイヤ３０、３２のような導体をそれぞれボンディングパッド１６、１
８へとボンディングしてマイクロデバイス１４への電気接続を作ることが可能である。ボ
ンディングパッド封止部材、即ちガスケット３４、３６はボンディングパッド１６、１８
それぞれの周縁にボンディングされ、ガスケット２２は周縁パッド２０へとボンディング
され、これにより気密封止空間２５が形成される。気密封止空間２５はマイクロデバイス
１４及びボンディングパッドガスケット３４、３６を包含するものである。また、マイク
ロデバイス１４とボンディングパッド１６、１８との電気接続（図示せず）は気密封止空
間２５内にあり、いずれのガスケットも通過していない。
【００１９】
図示の実施例においては、ボンディングパッド１６、１８、ガスケット２２、３４、３６
及び周縁パッド２０は金で形成される。しかしながら、本発明の範囲から離れることなく
他の材料を利用することも可能である。例えば、シリコン、インジウム、アルミニウム、
銅、銀、これらの合金及びこれらの化合物等のように相互にボンディングすることが可能
の他の材料を利用することも出来る。
【００２０】
次に図２～図７を見ると、図１に示したマイクロキャップウェーハレベルパッケージ１０
の製造プロセスが示されている。以下の説明において、異なる図の中でも同様の部品には
全て同じ定義及び同じ符号が適用されるものとする。
【００２１】
図２はキャップウェーハ２４を示す図である。スパッタリング又は蒸着等のプロセスを通
じて導電性シード層（seed layer)４８がキャップウェーハ２４の溝側の面全体に形成さ
れる。この実施例においては、シード層４８は金である。金は、最初に非常に薄い接着層
（図示せず）をスパッタリングした後に成膜される。接着層はシード層４８が良好に接着
し、かつキャップウェーハ２４への接着性が良好な材料から成る。最良の態様においては
、シード層４８が金、キャップウェーハ２４がシリコンである場合、接着層はクロム、ニ
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ッケルクロム、チタン又はそれらの合金等の金属から成る。その後、金が接着層の上にス
パッタリングによって堆積される。金の厚さは、例えば２００～３００nm(２０００～３
０００オングストローム)である。接着層が使用されるのは、金自体ではシリコンに対し
て直接的に良好な接着が得られない為である。しかしながら、両層とも通常は従来の製造
装置を利用して単一のスパッタリング又は蒸着処理において設けられる。
【００２２】
フォトレジスト層５０が塗布され、従来のフォトリソグラフィープロセスにより露光、現
像されて、ガスケット２２、３４、３６の形状を画定するパターン化された開口５２が作
成される。ガスケット２２、３４、３６形成用のパターン作成には厚膜フォトレジストリ
ソグラフィーを行うことが望ましい。標準的なフォトレジストでは形成される層が相対的
に薄くなる為、より粘度の高い厚いフォトレジスト層５０が必要である。必要に応じて厚
いフォトレジスト層５０を多層にして使用する。ガスケット２２、３４、３６をパターン
化する為に用いるフォトレジストの厚さは、少なくともガスケット２２、３４、３６の最
終の厚さ分はなければならない。
【００２３】
図３はシード層４８を電極として利用して電気メッキ処理を行った後のキャップウェーハ
２４を示したものである。ガスケットの導電性材料をフォトレジスト層５０の開口５２中
、導電性のシード層４８上に堆積する。その後フォトレジスト層５０を従来のフォトレジ
スト剥離技術を利用して除去する。
【００２４】
図４においては、先にフォトレジスト層５０の下にあった残りのシード層４８を従来のエ
ッチングプロセスによりエッチング除去する。ガスケット２２、３４、３６は除去される
シード層４８の厚み分、高さが低くなる。もう１枚の厚いフォトレジスト層５４を形成し
、ガスケット２２、３４、３６を覆う。厚膜フォトレジストフォトリソグラフィーを利用
してフォトレジスト層５４をパターン化及び現像し、キャップウェーハ２４中の溝をエッ
チングする領域を露出させる。
【００２５】
図５はエッチングされ、フォトレジスト層５４が除去された後のキャップウェーハ２４を
示す図である。キャップウェーハ２４の当初の厚みは、説明の便宜上２００μｍを超える
ものとする。その後キャップウェーハ２４をエッチングして溝５６、５８を形成するが、
これらの深さも説明の便宜上約１００μｍとする。溝５６、５８の形成にはドライエッチ
等の従来のエッチングプロセスを利用することが出来る。そのようなドライエッチプロセ
スの１つには、シリコンの深いエッチングにおいて高アスペクト比のチャネル及びバイア
をエッチング形成する為に利用されるプラズマエッチングプロセスがあげられる。このプ
ロセスでは、エッチングプロセスとエッチングを施した壁にポリマーを堆積するプロセス
とを交互に行うことで、アンダーカット(undercut)を最低限に抑制する方法がとられてい
る。このプロセスによれば、非常に深いエッチングがわずかなアンダーカットを生じただ
けで得られる。この目的は溝５６、５８の深さが加工後のキャップウェーハ２４の最終の
厚さを越える深さとなるように、十分に深くエッチングするところにある。キャップウェ
ーハ２４の最終の厚さが１００μｍ未満である場合、溝５６、５８の深さは１００μｍ以
上なければならない。
【００２６】
図６においては、キャップウェーハ２４は裏返されてベースウェーハ１２に整合した状態
にある。ベースウェーハ１２には従来の製造プロセスを利用してボンディングパッド１６
、１８及び周縁パッド２０が設けられている。簡単に述べると、ベースウェーハ１２上に
接着層（図示せず）を成膜し、スパッタリング又は蒸着により導電性材料を堆積させる。
フォトリソグラフィーによってパターン化を行い、不要の導電性材料をエッチング除去、
そしてフォトレジストを除去する。他の手法においては、フォトリソグラフィーと、接着
層及び導電性材料層の形成を行い、その後フォトレジストと不要の導電性材料を除去して
ボンディングパッド１６、１８及び周縁パッド２０を形成する。チャネル、またはワイヤ
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（図示せず）によりベースウェーハ１２上のマイクロデバイス１４をボンディングパッド
１６、１８へと電気的に接続する。ガスケット３４及び３６は、ベースウェーハ１２上の
ボンディングパッド１６及び１８に、ボンディングパッド１６、１８の周縁にてそれぞれ
接触し、ガスケット２２は周縁パッド２０と接触する。ボンディングワイヤ３０、３２を
図１に示したようにボンディングする為に十分な領域が各ガスケット３４、３６内に作ら
れるように、ガスケット３４、３６はそれぞれ対応するボンディングパッド１６、１８の
周縁に実質的に整合するように構成されている。
【００２７】
その後ベースウェーハ１２及びキャップウェーハ２４を位置合わせし、３５０℃以下の温
度下で冷間圧接が生じるまで圧接する。ガスケット３４、３６はそれらに対応するボンデ
ィングパッド１６、１８に融着し、同様にガスケット２２も周縁パッド２０に融着する。
これによりマイクロデバイス１４に完全に気密封止された空間２５が提供される。
【００２８】
図７においては、気密封止が作られた後に従来のウェーハ研削又はラッピング及び研磨技
術によりキャップウェーハ２４が薄く削られ、溝５６、５８がスルーホール２６、２８に
なった状態にある。スルーホール２６、２８はキャップウェーハ２４を貫通して伸びてい
る。こうしてマイクロキャップウェーハレベルパッケージ１０は、マイクロデバイスを利
用する装置（図示せず）へと接続することが出来るようになる。電気接触は、ボールボン
ディング又はウェッジボンディング等の従来のボンディング技術を使ってボンディングワ
イヤ３０、３２をボンディングすることにより、ベースウェーハ１２上のボンディングパ
ッド１６、１８へと作られる。このことには、ボンディングにより生じる力が相対的に厚
いベースウェーハ１２へと印加されるという利点が含まれる。
【００２９】
次に図８～図１０を参照すると、ここには図１に示したマイクロキャップウェーハレベル
パッケージ１０を他の態様の方法で製造した場合における様々な段階が示されている。
【００３０】
図８では、キャップウェーハ２４に従来のフォトリソグラフィー技術を用いて溝５６、５
８がパターン化される。ここでも説明の便宜上、キャップウェーハ２４の当初の厚さが２
００μｍを超えているものとする。次にキャップウェーハ２４に溝５６、５８がエッチン
グされるが、溝の深さも説明の便宜上、約１００μｍとする。溝５６、５８の形成には、
以前にも説明したような従来のエッチングプロセスを利用することが出来る。ここでも目
的は溝５６、５８の深さが加工後のキャップウェーハ２４の最終の厚さを越える深さとな
るように、十分に深くエッチングするところにある。溝５６、５８の深さが１００μｍで
あった場合、最終的な厚さまで加工した時点で溝５６、５８がスルーホールを形成するこ
とになるようにキャップウェーハ２４の最終の厚さは１００μｍ未満でなければならない
。
【００３１】
図９においては、スパッタリング等のプロセスによりシード層４８がキャップウェーハ２
４全体及び溝５６、５８中に形成される。シード層４８が金から成る場合、最初に非常に
薄い接着層（図示せず）をスパッタリングした後にシード層４８が堆積される。ここでも
接着層は、クロム、ニッケルクロム、チタン又は他の金属等のように、シリコンであるキ
ャップウェーハ２４及び金であるガスケット材料への接着性が良好な金属から形成される
。その後接着層の上からスパッタリングにより金が堆積される。この金の厚さは、例えば
２００～３００nm(２０００～３０００オングストローム)である。通常は、両層とも従来
の製造装置を利用して単一のスパッタリング処理により形成される。
【００３２】
フォトレジスト層５０もまた、従来のフォトリソグラフィープロセスで形成、露光及び現
像され、ガスケット２２、３４、３６の形状を画定するパターン化された開口５２が作ら
れる。ガスケット２２、３４、３６形成用のパターンの作成には、厚膜フォトレジストリ
ソグラフィーを利用することが望ましい。ガスケット２２、３４、３６をパターン化する
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為に用いるフォトレジストは、少なくともガスケット２２、３４、３６の最終の厚さ分の
高さを持っていなければならない。更に、厚膜フォトレジスト間に気泡が生じないように
、溝５６、６８を埋める為に用いる層の数は出来る限り少なくしなければならない。フォ
トレジストの厚さをキャップウェーハ２４表面上でより均等にする為に、厚膜フォトレジ
ストを多層としても良い。
【００３３】
図１０は、シード層４８を電極として利用して電気メッキを施した後のキャップウェーハ
２４を示す図である。ガスケット２２、３４、３６の導電性材料は、開口５２中にフォト
レジスト層５０を通して露出した導電性のシード層４８上に堆積される。その後フォトレ
ジスト層５０は従来のフォトレジスト剥離技術により除去される。
【００３４】
このようにしてキャップウェーハ２４を図６に示したように裏返してベースウェーハ１２
へとボンディングすることが出来るようになり、その後は同様のプロセスが実施される。
【００３５】
次に図１１を参照するが、ここではキャップウェーハ６２が、ベースウェーハ１２上にあ
る相対的に丈高、即ち厚いマイクロデバイス６４を収容出来るようにエッチングされてい
ることを特徴とするマイクロキャップウェーハレベルパッケージ６０が描かれている。キ
ャップウェーハ６２及びマイクロデバイス６４間の間隙は、キャップウェーハ６２のマイ
クロデバイス６４直上部分をエッチングする等で凹部６６を画定する為のプロセスを追加
することにより調節することが出来る。相対的に丈高のマイクロデバイス、又は可能な限
り小さなパッケージに封止しなければならないマイクロデバイスを収容する為の追加エッ
チングには、従来のドライエッチングプロセスを利用することが可能である。従ってキャ
ップウェーハ６２を薄く加工する処理は、凹部６６近くまで実施されることになる。更に
これによってガスケット２２、３４、３６をマイクロデバイス６４の厚さよりも短くする
ことが出来、この結果、金等の材料の使用量が削減され、従来のフォトレジストのリソグ
ラフィープロセスを採用することが出来るようになる。
【００３６】
次に図１２を見ると、キャップウェーハ７２及びベースウェーハ７４を有するマイクロキ
ャップウェーハレベルパッケージ７０が示されている。ウェーハはシリコン製である為、
これらに従来の半導体製造プロセスを用いてキャップウェーハ７２及び／又はベースウェ
ーハ７４中にそれぞれ集積回路７６、７８を形成することは容易である。ガスケット３４
、３６は導電性材料から成る為、導電性のシード層の一部を残すことにより、又はキャッ
プウェーハ７２上にポリシリコンのチャネルを形成することにより、これらを介して集積
回路７６をボンディングパッド１６、１８へと電気的に接続することは容易に出来る。ベ
ースウェーハ７４中の集積回路７８は、マイクロデバイス１４と同様の方法で接続可能で
ある。
【００３７】
キャップウェーハ２４とマイクロデバイス１４との間には間隙を示した。本発明はデバイ
スを収容する為にそのような間隙が必要であるかないかにかかわらず利用可能である。例
えば、センサ又はフィルタ等を含むアプリケーションの幾つかにおいては、デバイスを適
正に作動させる為にはデバイス上に空間が必要である。同様に、加速器やプレッシャセン
サ等、自由に動けることを必要とする機械装置や可動部品をデバイスが含む場合は間隙が
必要である。また、例えば集積回路デバイスの場合、この間隙は必要無い。間隙の距離は
、ガスケットのめっきの高さと、キャップウェーハ２４及びベースウェーハ１２を結合す
る際のガスケットの圧迫による印加圧力との組み合わせにより調整することが可能であり
、従って多層ガスケットの必要性は無い。
【００３８】
次に図１３を参照すると、ここではベースウェーハ１１２を有するマイクロキャップウェ
ーハレベルパッケージ１１０の断面図が示されている。ベースウェーハ１１２はそれに結
合したマイクロデバイスを有しており、このマイクロデバイスは集積回路等の能動素子、
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又はセンサ等の受動素子である。マイクロデバイス１１４は導電性リード線（図示せず）
を介し、これらもまたベースウェーハ１１２に結合するボンディングパッド１１６、１１
８へと電気的に接続している。ベースウェーハ１１２の周縁には、ボンディングパッド１
１６、１１８と同時に、同じ厚さに形成することが出来る周縁パッド１２０がある。
【００３９】
周縁パッド封止部材、即ちガスケット１２２はキャップウェーハ１２４とベースウェーハ
１１２上の周縁パッド１２０との間に設けられ、周縁パッド１２０へと冷間圧接されるこ
とによりマイクロデバイス１１４の周囲に気密封止された空間１２５が作られる。キャッ
プウェーハ１２４は非導電性材料又は単結晶シリコン等の高抵抗半導体材料から作ること
が出来る。しかしながら、熱膨張率の不整合による問題を回避する為にベースウェーハ１
１２及びキャップウェーハ１２４は、両方とも同じ材料で作成することが望ましい。
【００４０】
キャップウェーハ１２４はその中に導電性バイア１２６、１２８を有する。ガスケット１
２２の形成と同時に、接触ガスケット１３０、１３２がそれぞれ導電性バイア１２６、１
２８上に形成される。接触ガスケット１３０、１３２はそれぞれのボンディングパッド１
１６、１１８へと冷間圧接され、これによりマイクロデバイス１１４への電気接触が作ら
れる。本発明によれば、マイクロデバイス１１４とそのボンディングパッド（例えばボン
ディングパッド１１６、１１８）との間の電気接触（図示せず）は気密封止空間１２５中
に位置し、ガスケット１２２を通過していない。
【００４１】
キャップウェーハ１２４には更に外部ボンディングパッド１３４、１３５が設けられてい
るが、これらには導体、即ちボンディングワイヤ１３６、１３８がそれぞれボンディング
されており、マイクロキャップウェーハレベルパッケージ及びマイクロデバイス１１４を
、マイクロデバイス１１４を利用する装置（図示せず）へと接続している。外部ボンディ
ングパッド１３５は、接触ガスケット１３２により気密封止が提供される為に閉じていな
い導電性バイア１２８の中心線からずらして配置することが出来る。
【００４２】
図示の実施例においてはボンディングパッド１１６、１１８、周縁パッド１２０及び接触
ガスケット１３０、１３２は金である。しかしながら、本発明の範囲から離れることなく
、他の材料を利用することも可能である。例えば、シリコン、インジウム、アルミニウム
、銅、銀、これらの合金及びこれらの化合物等、相互にボンディングが可能の他の材料を
利用することが出来る。
【００４３】
次に図１４～図１８を参照するが、これらには図１３に示したマイクロキャップウェーハ
レベルパッケージ１１０の製造ステップが描かれている。以下の説明において、異なる図
においても同様の部品には同じ定義及び同じ符号を適用した。
【００４４】
図１４は側壁１４６、１４７をそれぞれに有する溝１４０、１４２が形成されたキャップ
ウェーハ１２４を示す図である。溝１４０、１４２は従来のフォトリソグラフィー及びエ
ッチングプロセスによって形成される。従来型のエッチングプロセスの１つにドライエッ
チングがあげられるが、これはシリコンのディープエッチングにおいて高アスペクト比の
チャネル及びバイアをエッチング形成する為に利用されるプラズマエッチングプロセスで
ある。このプロセスでは、エッチングプロセスとエッチングを施した壁にポリマーを堆積
するプロセスとを交互に行うことで、アンダーカットを最低限に抑制する方法がとられて
いる。このプロセスによれば、非常に深いエッチングがわずかなアンダーカットを生じた
だけで得られる。この目的は溝１４０、１４２の深さが加工後のキャップウェーハ１２４
の最終の厚さを越える深さとなるように、十分に深くエッチングするところにある。この
プロセスにはキャップウェーハ１２４の厚さを溝側ではない面から研削又はラッピング及
び研磨等のプロセスによって薄くし、溝１４０、１４２を露出させることが含まれる。説
明の便宜上、キャップウェーハ１２４は当初、２００μｍを超える厚さを有するものとす
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る。その後キャップウェーハ１２４に溝１４０、１４２がエッチングされるが、これらも
説明の便宜上、径が約１～５０μｍ、深さが１００μｍを超えるものとする。
【００４５】
図１５においては、バイアススパッタリング又は蒸着プロセスにより導電性シード層１５
２がキャップウェーハ１２４の溝側面上に形成される。最良の態様においては、シード層
１５２は金であり、これは最初に非常に薄い接着層（図示せず）をバイアススパッタリン
グした後に成膜される。接着層はキャップウェーハ１２４への接着性が良好で、シード層
１５２もまたこれに良好に接着する材料から作られる。シード層１５２が金、キャップウ
ェーハ１２４がシリコンである場合、接着層はクロム、ニッケルクロム、チタン又はそれ
らの合金等の金属が使われる。接着層が使用されるのは、金自体ではシリコンに対して直
接的に良好な接着が得られない為である。その後、金が、接着層上にスパッタリングによ
ってこの事例においては４００～５００nm（４０００～５０００オングストローム）の厚
さに堆積される。しかしながら、両層とも通常は従来の製造装置を利用して単一のスパッ
タリング又は蒸着処理において設けられる。壁１４６、１４７上の金の被覆性を更に向上
させる為に、溝１４０、１４２底部にある金材料の一部を側壁１４６、１４７へと投じる
為に第一の金層をスパッタリングしてエッチングしても良い。この後に最終的な金のバイ
アススパッタリングを行う。
【００４６】
フォトレジスト層１５４が従来のフォトリソグラフィープロセスにより形成、露光、現像
されて、接触ガスケット１３０、１３２及びガスケット１２２の形状を画定するパターン
化された開口１５６が形成される。接触ガスケット１３０、１３２及びガスケット１２２
形成用のパターン作成には厚膜フォトレジストリソグラフィーを行うことが望ましい。標
準的なフォトレジストでは形成される層が相対的に薄くなる為、より粘度の高い厚いフォ
トレジスト層１５４が必要である。接触ガスケット１３０、１３２及びガスケット１２２
をパターン化する為に用いる厚膜フォトレジストの厚さは、少なくとも接触ガスケット１
３０、１３２及びガスケット１２２の最終の厚さ分はなければならない。フォトレジスト
層１５４は、キャップウェーハ１２４上のフォトレジストの厚さがより均一となるように
多層で形成しても良い。
【００４７】
図１６はシード層１５２を電極として利用して電気メッキを行った後のキャップウェーハ
１２４を示す図である。接触ガスケット１３０、１３２及びガスケット１２２の導電性材
料が、シード層１５２上のフォトレジスト層１５４のパターン化された開口１５６中に堆
積される。フォトレジスト層１５４は従来のフォトレジスト剥離技術を用いて除去される
。残ったシード層１５２は従来のエッチングプロセスにより選択的にエッチング除去され
る。シード層１５２が除去されると、接触ガスケット１３０、１３２及びガスケット１２
２の高さは、除去されたシード層の厚み分低くなる。
【００４８】
図１７においては、キャップウェーハ１２４は裏返され、ベースウェーハ１１２に整合し
た状態にある。ベースウェーハ１１２には従来のフォトリソグラフィープロセスによりボ
ンディングパッド１１６、１１８及び周縁パッド１２０が設けられている。簡単に説明す
ると、接着層（図示せず）をベースウェーハ１１２上に形成し、導電性材料をスパッタリ
ング又は蒸着により堆積する。フォトリソグラフィーによるパターンの形成を実施し、不
要の導電性材料をエッチング除去、そしてフォトレジストを除去する。他の手法において
は、フォトリソグラフィーを実施し、接着層及び導電性材料の堆積を行ってその後フォト
レジスト及び不要の導電性材料を除去することにより接触ガスケット１３０、１３２及び
ガスケット１２２が形成される。ベースウェーハ１１２もまたそれに結合するマイクロデ
バイス１１４を含んでおり、このマイクロデバイスはチャネルまたはワイヤ（図示せず）
によりボンディングパッド１１６、１１８に接続している。
【００４９】
その後ベースウェーハ１１２及びキャップウェーハ１２４の位置を整合させる。接触ガス
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ケット１３０、１３２はベースウェーハ１１２上のボンディングパッド１１６、１１８に
それぞれ接触し、ガスケット１２２は周縁パッド１２０に接触する。
【００５０】
ベースウェーハ１１２及びキャップウェーハ１２４はその後、３５０℃以下の温度にて冷
間圧接ボンディングが生じるまで圧接される。接触ガスケット１３０、１３２はそれぞれ
のボンディングパッド１１６、１１８に融着する。同時に、ガスケット１２２及び周縁パ
ッド１２０も融着する。これにより、マイクロデバイス１１４に気密封止空間１２５が提
供される。
【００５１】
気密封止を完成させた後、キャップウェーハ１２４はウェーハ研削又はラッピング及び研
磨技術により溝１４０、１４２が口を開いて導電性バイア１２６、１２８がキャップウェ
ーハ１２４を貫通するまで薄く削られ、これにより「マイクロキャップ」が形成される。
【００５２】
図１８ではキャップウェーハ１２４上にニッケルクロムや金等のような金属層がバイアス
スパッタリングにより、この事例においては挿入７００nm(７０００オングストローム)の
厚さに形成される。その後標準的なフォトリソグラフィー及びエッチングプロセスを用い
て外部ボンディングパッド１３４、１３５が形成される。外部ボンディングパッドは導電
性バイア１２６上に直接設けられており、外部ボンディングパッド１３５は導電性バイア
１２８からずらして設けられている。
【００５３】
このようにすると、マイクロキャップウェーハレベルパッケージ１１０はマイクロデバイ
スを利用する装置（図示せず）に接続することが出来る状態になる。電気接触はキャップ
ウェーハ１２４上、気密封止空間１２５の外部にある外部ボンディングパッド１３４、１
３５に作ることが出来る。図１３に示したボンディングワイヤ１３６、１３８は、ボール
ボンディングやウエッジボンディングのような従来のボンディング技術を用いて外部ボン
ディングパッド１３４、１３５上にボンディングすることが出来る。更に他の態様におい
ては、ボンディングパッドをボンディングパッド１３５に示したように延長し、導電性バ
イア１２８からずらした位置にボンディング出来るようにすることによりワイヤ１３６及
び１３８をより近接させて設け、ウェーハレベルパッケージ１１０をより小型化すること
が出来る。
【００５４】
キャップウェーハとマイクロデバイスの間には間隙が存在するものとして図示している。
本発明はデバイスを収容する為にそのような間隙が必要であるかないかにかかわらず利用
可能である。例えば、センサ又はフィルタ等のようなアプリケーションの幾つかにおいて
は、デバイスを適正に作動させる為にはデバイス上に空間が必要である。同様に、加速器
やプレッシャセンサ等、自由に動けることを必要とする機械装置や可動部品をデバイスが
含む場合は間隙が必要である。また、例えば集積回路デバイスの場合、この間隙は必要無
い。間隙の距離は、ガスケットのめっきの高さと、キャップウェーハ及びベースウェーハ
を結合する際のガスケットの圧迫による印加圧力との組み合わせにより調整することが可
能であり、従って多層ガスケットの必要性は無い。
【００５５】
本発明はウェーハレベルでのパッケージングを必要とするあらゆる状況に適用可能である
。本発明は能動素子及び受動素子の両方のパッケージングに利用可能であり、これらには
集積回路、フィルタ、プレッシャセンサ、加速器、多種にわたる機械的熱量計、及びその
他のデバイスが含まれるがこれらに限られない。
【００５６】
本発明を、個々のマイクロキャップウェーハレベルパッケージを例に取って図示及び説明
したが、説明した方法によれば同時に複数のマイクロキャップウェーハレベルパッケージ
のウェーハレベルでの製造が可能であることは当業者に明らかである。説明したプロセス
は所定のウェーハ上にあるマイクロデバイス全てに対して適用可能である。パッケージン
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グされたデバイスは、従来の方法で切断、即ちダイシング（分割）することが出来て、気
密にパッケージングされた個々のデバイスが提供される。
【００５７】
また、本発明は最良の実施態様である特定の実施例に基づいて説明したが、上述の説明に
照らし、数多くの変更及び改変が当業者に明らかであることは言うまでもない。従って、
添付請求項に示す本発明の範囲は、そのような変更及び改変を全て含むことを意図したも
のである。本明細書の記載事項及び添付図に示した内容は全て説明目的のものであり、限
定的な意味は持たないものと解釈される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの断面図である。
【図２】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造プロセスを示す図で
ある。
【図３】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造プロセスを示す図で
ある。
【図４】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造プロセスを示す図で
ある。
【図５】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造プロセスを示す図で
ある。
【図６】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造プロセスを示す図で
ある。
【図７】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造プロセスを示す図で
ある。
【図８】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの他の製造プロセスを示す
図である。
【図９】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの他の製造プロセスを示す
図である。
【図１０】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの他の製造プロセスを示
す図である。
【図１１】大型の半導体デバイスを収容する為に他の方法で加工した本発明のマイクロキ
ャップウェーハレベルパッケージを示す図である。
【図１２】一体型集積回路の他の配置を示す、本発明のマイクロキャップウェーハレベル
パッケージの図である。
【図１３】本発明のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの他の実施例の断面図で
ある。
【図１４】図１３に示す他の実施例のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造
プロセスを示す図である。
【図１５】図１３に示す他の実施例のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造
プロセスを示す図である。
【図１６】図１３に示す他の実施例のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造
プロセスを示す図である。
【図１７】図１３に示す他の実施例のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造
プロセスを示す図である。
【図１８】図１３に示す他の実施例のマイクロキャップウェーハレベルパッケージの製造
プロセスを示す図である。
【符号の説明】
１２　第一のウェーハ（ベースウェーハ）
１４　マイクロデバイス
１６　ボンディングパッド
２０　周縁パッド
２２　第二の封止部材（周縁パッドガスケット）
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２４　第二のウェーハ（キャップウェーハ）
２５　気密封止空間
３４　第一の封止部材（接触ガスケット）
４８　シード層
５０　封止を形づくる材料
５６　溝
６６　凹部
７２　第一のウェーハ
７４　第二のウェーハ
７６、７８　ウェーハ中に形成したマイクロデバイス

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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