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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の主面と前記第１の主面に対向する面となる第２の主面を備える半導体基板と、
　前記第１の主面上に形成された固体撮像素子と、
　前記第１の主面上に形成された電極パッドと、
　前記第１の主面上に形成された前記電極パッドに対し、前記第１の主面と前記第２の主
面との間の前記半導体基板を貫くように形成された貫通電極と、
　前記半導体基板の前記第１の主面の上方における前記固体撮像素子上に空洞が形成され
るように配置されると共に、前記貫通電極上及び前記貫通電極の周辺部上に接着剤を介し
て配置された光透過性支持基板とを具備し、
　前記光透過性支持基板下の前記接着剤下における前記貫通電極の周辺部の前記半導体基
板の厚さは、前記光透過性支持基板下に形成された前記空洞下の前記半導体基板の厚さよ
りも薄いことを特徴とする半導体パッケージ。
【請求項２】
　前記貫通電極の周辺部の前記第２の主面は、前記周辺部以外よりも凹んでいることを特
徴とする請求項１に記載の半導体パッケージ。
【請求項３】
　前記空洞下の前記半導体基板の前記第２の主面上には、樹脂材が形成されていることを
特徴とする請求項１または２に記載の半導体パッケージ。
【請求項４】
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　前記固体撮像素子に対応するように配置されたカラーフィルタと、
　前記固体撮像素子に対応するように、前記カラーフィルタ上に配置されたマイクロレン
ズと、
　をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の半導体パッケー
ジ。
【請求項５】
　前記請求項１または２に記載の半導体パッケージと、
　前記半導体パッケージにおける前記光透過性支持基板上に配置された赤外線カットフィ
ルタと、
　前記赤外線カットフィルタ上に配置された撮像レンズと、
　を具備することを特徴とするカメラモジュール。
【請求項６】
　前記貫通電極は、前記固体撮像素子から出力された信号を処理する周辺回路部に形成さ
れ、前記周辺回路部は前記固体撮像素子以外の領域に配置されていることを特徴とする請
求項１乃至４のいずれかに記載の半導体パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像素子を用いた半導体パッケージ、及びそれを用いたカメラモジュー
ルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビデオカメラや電子カメラが普及しており、これらのカメラには、ＣＣＤ型や増
幅型の固体撮像素子が使用されている。特に、携帯電話やＰＤＡ、ノート型コンピュータ
など、持ち運べるサイズの電子機器の普及に伴って、カメラモジュールに対して、小型、
軽量、薄型、低コストの要求が強くなっている。
【０００３】
　従来の小型カメラモジュールにおいて、例えば、撮像素子として用いられる増幅型固体
撮像素子（ＣＭＯＳイメージセンサ）は、１つの半導体チップに複数の画素を２次元配列
して構成される撮像画素部と、この撮像画素部の外側に配置される周辺回路部とを設けた
ものである。増幅型固体撮像素子は、撮像画素部の各画素内に転送、増幅等の各種ＭＯＳ
トランジスタを有し、各画素に入射した光をフォトダイオードによって光電変換して信号
電荷を生成し、この信号電荷を転送トランジスタと増幅トランジスタによって電気信号に
変換、増幅することにより、各画素の信号を信号線により周辺回路部に出力する。
【０００４】
　フォトダイオード上には、カラー画像を取得するためのカラーフィルタが形成され、カ
ラーフィルタ上に光を効率よく集光するマイクロレンズが形成されている。このように構
成された撮像素子チップを、樹脂或いはセラミックでできた実装基板上に直接実装(ＣＯ
Ｂ: Chip On Board)してワイヤーボンディングによって電極を接続し、受動素子を表面実
装(ＳＭＴ: Surface Mount Technology)する。その上にカバーレンズを含むレンズホルダ
ーを被せ、接着することによりカメラモジュールを形成している。
【０００５】
　この方法では、撮像素子の面積に対して、実装面積が大きくなり、高密度化（小型化、
軽量化、薄型化）に限界があった。また、構成する部品の数が多く、実装工程が複雑な為
、低コスト化が困難という問題があった。また、製造工程において、受光面が剥き出しの
ままグラインダーによる裏面研削によって半導体基板の薄化とダイシングによる個片化を
行う必要があり、ゴミが受光面に付着して歩留まりを落とすという問題があった。
【０００６】
　最近では、これらの問題を解決する方法として、受光面に光を透過する部材を張り合わ
せ、シリコン基板の受光面の裏面側から電極を引き出すパッケージ形態が提案されている
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（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
　これら小型カメラモジュールでは、フォトダイオード及びトランジスタが形成された第
１の主面の電極から半導体基板の裏面である第２の主面へ半導体基板を貫通する電極を引
き出す際、製造上のスループットを考慮して、半導体基板の厚さを例えば１００μｍ程度
に薄くする必要がある。
【０００８】
　更に、フォトダイオードに光を効率良く集光するためには、形成されたマイクロレンズ
材料の屈折率よりも低い屈折率の部材でマイクロレンズ上を覆う必要がある。そこで、マ
イクロレンズ上を、最も屈折率の低い気体（常圧或いは減圧雰囲気）によって満たす、空
洞構造とする場合が多い。マイクロレンズ上には、空洞を介して透明部材が設置されてい
る。透明部材は、パターニングされた接着剤によって離間された状態で設置されている。
【０００９】
　しかしながら、フォトダイオードを含む撮像素子上が空洞となり、半導体基板が薄くな
った場合、半導体基板の強度がもたず、空洞が形成された領域で半導体基板が破壊すると
いう不具合がある。また、破壊に至らなくても空洞が形成された領域で半導体基板が湾曲
し、画像が正常に写らない等の問題がある。
【特許文献１】特開２００７－１３４７３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、撮像素子上が空洞となり、半導体基板が薄くなった場合でも、空洞が形成さ
れた領域で半導体基板が破壊されたり、湾曲するといった不具合の発生を低減することが
できる半導体パッケージ、及びそれを用いたカメラモジュールを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一実施態様の半導体パッケージは、第１の主面と前記第１の主面に対向する面となる第
２の主面を備える半導体基板と、前記第１の主面上に形成された固体撮像素子と、前記第
１の主面上に形成された電極パッドと、前記第１の主面上に形成された前記電極パッドに
対し、前記第１の主面と前記第２の主面との間の前記半導体基板を貫くように形成された
貫通電極と、前記半導体基板の前記第１の主面の上方における前記固体撮像素子上に空洞
が形成されるように配置されると共に、前記貫通電極上及び前記貫通電極の周辺部上に接
着剤を介して配置された光透過性支持基板とを具備し、前記光透過性支持基板下の前記接
着剤下における前記貫通電極の周辺部の前記半導体基板の厚さは、前記光透過性支持基板
下に形成された前記空洞下の前記半導体基板の厚さよりも薄いことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、撮像素子上が空洞となり、半導体基板が薄くなった場合でも、空洞が
形成された領域で半導体基板が破壊されたり、湾曲するといった不具合の発生を低減する
ことができる半導体パッケージ、及びそれを用いたカメラモジュールを提供することが可
能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。説明に際し、全図にわたり
、共通する部分には共通する参照符号を付す。
【００１６】
　　　［第１実施形態］
　まず、本発明の第１実施形態のカメラモジュールについて説明する。
【００１７】
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　図１は、第１実施形態のカメラモジュールの構成を示す断面図である。シリコン半導体
基板（撮像素子チップ）１０の第１の主面には撮像素子（図示せず）が形成されている。
シリコン半導体基板１０の第１の主面の撮像素子が形成されていない領域上には、接着剤
２０を介して光透過性支持基板（透明基板）、例えばガラス基板３０が形成されている。
ガラス基板３０上には接着剤４１を介してＩＲ（赤外線）カットフィルタ４２があり、Ｉ
Ｒカットフィルタ４２上には接着剤４３を介して撮像レンズ４０を含むレンズホルダー５
０が被せられ、これらを接着することによりカメラモジュールを形成している。また、シ
リコン半導体基板１０の第２の主面上には外部端子、例えばハンダボール６０が形成され
ている。半導体基板１０およびガラス基板３０の周囲には遮光兼電磁シールド４４が配置
され、この遮光兼電磁シールド４４は接着剤４５でレンズホルダー５０と接着されている
。この後、例えばシリコン半導体基板１０は、樹脂あるいはセラミックからなる実装基板
７０上にハンダボール６０を介して直接実装(ＣＯＢ: Chip On Board)される。
【００１８】
　次に、図１におけるシリコン半導体基板１０とガラス基板３０の断面構造を詳細に説明
する。
【００１９】
　図２は、カメラモジュールにおけるシリコン半導体基板１０とガラス基板３０の部分を
拡大した断面図である。カメラモジュールは、撮像素子１２が２次元に複数配列された撮
像画素部と、この撮像画素部以外の領域に配置され、撮像画素部から出力された信号を処
理する周辺回路部とを有する。
【００２０】
　カメラモジュールの撮像画素部は、以下のような構成を有する。図２に示すように、シ
リコン半導体基板１０の第１の主面には、素子分離絶縁層としてのＳＴＩ(Shallow Trenc
h Isolation)１１と、ＳＴＩ１１にて区画された素子領域が配置されている。素子領域に
は、フォトダイオード及びトランジスタを含む撮像素子１２が形成されている。撮像素子
１２が形成された第１の主面上には、層間絶縁膜１３が形成されている。
【００２１】
　層間絶縁膜１３上には、ベース層１４が形成されている。ベース層１４上には、撮像素
子１２に対応するようにカラーフィルタ１５がそれぞれ配置されている。カラーフィルタ
１５上にはオーバーコート１６が形成され、オーバーコート１６上には撮像素子１２（カ
ラーフィルタ１５）に対応するようにマイクロレンズ１７がそれぞれ形成されている。さ
らに、マイクロレンズ１７上は空洞１８となり、この空洞１８上にはガラス基板３０が配
置されている。
【００２２】
　前述した各部は、例えば以下のような材料からなる。ＳＴＩ１１はＳｉＯ２からなり、
層間絶縁膜１３はＳｉＯ２あるいはＳｉＮからなる。カラーフィルタ１５はアクリル樹脂
からなり、マイクロレンズ１７はスチレン系樹脂からなる。
【００２３】
　カメラモジュールの周辺回路部には、以下のような貫通電極及び電極パッドが形成され
ている。シリコン半導体基板１０には、第１の主面に対向する第２の主面から第１の主面
まで貫通孔が空けられている。貫通孔の内面上及び第２の主面上には、絶縁膜２２が形成
されている。絶縁膜２２上には導電体層２３が形成されている。導電体層２３上には保護
膜、例えばソルダーレジスト２４が形成されている。さらに、導電体層２３上のソルダー
レジスト２４の一部が開口され、露出された導電体層２３上には、ハンダボール６０が形
成されている。なお、ハンダボール６０は、撮像画素部下のシリコン半導体基板１０の第
２の主面上にも形成される。
【００２４】
　ソルダーレジスト２４は、例えばフェノール系樹脂、あるいはポリイミド系樹脂、アミ
ン系樹脂などからなる。ハンダボール６０には、例えばＳｎ－Ｐｂ(共晶)、あるいは９５
Ｐｂ－Ｓｎ(高鉛高融点半田)、Ｐｂフリー半田として、Ｓｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－
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Ａｇ－Ｃｕなどが用いられる。
【００２５】
　また、シリコン半導体基板１０の第１の主面上には、層間絶縁膜１３が形成されている
。貫通孔に形成された導電体層２３は第１の主面まで達しており、この導電体層２３上に
は内部電極（第１電極パッド）２６が形成されている。内部電極２６は、撮像素子１２あ
るいは周辺回路部に形成された周辺回路（図示しない）に電気的に接続されている。これ
により、貫通孔に形成された貫通電極は、ハンダボール６０と撮像素子１２あるいは周辺
回路とを電気的に接続している。
【００２６】
　さらに、内部電極２６上には、層間絶縁膜１３を介して素子面電極（第２電極パッド）
２７が形成されている。内部電極２６と素子面電極２７間の層間絶縁膜１３内には、これ
ら電極間を電気的に接続するコンタクトプラグ（図示しない）が形成されている。素子面
電極２７は、コンタクトプラグ、内部電極２６を介して電圧の印加及び信号の読み出しな
どに使用される。特に、ダイソートテスト時に、素子面電極２７に針が当てられる。
【００２７】
　素子面電極２７上には、ベース層１４が形成されている。ベース層１４上にはアクリル
樹脂１９が形成され、このアクリル樹脂１９上にはオーバーコート１６が形成されている
。素子面電極２７上に形成された、これらベース層１４、アクリル樹脂１９及びオーバー
コート１６が開口されて、パッド開口部が形成されている。
【００２８】
　オーバーコート１６上及び素子面電極２７上には、接着剤２０を介してガラス基板３０
が形成されている。なお、接着剤２０はパターニングされており、撮像素子１２上（マイ
クロレンズ１７上）、すなわち撮像画素部上には配置されていない。前述したように、撮
像画素部上は空洞１８となっており、空洞１８上にガラス基板３０が配置されている。
【００２９】
　ここで、ガラス基板３０から見て空洞１８下のシリコン半導体基板１０の厚さは、接着
剤２０下のシリコン半導体基板１０の厚さより、厚く形成されている。例えば、接着剤２
０下のシリコン基板１０の厚さをｔ１とし、空洞１８下のシリコン基板１０の厚さをｔ２
とすると、ｔ１＜ｔ２が成り立つ。厚さｔ２は厚さｔ１より１．５μｍ以上厚いことが望
ましい。言い換えると、ガラス基板３０から見て接着剤２０下のシリコン基板１０の第２
の主面は、空洞１８下のシリコン基板１０の第２の主面より凹んでいる。
【００３０】
　前述した構造を有する第１実施形態では、ガラス基板３０から見て接着剤２０下のうち
、少なくとも貫通孔（貫通電極）の周辺部のシリコン基板１０の厚さが薄いため、貫通孔
の加工が容易となり、カメラモジュールの製造効率を向上させることができる。また、貫
通孔の周辺部以外のシリコン基板１０は貫通孔の周辺部のシリコン基板１０より厚いため
、シリコン基板１０の強度が高く、空洞１８が形成された領域のシリコン基板１０が破壊
されたり、また空洞１８が形成された領域のシリコン基板１０が湾曲して画像が正常に写
らないなどの問題が発生するのを防ぐことができる。
【００３１】
　言い換えると、ガラス基板３０から見て空洞１８が形成された領域下、すなわち撮像画
素部下のシリコン基板１０の厚さを、接着剤２０によってガラス基板３０が接着された非
空洞領域下のシリコン基板１０の厚さよりも厚く形成している。これにより、空洞１８が
形成された領域下のシリコン基板１０が割れにくく、湾曲しにくくなり、信頼性の高いカ
メラモジュールを形成することができる。
【００３２】
　なおここでは、素子面電極２７上のベース層１４、アクリル樹脂１９及びオーバーコー
ト１６を開口してパッド開口部を形成した例を示したが、これらの膜を開口せず、パッド
開口部を形成しない構造であっても良い。
【００３３】
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　次に、本発明の第１実施形態のカメラモジュールの製造方法について説明する。図３は
、第１実施形態のカメラモジュールの製造方法を示すプロセスフローである。
【００３４】
　まず、シリコン半導体基板（ウェハ）１０に固体撮像デバイスを形成する（ステップＳ
１）。すなわち、シリコン基板１０上に、フォトダイオード及びトランジスタを含む撮像
素子１２を形成する。さらに、シリコン基板１０上に、内部電極２６、層間絶縁膜１３、
素子面電極２７、カラーフィルタ１５、マイクロレンズ１７を形成する。続いて、撮像素
子１２を含む各チップに対してダイソートテストを行い、各チップが正常に動作するか否
かを検査する（ステップＳ２）。ダイソートテストでは、素子面電極２７にテスターの針
が当てられる。
【００３５】
　次に、シリコン基板１０の第１の主面（素子形成面）側に接着剤２０をスピンコート法
あるいはラミネート法により形成する。接着剤２０は、接着機能と共に、リソグラフィに
よってパターニングできる機能およびパターニング形状を保つ機能を有している。シリコ
ン基板１０上に形成された接着剤２０は、リソグラフィにより撮像素子１２上は抜くよう
に、すなわち形成されないようにパターニングを行う（ステップＳ３）。その後、接着剤
２０が付いたシリコン基板１０を、ガラス基板３０と貼り合わせる（ステップＳ４）。
【００３６】
　その後、バックグラインド等により、シリコン基板１０を第２の主面側から削って薄く
していく（ステップＳ５）。バックグラインド後のシリコン表面には削じょう痕が残って
おり、その凹凸は数μｍ～１０μｍに及ぶ。このまま、次のリソグラフィとＲＩＥの工程
に進むと、リソグラフィ不良、ＲＩＥ不良を起こす恐れがある。そこで、ＣＭＰ（Chemic
al Mechanical Polish）やウェットエッチングなどにより、第２の主面の表面を平坦化す
ることが望ましい。
【００３７】
　また、シリコン基板１０の厚さのバラつきは、平均値±５μｍ以内に収める必要がある
。もし、面内でシリコン基板の厚さにバラつきがあると、次のＲＩＥ工程で、シリコンが
厚い部分ではエッチング不足が生じ、シリコンが薄い部分では底部にノッチングと呼ばれ
るえぐれが生じることになる。
【００３８】
　次に、感光性樹脂を塗布しパターニングを行って、空洞１８直下のシリコン基板１０の
第２の主面上のみに樹脂マスクパターンを残す（ステップＳ６）。続いて、樹脂マスクパ
ターンで保護されていないシリコン基板１０の第２の主面をエッチングする。すなわち、
接着剤２０直下のシリコン基板１０の第２の主面をエッチングする（ステップＳ７）。こ
のエッチングにより、接着剤２０直下のシリコン基板１０の第２の主面をエッチングし、
接着剤２０直下のシリコン基板１０の厚さを、空洞１８直下のシリコン基板１０の厚さよ
り薄くする。このとき、エッチングされる領域は、後工程で貫通孔が形成される領域を含
む。その後、樹脂マスクパターンを除去する（ステップＳ８）。
【００３９】
　次に、シリコン基板１０の第２の主面上にレジストを塗布し、シリコン基板１０の第１
の主面のパッド開口部３０と対応する位置にリソグラフィにより開口を行う（ステップＳ
９）。このとき、第１の主面の上にある合わせマーク（図示せず）に対して、第２の主面
の開口の合わせを行うことになるので、両面アライナ、両面ステッパなどの手段を用いる
ことが必要になる。次に、パターニングしたレジストをマスクとして貫通孔の形成を行う
（ステップＳ１０）。
【００４０】
　まず、シリコン基板１０のシリコンだけをＲＩＥによりエッチングしていく。ところで
、撮像素子１２やトランジスタを形成するシリコンデバイスプロセスは、通常、ウェル形
成、ＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）形成、ソース/ドレイン形成、ゲート/電極形成
、配線形成の順番で進んでいく。ここで、ＳＴＩ形成においてＣＭＰルールとして、ある
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大きさ以上のシリコンの丘も浅いトレンチも形成することが禁止されている。これは、Ｃ
ＭＰ時に大きなサイズのシリコンの丘が存在すると、ＣＭＰ残りがその丘の上で発生した
り、大きなサイズの浅いトレンチが存在すると、その中での削り過ぎが発生したりする。
このためどちらの場合も、次のリソグラフィ工程での合わせズレや、上層のメタル配線の
配線切れなどを引き起こしてしまう可能性がある。そこで、通常、電極パッドなどのよう
に巨大なパターンを形成する部分のシリコン基板には、ダミーのＳＴＩを形成してＣＭＰ
ルールに違反することを防いでいる。
【００４１】
　しかし、貫通電極を形成する場合は、ＣＭＰルールに違反しても電極パッドの下にはＳ
ＴＩを配さないことが重要である。これは、シリコンのＲＩＥと絶縁膜のＲＩＥでガス種
類が異なり、もし、シリコンのＲＩＥ時に、基板中に絶縁膜のパターンがあると、そこで
エッチング不良を起こして剣山状のエッチング残りを形成してしまう恐れがあるからであ
る。ＳＴＩのＣＭＰ時にどうしても電極パッド下にＣＭＰ残りが発生する場合には、残り
が生じる部分をリソグラフィで開口して、先に一部ウェットなどによりエッチングした後
にＣＭＰを行い、ＣＭＰ残りを無くすなどの方法を行う必要がある。
【００４２】
　また、ＲＩＥで形成されるシリコン基板の貫通孔の形状は、第２の主面の開口部から奥
に行くに従って徐々に狭くなっていくテーパー形状が望ましい。もし、ノッチングやボー
イング形状が生じて逆向きのテーパーが形成されると、次のＣＶＤによる絶縁膜の形成不
良やスパッタによるメタルシード層の形成不良を発生させる原因となる。
【００４３】
　シリコンのＲＩＥ時のストッパーになるのは、層間絶縁膜１３の中でシリコン基板１０
に直に接している層あるいはシリコン基板上に形成されたゲート絶縁膜などである。続い
て、アッシングとウェット洗浄によりレジストの剥離を行う（ステップＳ１１）。なお好
ましくは、シリコンのＲＩＥの後、あるいはレジスト剥離の後に、ＨＦ系のウェット洗浄
を行い、ＲＩＥ残渣の除去を行うことが望まれる。
【００４４】
　次に、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）などの方法により、第２の主面全面にＳ
ｉＯ２、ＳｉＯＮ、ＳｉＮなどの絶縁膜２２を形成する（ステップＳ１２）。
【００４５】
　次に、再度、レジストを塗布し、シリコン基板の貫通孔の底部のみをリソグラフィで開
口して（ステップＳ１３）、レジストをマスクとして絶縁膜２２のＲＩＥを行う（ステッ
プＳ１４）。絶縁膜２２のＲＩＥでは、先に形成したＣＶＤ絶縁膜とシリコンデバイスプ
ロセスで形成したシリコン基板１０と内部電極２６との間にある全ての絶縁膜をエッチン
グする。このとき、絶縁膜のＲＩＥ時のストッパーとなるのは、内部電極２６である。
【００４６】
　続いて、アッシングとウェット洗浄によりレジストを剥離する（ステップＳ１５）。な
お、内部電極２６の表面が数ｎｍ～数十ｎｍ程度酸化されている可能性があるので、アル
カリ系のウェットエッチングにより若干エッチングすることが望ましい。
【００４７】
　次に、スパッタにより絶縁膜２２上及び内部電極２６上にメタルシード層を形成する（
ステップＳ１６）。スパッタプロセスにおいて、まず逆スパッタにより内部電極２６の表
面の酸化層を除去することが望ましい。続けて、Ｔｉ、Ｃｕなどのメタルシードのスパッ
タを行う。なお、内部電極２６表面のコロージョン発生を防止するために、絶縁膜２２の
ＲＩＥとメタルシードスパッタの間の時間は願わくば３時間以内、長くても２４時間以内
で行うことが必要である。
【００４８】
　次に、第２の主面上の電極パターニングのためにレジストを塗布し、電極を形成しない
部分のみにレジストを残すようにリソグラフィによりパターニングを行う（ステップＳ１
７）。次に、電界めっき等によりメタルシード層にメッキを行い、貫通電極及び配線の形
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成を行う（ステップＳ１８）。その後、ウェットエッチングなどの方法でレジストを剥離
する（ステップＳ１９）。続いて、ウェット洗浄などによりメタルシードのエッチングを
行って、貫通電極及び配線以外の領域は絶縁膜２２を露出させる（ステップＳ２０）。な
お、先に全面に電界めっきを行い、その後、リソグラフィとエッチングにより貫通電極及
び配線を形成する方法も考えられるが、このやり方だと使用するめっき液の量が多くなり
高価なプロセスとなってしまう。
【００４９】
　次に、第２の主面の全面にソルダーレジスト２４をスピンコート等の方法で形成する。
さらに、ハンダボール６０を載せる領域のみ、リソグラフィによりソルダーレジスト２４
の開口を行う（ステップＳ２１）。その後、導通チェックを行い（ステップＳ２２）、ソ
ルダーレジスト２４の開口部分の導電体層２３上にハンダボール６０を載せる（ステップ
Ｓ２３）。
【００５０】
　最後に、シリコン基板１０をダイシングにより個片化し（ステップＳ２４）、ピックア
ップ（ステップＳ２５）、レンズ搭載（ステップＳ２６）、及び画像チェック（レンズ調
整）（ステップＳ２７）を行う。以上により、カメラモジュールを梱包し（ステップＳ２
８）、カメラモジュールの製造を終了する。
【００５１】
　　　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態のカメラモジュールについて説明する。前記第１実施形態
における構成と同様の部分には同じ符号を付してその説明は省略する。
【００５２】
　図４は、第２実施形態のカメラモジュールにおけるシリコン半導体基板とガラス基板の
一部分を拡大した断面図である。
【００５３】
　シリコン基板１０面に垂直な方向において空洞１８下のシリコン基板１０の第２の主面
上には、補強用の樹脂マスクパターン３１が形成されている。これにより、第１実施形態
と比較して、さらに空洞１８下のシリコン基板１０の強度が高くなり、空洞１８下のシリ
コン基板１０が破壊されたり、またこの領域のシリコン基板が湾曲して画像が正常に写ら
ないなどの問題が発生するのを防ぐことができる。その他の構成及び効果は、第１実施形
態と同様である。
【００５４】
　なお、樹脂マスクパターン３１は、第１実施形態の製造方法において、空洞１８下以外
（接着剤２０下）のシリコン基板１０の第２の主面をエッチングするために使用したマス
クであり、樹脂マスクパターン３１を形成するにはこのマスクを除去せず残せばよい。こ
のため、第２実施形態の製造方法では、新たなプロセスの増加はなく、樹脂マスクパター
ン３１を除去する工程（ステップＳ８）を減らすことができる。
【００５５】
　次に、本発明の第２実施形態のカメラモジュールの製造方法について説明する。図５は
、第２実施形態のカメラモジュールの製造方法を示すプロセスフローである。
【００５６】
　第２実施形態の製造方法では、図３に示した第１実施形態のプロセスフローにおいて、
ステップＳ８を除いたものであり、その他のプロセスフローは第１実施形態と同様である
。
【００５７】
　以下に、プロセスフローの異なる部分を詳述する。空洞１８直下のシリコン基板１０の
第２の主面上のみに樹脂マスクパターンを残し（ステップＳ６）、樹脂マスクパターンで
保護されていないシリコン基板１０の第２の主面をエッチングする（ステップＳ７）。第
１実施形態では、その後、樹脂マスクパターンを除去していたが（ステップＳ８）、第２
実施形態では樹脂マスクパターンを除去せず、そのまま残し、補強用の樹脂マスクパター
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ン３１とし用いている。
【００５８】
　　　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態のカメラモジュールについて説明する。前記第１実施形態
における構成と同様の部分には同じ符号を付してその説明は省略する。
【００５９】
　図６は、第３実施形態のカメラモジュールにおけるシリコン半導体基板とガラス基板の
一部分を拡大した断面図である。
【００６０】
　図２に示した第１実施形態では、空洞１８下のシリコン基板１０の第２の主面と、接着
剤２０下（空洞１８下以外）のシリコン基板１０の第２の主面との間に角が形成されてい
る。このため、この角に応力が集中したり、この角上に形成された配線等が段切れしたり
という不具合が発生する恐れがある。第３実施形態では、この角を取り、前述した不具合
の発生を防止する。その他の構成及び効果は、第１実施形態と同様である。
【００６１】
　次に、本発明の第３実施形態のカメラモジュールの製造方法について説明する。図７は
、第３実施形態のカメラモジュールの製造方法を示すプロセスフローである。
【００６２】
　第３実施形態の製造方法では、図３に示した第１実施形態のプロセスフローにおいて、
ステップＳ７にて行っていたＲＩＥによるエッチングを、ウェットエッチングに変更した
ものである。その他のプロセスフローは第１実施形態と同様である。
【００６３】
　以下に、プロセスフローの異なる部分を詳述する。樹脂マスクパターンで保護されてい
ないシリコン基板１０の第２の主面をエッチングする際、ＲＩＥによる異方性エッチング
を用いず、ウェットエッチングによる等方性エッチングを用いることにより、角が形成さ
れるのを防ぐ。
【００６４】
　また、図８に示すプロセスフローを用いて第３実施形態のカメラモジュールを製造する
ことも可能である。図３に示した、樹脂マスクパターンの形成（ステップＳ６）、シリコ
ン基板のエッチング（ステップＳ７）、及び樹脂マスクパターンの除去（ステップＳ８）
に変えて、図８に示すプロセスフローでは、ＣＭＰまたはウェットエッチングにより、接
着剤２０直下のシリコン基板１０の厚さを、空洞１８直下のシリコン基板１０の厚さより
薄くする。
【００６５】
　次に、信頼性の高いカメラモジュールを形成するために、前記実施形態にて用いた、ウ
ェハを個片化するためのダイシングライン部分の構造について説明する。
【００６６】
　図９に、従来のカメラモジュールの断面図を示す。シリコン基板１０の撮像画素部上に
空洞１８を形成する際に、撮像画素部以外の第１の主面上に接着剤２０を形成するが、ダ
イシングライン３２上の金属や絶縁膜を含む多層膜、およびカラーフィルタ剤、マイクロ
レンズ剤を含む樹脂材料をＲＩＥなどで除去していた。このため、ダイシングライン部分
に数μｍの段差が生じ、接着剤２０の密着力が低下して剥がれが生じるという問題があっ
た。
【００６７】
　そこで、本発明の実施形態では、図３、図５、図７、図８に示したプロセスフローにお
けるステップＳ１において、図１０に示すように、ダイシングライン３２上の多層膜、お
よびカラーフィルタ剤、マイクロレンズ剤を含む樹脂材料を除去せず、ダイシングライン
３２部分に段差が生じないようにしている。これにより、ダイシングライン３２上に接着
剤２０を形成した際、接着剤２０の密着力が上がり剥れが生じにくくなり、信頼性の高い
カメラモジュールを形成することができる。
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　図１１に従来の貫通電極を持たないカメラモジュールのダイシングライン構造の断面を
示し、図１２に実施形態の貫通電極を持たないカメラモジュールのダイシングライン構造
の断面を示す。図１２に示した実施形態におけるダイシングライン部分の構造及び効果は
前述と同様である。
【００６９】
　以上説明したように本発明の実施形態によれば、光透過性支持基板から見て空洞下の半
導体基板の厚さは、接着剤下の半導体基板の厚さより、厚く形成されている。これにより
、撮像素子上が空洞となり、基板の薄化のために半導体基板が薄く形成された場合でも、
空洞が形成された領域で半導体基板が破壊されたり、湾曲するといった不具合の発生を低
減することができる。
【００７０】
　また、前述した各実施形態はそれぞれ、単独で実施できるばかりでなく、適宜組み合わ
せて実施することも可能である。さらに、前述した各実施形態には種々の段階の発明が含
まれており、各実施形態において開示した複数の構成要件の適宜な組み合わせにより、種
々の段階の発明を抽出することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の第１実施形態のカメラモジュールの構成を示す断面図である。
【図２】第１実施形態のカメラモジュールにおけるシリコン半導体基板とガラス基板の部
分を拡大した断面図である。
【図３】第１実施形態のカメラモジュールの製造方法を示すプロセスフローである。
【図４】本発明の第２実施形態のカメラモジュールにおけるシリコン半導体基板とガラス
基板の一部分を拡大した断面図である。
【図５】第２実施形態のカメラモジュールの製造方法を示すプロセスフローである。
【図６】本発明の第３実施形態のカメラモジュールにおけるシリコン半導体基板とガラス
基板の一部分を拡大した断面図である。
【図７】第３実施形態のカメラモジュールの製造方法を示すプロセスフローである。
【図８】第３実施形態のカメラモジュールの他の製造方法を示すプロセスフローである。
【図９】従来のカメラモジュールにおけるダイシングライン構造を示す断面図である。
【図１０】本発明の実施形態のカメラモジュールにおけるダイシングライン構造を示す断
面図である。
【図１１】従来の他のカメラモジュールにおけるダンシングライン構造を示す断面図であ
る。
【図１２】本発明の実施形態の他のカメラモジュールにおけるダイシングライン構造を示
す断面図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１０…シリコン半導体基板（撮像素子チップ）、１１…ＳＴＩ(Shallow Trench Isolat
ion)、１２…撮像素子、１３…層間絶縁膜、１４…ベース層、１５…カラーフィルタ、１
６…オーバーコート、１７…マイクロレンズ、１８…空洞、１９…アクリル樹脂、２０…
接着剤、２２…絶縁膜、２３…導電体層、２４…ソルダーレジスト、２６…内部電極（第
１電極パッド）、２７…素子面電極（第２電極パッド）、３０…ガラス基板（光透過性支
持基板（透明基板））、３１…樹脂マスクパターン、３２…ダイシングライン、４０…撮
像レンズ、４１…接着剤、４２…ＩＲ（赤外線）カットフィルタ、４３…接着剤、４４…
遮光兼電磁シールド、４５…接着剤、５０…レンズホルダー、６０…ハンダボール、７０
…実装基板。
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