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1．は　じ　め　に

　近年，自動車分野，携帯通信機器を始め様々な分野
で MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）と
呼ばれるデバイスの適用が進んでいる．MEMS製造
プロセスの中では，ウェーハ接合によるパッケージ
ング (1)が行われているが，従来用いられてきた加熱
を必要とする接合方法は，MEMSデバイスの信頼性，
生産性の面で問題を有している．当社では，熱を全く
加えない常温接合技術をウェーハ接合プロセスに適用
した研究試作用接合装置を既に実用化している (2)が，
このたびさらに改良を加え，MEMSの量産に対応し
た装置（以下量産用接合装置と呼ぶ）を開発したので
報告する．

2．MEMSの紹介とその製造方法

　MEMSは既に自動車のエアバッグ用センサやジャ
イロ，インクジェットプリンタのヘッド，携帯電話の
高周波スイッチなどへの適用が進んでいる．典型的な
MEMSの製造方法は，おおまかに

（1）フォトリソグラフィによりパターンを作成したシ
リコンウェーハにエッチングを行い，微細な構造体
を形成する

（2）デバイスの形成されたウェーハに封止用のウェー
ハを接合し，ウェーハレベルでパッケージングした
後，個別のデバイスに切断する（図１）
の工程からなる．
　このようにMEMSの製造は，半導体製造プロセス
を用いウェーハ上に数百から数千のデバイスを一度に
形成することで，小型化，低コスト化を実現している．
ただし，LSIを代表とする半導体デバイスが少品種多
量生産の生産形態であるのに対し，MEMSはデバイ
スの種類が多く，多品種少量から中量の生産形態をと
ることが多い．

3．MEMS製造への常温接合の適用

　本装置は，先に述べたMEMS製造工程の中で，常
温接合を用いてウェーハを接合し，ウェーハレベルの
パッケージングを行う装置である．
　3．1　常温接合の原理
　常温接合 (3)(4)は，図２に示すように，高真空中で接
合面上の酸化膜や吸着物を原子やイオンの照射により
除去し，活性化された接合面同士を接合する技術であ
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図１　MEMS のウェーハレベルパッ
ケージング
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図２　常温接合の原理
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り，熱を一切加えない接合でありながら，母材強度並
みの強固な接合が可能である．
　3．2　常温接合適用のメリット
　従来の加熱を必要とする接合法と比較すると，常温
接合をMEMSのウェーハレベルパッケージングに適
用するメリットは以下の通りである．
（1）接合による熱ひずみが生じないため，デバイスと
封止材の熱膨張率差に起因する歩留りの低下を解決
できる．

（2）母材並みの高い接合強度が得られる．
（3）加熱冷却時間が不要であるため生産性が高い．
（4）接合材料の選択肢が広く，シリコン系材料，金属，
酸化物単結晶，化合物半導体材料などを接合できる．
また異種材の接合も可能である．

　以上の特徴がMEMS製造上の課題解決にどのよう
に寄与するかを表１に示す．

動化し，無人運転を可能とした．
　装置の開発に当たっては，このように高生産性，多
品種少量生産へのフレキシブルな対応，省人化を主眼
として進めたが，デバイスの量産ラインで使用するに
は高い信頼性が要求される．精密工作機械の設計・製
造で培った有限要素法解析や振動解析などのデジタル
エンジニアリング技術を駆使した設計を行うととも
に，装置検証段階では，特に搬送系を中心に入念な長
期信頼性検証を実施し装置の信頼性を確保した．また，
斬新なデザインと，操作性，保守性を両立した装置構
成としている．

5．今後の事業展開

　MEMSの適用は，自動車分野や携帯通信機器分野
を中心に進んでいるが，今後バイオテクノロジーなど
さらに用途が拡大すると考えられ，それに伴いより広
範囲の材料を強固に接合する接合プロセス技術への要
求が高まる．このようなニーズにこたえ種々の材料や

表１　MEMS製造上の課題と常温接合技術の関係

課題 

デバイス 
種類の拡大 

開発期間の 
短縮 

小型化・ 
集積化 

高歩留まり・ 
低コスト化 

熱ひずみ 
がない 

接合強度が 
強い 

加熱冷却 
時間不要 

材料選択肢 
の広さ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

4．量産用常温ウェーハ接合装置の紹介

　当社では，2005年に研究試作用接合装置を発表し
ているが，今回MEMSの量産に対応した量産用接合
装置を開発した．研究試作用接合装置の持つ特徴はそ
のままに，さらに生産効率及び自動化レベルを向上し
た装置である．本装置の主要な特徴を示す．また，先
に報告した研究試作用接合装置と対比して表２に仕様
を示す．
（1）デバイスの形成されたウェーハ 25枚，封止用
ウェーハ 25枚をそれぞれ格納できるウェーハカ
セットを備え，一度の真空排気で最大 25接合を順
次行うことでタクトタイムを大幅に低減した．この
手順を図３に示す．

（2）多品種少量生産に対応するため，25接合それぞ
れの接合条件を個別に設定できるようにし，異種材
料，異種部品も一括して処理できるようにした．

（3）ウェーハを段取りした後は，スタートボタンを押
すだけで，従来手動で行っていたアライメント作業
（ウェーハの位置合わせ）を含めすべての動作を自

表２　常温ウェーハ接合装置の主な仕様

用途 

装置概要 

ウェーハサイズ 

接合対象 

自動化 
レベル 

チャンバー真空度 

研究試作用接合装置 量産用接合装置 

MEMSデバイスの 
研究開発・試作 
 

MEMSデバイスの量産 
 

デバイスウェーハ１枚 
封止用ウェーハ１枚を 
半自動で接合 
 

デバイスウェーハ25枚（最大） 
封止用ウェーハ25枚（最大） 
を全自動で接合 
※接合条件は個別に設定可能 
 

４インチもしくは６インチ（選択） 

シリコン系材料 
金　属 

酸化物単結晶 
化合物半導体材料 

半自動 自動 

自動 手動 

搬送 

アライメント 

10－6Pa台（プロセスチャンバ） 

接合済みウェーハの返却 

接合前ウェーハの搬送 

ウェーハの 
アライメント 
（位置合わせ） 

接合 

表面活性化 

一度の真空排気で上記プロセスを 
最大25セットのウェーハに対して繰り返し実行 

デバイスウェーハ 封止用ウェーハ 

図３　常温ウェーハ接合装置の動作手順
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構造のデバイス接合ノウハウを蓄積していく予定であ
る．

6．ま　　と　　め

　研究試作用接合装置と量産用接合装置の開発で広い
ユーザの要求にこたえることができるラインナップを
完備した．今後も装置の改良を継続し，お客様のデバ
イス生産に貢献していく所存である．

内海淳

井手健介

津村陽一郎田原諭

後藤崇之 浅野伸
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