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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェーハの表面側を保持テーブルで保持してウェーハの裏面を露出させるウェーハ保持
ステップと、
　ウェーハを保持した前記保持テーブルを回転させるとともに、ウェーハより小径の環状
に粗研削砥石が配設された粗研削ホイールを回転させつつウェーハの裏面に当接させ、ウ
ェーハに相対的に近接移動させることでウェーハの裏面を研削して円形凹部を形成すると
ともに該円形凹部を囲繞する環状凸部を形成する粗研削ステップと、
　該粗研削ステップを実施した後、前記保持テーブルで保持されたウェーハの前記円形凹
部に異物除去流体を供給して該円形凹部内の異物を該円形凹部外へと排出する異物除去ス
テップと、
　該異物除去ステップを実施した後、粗研削砥石よりも小粒径の砥粒を含む仕上げ研削砥
石がウェーハより小径の環状に配設された仕上げ研削ホイールを回転させつつ前記円形凹
部に当接させ、ウェーハに相対的に近接移動させることで該円形凹部を研削する仕上げ研
削ステップと、
を備え、
　前記異物除去ステップでは、異物除去流体供給ノズルから前記環状凸部の内周壁に向か
って異物除去流体を供給するとともに、前記保持テーブルを、前記円形凹部から前記異物
が排出可能な遠心力が生じる回転状態とすることを特徴とする加工方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウェーハ等のウェーハの裏面を研削して、裏面側に円形凹部と該円形
凹部を囲繞した環状凸部とを形成するウェーハの加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの製造工程では、シリコンやガリウムヒ素等の半導体材料からなる円板
状ウェーハの表面に、格子状の分割予定ラインが設定され、この分割予定ラインで囲まれ
た多数の矩形状のデバイス領域に、ＩＣやＬＳＩ等の電子回路を有するデバイスが形成さ
れる。そしてこのウェーハは、裏面が研削されて設定厚さに薄化されるなどの所定の工程
を経てから、分割予定ラインに沿って切断されることにより、多数のチップ状のデバイス
に分割される。このようにして得られたデバイスは、樹脂やセラミックでパッケージング
され、各種電子機器に実装される。近年では、電子機器の小型化・軽量化に伴い、ウェー
ハは厚さが例えば１００μｍ以下といったようにきわめて薄く加工される場合がある。
【０００３】
　ところで、ウェーハを薄化すると剛性が低下してハンドリングが困難になる。そこで、
ウェーハの裏面に対し外周部を残して除去する研削を施して、裏面側に円形凹部を形成す
るとともに外周部に肉厚の環状凸部を補強部として残存させ、ウェーハ全体を断面凹状に
加工してハンドリングの問題を解決する技術が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－０１９４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ウェーハを研削した際には、ウェーハから研削屑が生じ、また、研削ホイー
ルの研削砥石からは磨耗によって砥粒が脱粒する。上記のようにウェーハの裏面に円形凹
部を形成するように研削した場合、これら研削屑や砥粒は円形凹部から排除されにくく滞
留することになる。すると、裏面を研削している研削砥石が、円形凹部内に滞留するこれ
ら研削屑や砥粒をかみ込んでしまうという現象が生じ、その場合には、ウェーハの裏面に
スクラッチが発生するおそれがある。特に、脱粒した砥粒が例えば♯３２０と比較的大き
い場合にはスクラッチが深く形成されてしまうため、スクラッチが形成された後に研削を
続けても十分にスクラッチを除去することができずスクラッチがウェーハに残存してしま
う。ウェーハに残存じたスクラッチはウェーハの抗折強度を低下させる要因となる上、ス
クラッチを起点にクラックが発生してウェーハの破損を招くおそれもある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その主たる技術的課題は、ウェーハの
裏面に研削によって円形凹部を形成するにあたり、円形凹部内に滞留する研削屑や砥粒等
の異物に起因するスクラッチの発生を低減することができる加工方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の加工方法は、ウェーハの表面側を保持テーブルで保持してウェーハの裏面を露
出させるウェーハ保持ステップと、ウェーハを保持した前記保持テーブルを回転させると
ともに、ウェーハより小径の環状に粗研削砥石が配設された粗研削ホイールを回転させつ
つウェーハの裏面に当接させ、ウェーハに相対的に近接移動させることでウェーハの裏面
を研削して円形凹部を形成するとともに該円形凹部を囲繞する環状凸部を形成する粗研削
ステップと、該粗研削ステップを実施した後、前記保持テーブルで保持されたウェーハの
前記円形凹部に異物除去流体を供給して該円形凹部内の異物を該円形凹部外へと排出する
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異物除去ステップと、該異物除去ステップを実施した後、粗研削砥石よりも小粒径の砥粒
を含む仕上げ研削砥石がウェーハより小径の環状に配設された仕上げ研削ホイールを回転
させつつ前記円形凹部に当接させ、ウェーハに相対的に近接移動させることで該円形凹部
を研削する仕上げ研削ステップと、を備え、前記異物除去ステップでは、異物除去流体供
給ノズルから前記環状凸部の内周壁に向かって異物除去流体を供給するとともに、前記保
持テーブルを、前記円形凹部から前記異物が排出可能な遠心力が生じる回転状態とするこ
とを特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、ウェーハの裏面に円形凹部を形成する粗研削ステップを実施した後、
円形凹部内に発生した異物を除去する異物除去流体ステップを行うことで、粗研削で発生
した研削屑や粗研削砥石から脱粒した砥粒等の異物は異物除去流体の流れにのって円形凹
部外に排出される。粗研削においては、発生する研削屑や粗研削砥石から脱粒する砥粒は
比較的大きいためスクラッチの発生を招くが、異物除去ステップで除去されるため、それ
ら異物に起因したスクラッチの発生が低減する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の加工方法によれば、ウェーハの裏面に研削によって円形凹部を形成するにあた
り、円形凹部内に滞留する研削屑や砥粒等の異物に起因するスクラッチの発生を低減する
ことができる加工方法が提供されるといった効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る加工方法で裏面研削されるウェーハおよびウェーハ裏
面に貼着される保護部材の（ａ）斜視図、（ｂ）ウェーハ裏面に保護部材が貼着された状
態の断面図である。
【図２】一実施形態の加工方法を好適に実施する研削装置を示すとともに、同加工方法の
（ａ）ウェーハ保持ステップ、（ｂ）粗研削ステップを示す斜視図である。
【図３】同加工方法のウェーハ保持ステップを示す断面図である。
【図４】一実施形態の加工方法の粗研削ステップを示す断面図である。
【図５】研削装置のウェーハが保持される保持テーブルと研削ホイールとの水平方向の位
置関係を示す平面図である。
【図６】一実施形態の加工方法の異物除去ステップを示す斜視図である。
【図７】同加工方法の仕上げ研削ステップを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。
［１］ウェーハ
　図１の符号１は一実施形態で裏面に研削加工が施される円板状のウェーハを示している
。ウェーハ１は、厚さが例えば数百μｍ程度の半導体ウェーハ等である。ウェーハ１の表
面１ａには、多数の矩形状のデバイス２が配設されている。デバイス２は格子状の分割予
定ライン３によって区画された多数の矩形領域の表面に、例えばＩＣやＬＳＩからなる電
子回路が形成されることで設けられている。
【００１２】
　ウェーハ１の裏面研削加工を実施するにあたっては、デバイス２を保護するために表面
１ａ全面に円板状の保護部材５を貼着する。保護部材５は例えば樹脂製の基材の片面に粘
着層が形成されたものなどが用いられ、粘着層にウェーハ１の表面１ａが貼着される。ウ
ェーハ１の裏面１ｂは、表面１ａ側の多数のデバイス２が形成されたデバイス形成領域に
対応する円形状部分が研削されて所定厚さまで薄化される。したがって裏面研削により裏
面１ｂにはデバイス形成領域に対応した円形状部分に円形凹部が形成されるとともに、外
周部に該円形凹部を囲繞する環状凸部が形成される。以下、本実施形態に係るウェーハ１
の裏面研削の加工方法を説明する。
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【００１３】
［２］加工方法
　はじめに、図２（ａ）および図３に示すようにウェーハ１を研削装置の保持テーブル１
０で保持する。ウェーハ１は、図３に示すように保護部材５を介して表面１ａ側を保持テ
ーブル１０の上面に載置して保持し、被研削面である裏面１ｂを露出させる（ウェーハ保
持ステップ）。
【００１４】
　図２に示すように研削装置は、保持テーブル１０と、保持テーブル１０上に配設された
粗研削用の研削手段２０Ａと、後述する仕上げ研削用の研削手段２０Ｂを具備している。
【００１５】
　図３に示すように、保持テーブル１０は、ステンレス等の金属からなる枠体１１の上面
に多孔質体で形成された円板状の保持部１２が嵌合された構成のもので、鉛直方向に延び
る回転軸１０ａを中心に回転可能に支持され、図示せぬ回転駆動手段によって回転駆動さ
れる。
【００１６】
　多孔質体からなる保持部１２はウェーハ１と同程度の直径を有しており、ウェーハ１は
保持部１２の上面である水平な保持面１３に同心状に載置されて保持される。保持部１２
の下面と枠体１１との間には隙間１４が形成され、枠体１１の中心には、隙間１４を介し
て保持部１２に連通する吸引路１５が形成されている。吸引路１５には、吸引源１６に連
通する吸引管１７が接続されており、吸引管１７の途中には電磁切替弁１８が介在してい
る。吸引源１６を運転して電磁切替弁１８を開とすることで保持面１３には負圧が発生し
、この負圧作用でウェーハ１は保持面１３に保護部材５を介して吸引保持される。
【００１７】
　ウェーハ１を保持テーブル１０上に吸引保持したら、次いで、図２（ｂ）に示すように
保持テーブル１０を矢印Ｔ方向に回転させてウェーハ１を自転させ、ウェーハ１の露出す
る裏面１ｂに対し、研削手段２０Ａを下降させて研削手段２０Ａが備える粗研削ホイール
２４Ａの粗研削砥石２５Ａを回転状態で当接させる。これにより、図４および図５に示す
ように裏面１ｂに円形凹部１ｃを形成するとともに円形凹部１ｃを囲繞する環状凸部１ｄ
を形成する（粗研削ステップ）。なお、粗研削ステップ中においては、粗研削ホイール２
４Ａの内部から粗研削ホイール２４Ａとウェーハ１とに純水等の研削液を供給する。
【００１８】
　図２に示すように、研削手段２０Ａは上下動可能に支持された円筒状のハウジング２１
を有している。ハウジング２１内には、回転軸線が鉛直方向に延び、下端部がハウジング
２１から下方に突出するスピンドル２２が回転可能に支持され、スピンドル２２の下端部
に円板状の粗研削ホイール２４Ａがスピンドル２２と同心状に固定されている。ハウジン
グ２１内には、スピンドル２２とともに粗研削ホイール２４Ａを高速回転させる図示しな
いスピンドルモータが内蔵されている。
【００１９】
　図４に示すように、粗研削ホイール２４Ａは、スピンドル２２の下端部に形成されたフ
ランジ２３に着脱可能に固定されている。粗研削ホイール２４Ａの下面外周部には、複数
の粗研削砥石２５Ａが環状に配列されて固定されている。粗研削砥石２５Ａは被研削物で
あるウェーハ１の材質に応じたものが用いられ、例えば、ダイヤモンドの砥粒をメタルボ
ンドやレジンボンド等の結合剤で固めて成形したダイヤモンド研削砥石等が用いられる。
この場合、粗研削砥石２５Ａは、含有する砥粒が例えば♯３２０程度の比較的大きなもの
が用いられる。
【００２０】
　図５に示すように複数の粗研削砥石２５Ａは、斜線で示す環状の回転軌跡が研削加工点
となってウェーハ１に接触し、ウェーハ１は研削される。この回転軌跡２６の直径はウェ
ーハ１の半径程度に設定されており、研削手段２０Ａは保持テーブル１０に対し、回転す
る粗研削砥石２５Ａが保持テーブル１０の回転軸１０ａ上、すなわちウェーハ１の回転中
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心を通過してウェーハ１の半径領域を研削する。粗研削ホイール２４Ａの内側には研削中
においてウェーハ１の裏面１ｂおよび粗研削砥石２５Ａに研削液を供給する図示しない研
削液供給ノズルが配設されている。
【００２１】
　図２（ｂ）および図５に示すように粗研削ステップでは、保持テーブル１０と同方向に
粗研削ホイール２４Ａを回転させる（矢印Ｇ方向）とともに研削手段２０Ａを下降させる
ことで、自転しているウェーハ１の裏面１ｂの半径領域に回転する粗研削ホイール２４Ａ
の粗研削砥石２５Ａを当接させ、裏面１ｂに円形凹部１ｃを形成するとともに環状凸部１
ｄを形成する。なお、図示例では粗研削ホイール２４Ａと保持テーブル１０の回転方向は
反時計回りであるが、双方の回転方向はこれに限られず時計回りでもよく、また、双方の
回転方向が互いに異なっていてもよい。
【００２２】
　粗研削ステップにおいては、ウェーハ１の円形凹部１ｃの領域の厚さを図示しない厚さ
測定器で測定し、その厚さが所定厚さ（例えば仕上げ研削後の厚さに数十μｍを加えた程
度）に到達したら、研削手段２０Ａを上方に退避させ、粗研削を終える。
【００２３】
　次いで、保持テーブル１０にウェーハ１を吸引保持したまま、図６に示すように裏面１
ｂに形成した円形凹部１ｃ内に異物除去流体供給ノズル３０から異物除去流体Ｆを供給し
て円形凹部１ｃ内の異物を円形凹部１ｃ外に排出する（異物除去ステップ）。
【００２４】
　異物除去流体供給ノズル３０の先端は例えばφ１～３ｍｍ程度の吐出口に形成され、粗
研削によってウェーハ１の裏面１ｂに形成される円形凹部１ｃに向かって延びている。異
物除去流体供給ノズル３０は供給管３１を介して異物除去流体供給源３２に連通されてい
る。供給管３１の途中には電磁切替弁３３が介在しており、異物除去流体供給源３２を運
転して電磁切替弁３３を開とすることで、異物除去流体供給ノズル３０から円形凹部１ｃ
内に異物除去流体Ｆが噴出状態で供給される。このとき、保持テーブル１０を回転させて
遠心力とともに異物を排出するようにしてもよい。
【００２５】
　粗研削ステップで形成された円形凹部１ｃ内には、ウェーハ１から発生した研削屑や粗
研削砥石２５Ａが磨耗して脱粒した砥粒等の異物が研削液とともに滞留した状態になりや
すい。そのような異物が円形凹部１ｃ内に滞留した場合、異物除去流体Ｆが供給されるこ
とにより異物は異物除去流体Ｆの流れにのって円形凹部１ｃ外に排出される。
【００２６】
　異物除去流体ノズル３０は保持テーブル１０に近接して固定した状態か、もしくは旋回
して保持テーブル１０上から退避可能に配設される。異物除去流体Ｆは特に限定されず適
宜なものが選択されるが、例えば研削液と同じ純水等が用いられる。
【００２７】
　次いで、保持テーブル１０にウェーハ１を吸引保持したまま、図７に示すように仕上げ
研削ホイール２４Ｂを有する仕上げ研削用の研削手段２０Ｂによって円形凹部１ｃを仕上
げ研削する（仕上げ研削ステップ）。研削手段２０Ｂは粗研削用の研削手段２０Ａと同一
構成であり、上下動可能に配設されたハウジング２１内に支持されたスピンドル２２が回
転駆動され、スピンドル２２の下端にフランジ２３を介して仕上げ研削ホイール２４Ｂが
着脱可能に固定された構成である。
【００２８】
　仕上げ研削ホイール２４Ｂの下面に固着された仕上げ研削砥石２５Ｂの回転軌跡は上記
粗研削ホイール２４Ａの粗研削砥石２５Ａの回転軌跡と同じ直径であり、図５に示した回
転軌跡２６と同様に仕上げ研削砥石２５Ｂはウェーハ１の回転中心を通過して裏面１ａの
半径領域を研削する。仕上げ研削ホイール２４Ｂの仕上げ研削砥石２５Ｂは粗研削砥石２
５Ａよりも小粒径の砥粒（例えば♯２０００以上）を含むものが用いられる。
【００２９】
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　仕上げ研削ステップは、粗研削ステップと同様に、研削手段２０Ｂを下降させ、回転さ
せた仕上げ研削ホイール２４Ｂの仕上げ研削砥石２５Ｂをウェーハ１の裏面１ｂの半径領
域に当接させ、これにより円形凹部１ｃの底面および内周壁を仕上げ研削する。ここでも
仕上げ研削ホイール２４Ｂと保持テーブル１０の回転方向は任意である。また、仕上げ研
削の際にも、仕上げ研削ホイール２４Ｂの内側からウェーハ１の裏面１ｂおよび仕上げ研
削砥石２５Ｂに研削液が供給される。
【００３０】
　仕上げ研削ステップにおいてもウェーハ１の円形凹部１ｃの領域の厚さを図示しない厚
さ測定器で測定し、その厚さが仕上げ厚さに到達したら、研削手段２０Ｂを上方に退避さ
せて粗研削を終える。
【００３１】
　以上によりウェーハ１の裏面１ｂには円形凹部１ｃおよび円形凹部１ｃを囲繞する環状
凸部１ｄが形成され、円形凹部１ｃが形成されたデバイス形成領域の厚さが所定厚さに仕
上げられる。このように裏面１ｂが研削加工されたウェーハ１は、円形凹部１ｃの周囲の
環状凸部１ｄをハンドリングして保持テーブル１０から搬出され、次の工程に送られる。
【００３２】
［３］一実施形態の作用効果
　上記一実施形態の加工方法によれば、ウェーハ１の裏面１ｂに円形凹部１ｃを形成する
粗研削ステップを実施した後、円形凹部１ｃ内に発生した異物を除去する異物除去流体ス
テップを行うことで、粗研削で発生した研削屑や粗研削砥石２５Ａから脱粒した砥粒等の
異物を異物除去流体Ｆとともに円形凹部１ｃ外に排出させることができる。粗研削におい
ては、発生する研削屑や粗研削砥石２５Ａから脱粒する砥粒は比較的大きいため、そのま
までは粗研削砥石２５Ａが異物をかみ込んでスクラッチの発生を招くおそれがあるが、異
物除去ステップで異物は除去されるため、それら異物に起因したスクラッチの発生が低減
する。
【００３３】
　上記実施形態では、仕上げ研削ステップにおいて発生する異物は十分小さく軽いためス
クラッチの原因となるおそれが低い上、研削液中を浮遊して円形凹部１ｃから排出されや
すい。このため、粗研削後に異物除去流体Ｆを円形凹部１ｃ内に供給して粗研削時に発生
する異物を除去することで、異物に起因したスクラッチの発生を低減させることができる
。
【００３４】
　なお、異物除去流体Ｆとしては上記純水等の液体の他に、異物を除去可能なものであれ
ば適宜なものでよく、例えば圧縮したエアを噴出して異物を除去してもよい。
【００３５】
　また、上記実施形態では研削手段として粗研削用の研削手段２０Ａと仕上げ研削用の研
削手段２０Ｂを用い、ウェーハ１に対する粗研削ステップと仕上げ研削ステップとを同じ
保持テーブル１０上で連続して行っているが、研削手段を１つとして、粗研削ステップで
はフランジ２３に粗研削砥石２５Ａが固着された粗研削ホイール２４Ａを装着し、仕上げ
研削ステップではフランジ２３に仕上げ研削砥石２５Ｂが固着された仕上げ研削ホイール
２４Ｂを装着して各研削ステップを順次実施してもよい。また、粗研削ステップと仕上げ
研削ステップを別の研削装置で行うようにし、一方の研削装置で粗研削ステップを実施し
た後、異物除去流体Ｆを供給して円形凹部１ｃ内の異物を除去した後、別の研削手段の保
持テーブルにウェーハ１を移して保持し、仕上げ研削ステップを実施してもよい。
【符号の説明】
【００３６】
　１…ウェーハ、１ａ…ウェーハの表面、１ｂ…ウェーハの裏面、１ｃ…円形凹部、１ｄ
…環状凸部、１０…保持テーブル、２４Ａ…粗研削ホイール、２４Ｂ…仕上げ研削ホイー
ル、２５Ａ…粗研削砥石、２５Ｂ…仕上げ研削砥石、Ｆ…異物除去流体。
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