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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】所定の厚みに研削したウエーハを割ることなく
デバイスに分割するとともに、分割されたデバイスの表
面を損傷させることなくピックアップすることができる
ウエーハの加工方法を提供する。
【解決手段】デバイス２２が形成されたウエーハ２をス
トリートに沿ってデバイス２２に分割する加工方法であ
って、表面をダイシングフレーム３に装着されたダイシ
ングテープ３０に貼着するフレーム保持工程と、裏面２
ｂを所定の厚みにする裏面研削工程と裏面側からストリ
ートに沿って破断起点となる加工を実施する破断起点形
成工程と、外力を付与してデバイス２２に分割するウエ
ーハ破断工程と、デバイス２２に分割されたウエーハ２
をフレーム３ａに装着された粘着テープ３０ａに貼着す
るウエーハ移し替え工程と、粘着テープ３０ａに貼着さ
れているデバイス２２を粘着テープ３０ａから剥離する
ピックアップ工程とを含む。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に格子状に形成された複数のストリートによって区画された複数の領域にデバイス
が形成されたウエーハをストリートに沿って個々のデバイスに分割するウエーハの加工方
法であって、
　ウエーハの表面を環状のダイシングフレームに装着されたダイシングテープに貼着する
フレーム保持工程と、
　ダイシングフレームに装着されたダイシングテープに表面が貼着されたウエーハの裏面
を研削して所定の厚みに形成する裏面研削工程と、
　該裏面研削工程が実施されたウエーハの裏面側からストリートに沿って破断起点となる
加工を実施する破断起点形成工程と、
　該破断起点形成工程が実施されたウエーハに外力を付与してウエーハを破断起点が形成
されたストリートに沿って破断し、個々のデバイスに分割するウエーハ破断工程と、
　該ウエーハ破断工程が実施され個々のデバイスに分割されたウエーハの裏面を環状のフ
レームに装着された粘着テープの表面に貼着するとともに、ウエーハの表面が貼着されて
いるダイシングテープを剥離して環状のダイシングフレームを除去するウエーハ移し替え
工程と、
　該ウエーハ移し替え工程が実施され環状のフレームに装着された粘着テープの表面に貼
着されている個々に分割されたデバイスを粘着テープから剥離してピックアップするピッ
クアップ工程と、を含む、
　ことを特徴とするウエーハの加工方法。
【請求項２】
　該裏面研削工程を実施し該破断起点形成工程を実施する前に、ウエーハの裏面を研磨パ
ッドで研磨する裏面研磨工程を実施する、請求項１記載のウエーハの加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面に格子状に形成されたストリートによって区画された複数の領域にデバ
イスが形成されたウエーハをストリートに沿って個々のデバイスに分割するウエーハの加
工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス製造工程においては、略円板形状である半導体ウエーハの表面に格子状
に配列されたストリートと呼ばれる分割予定ラインによって複数の領域が区画され、この
区画された領域にＩＣ、ＬＳＩ等のデバイスを形成する。そして、半導体ウエーハをスト
リートに沿って切断することによりデバイスが形成された領域を分割して個々のデバイス
を製造している。また、サファイア基板や炭化珪素基板の表面に窒化ガリウム系化合物半
導体等が積層された光デバイスウエーハもストリートに沿って切断することにより個々の
発光ダイオード、レーザーダイオード等の光デバイスに分割され、電気機器に広く利用さ
れている。
【０００３】
　上述した半導体ウエーハや光デバイスウエーハ等のストリートに沿った切断は、通常、
ダイサーと呼ばれている切削装置によって行われている。この切削装置は、半導体ウエー
ハや光デバイスウエーハ等の被加工物を保持するチャックテーブルと、該チャックテーブ
ルに保持された被加工物を切削するための切削手段と、チャックテーブルと切削手段とを
相対的に移動せしめる切削送り手段とを具備している。切削手段は、回転スピンドルと該
スピンドルに装着された切削ブレードおよび回転スピンドルを回転駆動する駆動機構を含
んでいる。切削ブレードは円盤状の基台と該基台の側面外周部に装着された環状の切れ刃
からなっており、切れ刃は例えば粒径３μｍ程度のダイヤモンド砥粒を電鋳によって基台
に固定し厚さ２０μｍ程度に形成されている。
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【０００４】
　しかるに、サファイア基板、炭化珪素基板等はモース硬度が高いため、上記切削ブレー
ドによる切断は必ずしも容易ではない。更に、切削ブレードは２０μｍ程度の厚さを有す
るため、デバイスを区画するストリートとしては幅が５０μｍ程度必要となる。このため
、ストリートの占める面積比率が高くなり、生産性が悪いという問題がある。
【０００５】
　一方、ウエーハをストリートに沿って分割する方法として、ウエーハに対して透過性を
有する波長のパルスレーザー光線を内部に集光点を合わせストリートに沿って照射し、ウ
エーハの内部にストリートに沿って破断の起点となる変質層を連続的に形成し、この破断
の起点となる変質層が形成されたストリートに沿って外力を加えることにより、ウエーハ
を分割する方法が提案されている。（例えば、特許文献１参照。）
【０００６】
　また、ウエーハをストリートに沿って分割する方法として、ウエーハに対して吸収性を
有するパルスレーザー光線をストリートに沿って照射することにより破断の起点となるレ
ーザー加工溝を形成し、この破断の起点となるレーザー加工溝が形成されたストリートに
沿って外力を付与することにより割断する方法が提案されている。（例えば、特許文献２
参照。）
【０００７】
　更に、ウエーハをストリートに沿って分割する方法として、ウエーハの表面にストリー
トに沿ってダイヤモンドスクライバを用いて破断の起点となるスクライブ溝を形成し、こ
の破断の起点となるスクライブ溝が形成されたストリートに沿って外力を付与することに
より割断する方法も実用化されている。
【０００８】
　上述したウエーハの分割方法においては、先ずウエーハを所定の厚みにするためにウエ
ーハの裏面を研削する。このとき、ウエーハの表面に形成されたデバイスを保護するため
にウエーハの表面に保護部材を貼着して研削工程を実施する。次に、ウエーハのストリー
トに沿って破断の起点となる変質層やレーザー加工溝やスクライブ溝を形成する。そして
、破断の起点となる変質層やレーザー加工溝やスクライブ溝が形成されたウエーハに外力
を付与してウエーハをストリートに沿って割断する際には、ウエーハの裏面を環状のフレ
ームに装着されたダイシングテープの表面に貼着する。しかるに、ウエーハの表面に保護
部材を貼着してウエーハの裏面を研削することによりウエーハを所定の厚みに形成し、ウ
エーハのストリートに沿って破断の起点となる変質層やレーザー加工溝やスクライブ溝を
形成した後、ウエーハの裏面を環状のフレームに装着されたダイシングテープの表面に張
り替え保護部材をウエーハの表面から剥離する際にウエーハが割れるという問題がある。
【０００９】
　このような問題を解消するために、ウエーハの表面を環状のフレームに装着されたダイ
シングテープの表面に貼着した状態で、ウエーハの裏面を研削して所定の厚みに形成する
裏面研削工程と、ウエーハにストリートに沿ってウエーハに対して透過性を有する波長の
レーザー光線を照射することによりウエーハの内部にストリートに沿って変質層を形成す
る変質層形成工程と、ウエーハの変質層が形成されたストリートに沿って外力を付与する
ことによりウエーハをストリートに沿って個々のデバイスに分割する分割工程を実施する
ウエーハの分割方法が下記特許文献３に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第３４０８８０５号
【特許文献２】特開平１０－３０５４２０号公報
【特許文献３】特開２００５－２２２９８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　而して、上記特許文献３に開示された方法によると、ウエーハの表面を環状のフレーム
に装着されたダイシングテープの表面に貼着した状態で、上記研削工程、変質層形成工程
および分割工程を実施した後に、個々に分割されたデバイスをダイシングテープから剥離
してピックアップする際にデバイスを突き上げると、ダイシングテープを通して突き上げ
針がデバイスの表面に作用してデバイスの表面を損傷させるという問題がある。また、個
々に分割されたデバイスをダイシングテープから剥離してピックアップする際には、デバ
イスの裏面を保持してピックアップするため、その後デバイスの表裏を反転する必要があ
る。
【００１２】
　本発明は上記事実に鑑みてなされたものであり、その主たる技術課題は、所定の厚みに
研削したウエーハを割ることなく個々のデバイスに分割するとともに、個々に分割された
デバイスの表面を損傷させることなくピックアップすることができるウエーハの加工方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記主たる技術課題を解決するため、本発明によれば、表面に格子状に形成された複数
のストリートによって区画された複数の領域にデバイスが形成されたウエーハをストリー
トに沿って個々のデバイスに分割するウエーハの加工方法であって、
　ウエーハの表面を環状のダイシングフレームに装着されたダイシングテープに貼着する
フレーム保持工程と、
　ダイシングフレームに装着されたダイシングテープに表面が貼着されたウエーハの裏面
を研削して所定の厚みに形成する裏面研削工程と、
　該裏面研削工程が実施されたウエーハの裏面側からストリートに沿って破断起点となる
加工を実施する破断起点形成工程と、
　該破断起点形成工程が実施されたウエーハに外力を付与してウエーハを破断起点が形成
されたストリートに沿って破断し、個々のデバイスに分割するウエーハ破断工程と、
　該ウエーハ破断工程が実施され個々のデバイスに分割されたウエーハの裏面を環状のフ
レームに装着された粘着テープの表面に貼着するとともに、ウエーハの表面が貼着されて
いるダイシングテープを剥離して環状のダイシングフレームを除去するウエーハ移し替え
工程と、
　該ウエーハ移し替え工程が実施され環状のフレームに装着された粘着テープの表面に貼
着されている個々に分割されたデバイスを粘着テープから剥離してピックアップするピッ
クアップ工程と、を含む、
　ことを特徴とするウエーハの加工方法が提供される。
【００１４】
　上記裏面研削工程を実施し上記破断起点形成工程を実施する前に、ウエーハの裏面を研
磨パッドで研磨する裏面研磨工程を実施することが望ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、環状のダイシングフレームに装着されたダイシングテープにウエーハ
の表面を貼着した状態で、ウエーハの裏面を研削して所定の厚みに形成する裏面研削工程
と、ウエーハの裏面側からストリートに沿って破断起点となる加工を実施する破断起点形
成工程と、ウエーハに外力を付与してウエーハを破断起点が形成されたストリートに沿っ
て破断し個々のデバイスに分割するウエーハ破断工程を実施した後に、個々のデバイスに
分割されたウエーハの裏面を環状のフレームに装着された粘着テープの表面に貼着するウ
エーハ移し替え工程を実施して個々のデバイスに分割されたウエーハを新たな粘着テープ
に張り替えるので、ウエーハが割れることなく表裏を反転できる。従って、環状のフレー
ムに装着された粘着テープの表面に張り替えた状態で、デバイスの導通テストを実施する
ことができるとともに、デバイスを粘着テープからピックアップする際に粘着テープの下
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側から突き上げ針によってデバイスを突き上げても、突き上げ針はデバイスの裏面に作用
して突き上げるので、デバイスの表面を損傷させることはない。また、ウエーハ移し替え
工程によって粘着テープの表面に張り替えられた個々のデバイスは裏面が貼着されている
ので、デバイスの表面を保持してピックアップするため、その後デバイスの表裏を反転す
る必要がない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ウエーハとしての光デバイスウエーハを示す斜視図。
【図２】本発明によるウエーハの加工方法におけるフレーム保持工程が実施されウエーハ
の表面を環状のダイシングフレームに装着されたダイシングテープに貼着した状態を示す
斜視図。
【図３】本発明によるウエーハの加工方法における裏面研削工程の説明図。
【図４】本発明によるウエーハの加工方法における裏面研磨工程の説明図。
【図５】本発明によるウエーハの加工方法における破断起点形成工程としての変質層形成
工程を実施するためのレーザー加工装置の要部斜視図。
【図６】本発明によるウエーハの加工方法における破断起点形成工程としての変質層形成
工程の説明図。
【図７】本発明によるウエーハの加工方法におけるウエーハ破断工程を実施するためのウ
エーハ破断装置の斜視図。
【図８】本発明によるウエーハの加工方法におけるウエーハ破断工程の説明図。
【図９】本発明によるウエーハの加工方法におけるウエーハ移し替え工程の説明図。
【図１０】本発明によるウエーハの加工方法におけるピックアップ工程を実施するための
ピックアップ装置の斜視図。
【図１１】本発明によるウエーハの加工方法におけるピックアップ工程の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明によるウエーハの加工方法の好適な実施形態について、添付図面を参照し
て詳細に説明する。
【００１８】
　図１には、ウエーハとしての光デバイスウエーハの斜視図が示されている。図１に示す
光デバイスウエーハ２は、例えば厚みが６００μmのサファイアウエーハからなっており
、表面２ａには複数のストリート２１が格子状に形成されている。そして、光デバイスウ
エーハ２の表面２aには、格子状に形成された複数のストリート２１によって区画された
複数の領域に窒化ガリウム系化合物半導体等が積層された発光ダイオード、レーザーダイ
オード等の光デバイス２２が形成されている。以下、この光デバイスウエーハ２をストリ
ート２１に沿って個々の光デバイス２２に分割する加工方法について説明する。
【００１９】
　先ず、ウエーハの表面を環状のダイシングフレームに装着されたダイシングテープに貼
着するフレーム保持工程を実施する。即ち、図２に示すように金属材によって形成された
環状のダイシングフレーム３に装着されたダイシングテープ３０の表面に光デバイスウエ
ーハ２の表面２ａを貼着する。なお、上記ダイシングテープ３０は、図示の実施形態にお
いては厚さが１００μｍのポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）からなるシート基材の表面にアクリ
ル樹脂系の糊が厚さが５μｍ程度塗布されている。この糊は紫外線を照射することによっ
て粘着力が低下する性質を有するものが用いられている。
【００２０】
　フレーム保持工程を実施することにより光デバイスウエーハ２の表面２ａを環状のフレ
ーム３に装着されたダイシングテープ３０に貼着したならば、ウエーハの裏面を研削して
所定の厚さに形成する裏面研削工程を実施する。この裏面研削工程は、図３に示す研削装
置４を用いて実施する。図３に示す研削装置４は、被加工物を保持するチャックテーブル
４１と、該チャックテーブル４１に保持された被加工物を研削するための研削砥石４２１
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を備えた研削工具４２を具備している。なお、チャックテーブル４１は、被加工物を保持
する中央部が高く形成され、外周部が中央部より低く形成されている。このように構成さ
れた研削装置４を用いて上記研削工程を実施するには、図３に示すように研削装置４のチ
ャックテーブル４１上に光デバイスウエーハ２のダイシングテープ３０側を載置するとと
もに、環状のダイシングフレーム３をチャックテーブル４１の外周部に載置し、図示しな
い吸引手段を作動することによってチャックテーブル４１上に光デバイスウエーハ２およ
び環状のダイシングフレーム３を吸引保持する。従って、チャックテーブル４１上に保持
された光デバイスウエーハ２は、裏面２bが上側となる。このようにして、チャックテー
ブル４１上に光デバイスウエーハ２を吸引保持したならば、チャックテーブル４１を例え
ば５００ｒｐｍで回転しつつ、研削工具４２を例えば１０００ｒｐｍで回転せしめて光デ
バイスウエーハ２の裏面２ｂに接触するとともに、所定量研削送りする。この結果、光デ
バイスウエーハ２の裏面２ｂが研削されて、光デバイスウエーハ２は所定の厚み（例えば
１００μm）に形成される。
【００２１】
　上述した裏面研削工程を実施したならば、所定の厚みに研削加工された光デバイスウエ
ーハ２の裏面２ｂを研磨して、裏面２ｂに生成された研削歪みを除去するとともに鏡面に
加工する裏面研磨工程を実施することが望ましい。この裏面研磨工程は、図４に示す研磨
装置５を用いて実施する。図４に示す研磨装置５は、被加工物を保持するチャックテーブ
ル５１と、該チャックテーブル５１に保持された被加工物を研磨するためのフエルト等の
柔軟部材に酸化ジルコニア等の砥粒を分散させ適宜のボンド剤で固定した研磨パッド５２
１を備えた研磨工具５２を具備している。なお、チャックテーブル５１は、被加工物を保
持する中央部が高く形成され、外周部が中央部より低く形成されている。このように構成
された研磨装置５を用いて上記裏面研磨工程を実施するには、図４に示すように研磨装置
５のチャックテーブル５１上に光デバイスウエーハ２のダイシングテープ３０側を載置す
るとともに、環状のダイシングフレーム３をチャックテーブル５１の外周部に載置し、図
示しない吸引手段を作動することによってチャックテーブル５１上に光デバイスウエーハ
２および環状のダイシングフレーム３を吸引保持する。従って、チャックテーブル５１上
に保持された光デバイスウエーハ２は、裏面２bが上側となる。このようにして、チャッ
クテーブル４１上に光デバイスウエーハ２を吸引保持したならば、チャックテーブル５１
を例えば３００ｒｐｍで回転しつつ、研磨工具５２を例えば６０００ｒｐｍで回転せしめ
て光デバイスウエーハ２の裏面２ｂに接触することにより、光デバイスウエーハ２の裏面
２ｂを鏡面加工する。
【００２２】
　次に、裏面研磨工程が実施されたウエーハの裏面側からストリートに沿って破断起点と
なる加工を実施する破断起点形成工程を実施する。このウエーハの裏面側からストリート
に沿って破断起点となる加工の一例として、以下光デバイスウエーハ２にストリート２１
に沿ってレーザー光線を照射し、光デバイスウエーハ２の内部にストリート２１に沿って
変質層を形成する加工方法について説明する。この変質層を形成する加工は、図５に示す
レーザー加工装置６を用いて実施する。図５に示すレーザー加工装置６は、被加工物を保
持するチャックテーブル６１と、該チャックテーブル６１上に保持された被加工物にレー
ザー光線を照射するレーザー光線照射手段６２と、チャックテーブル６１上に保持された
被加工物を撮像する撮像手段６３を具備している。チャックテーブル６１は、被加工物を
吸引保持するように構成されており、図示しない加工送り手段によって図５において矢印
Ｘで示す方向に加工送りされるとともに、図示しない割り出し送り手段によって図５にお
いて矢印Ｙで示す方向に割り出し送りされるようになっている。
【００２３】
　上記レーザー光線照射手段６２は、実質上水平に配置された円筒形状のケーシング６２
１の先端に装着された集光器６２２からパルスレーザー光線を照射する。また、上記レー
ザー光線照射手段６２を構成するケーシング６２１の先端部に装着された撮像手段６３は
、図示の実施形態においては可視光線によって撮像する通常の撮像素子（ＣＣＤ）の外に
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、被加工物に赤外線を照射する赤外線照明手段と、該赤外線照明手段によって照射された
赤外線を捕らえる光学系と、該光学系によって捕らえられた赤外線に対応した電気信号を
出力する撮像素子（赤外線ＣＣＤ）等で構成されており、撮像した画像信号を後述する制
御手段に送る。
【００２４】
　上述したレーザー加工装置６を用いて実施する変質層形成工程について、図５および図
６を参照して説明する。
　変質層を形成する加工を実施するには、先ず上述した図５に示すレーザー加工装置６の
チャックテーブル６１上に光デバイスウエーハ２の表面２ａが貼着されたダイシングテー
プ３０側を載置し、図示しない吸引手段を作動してチャックテーブル６１上に光デバイス
ウエーハ２を吸引保持する。従って、チャックテーブル６１上に保持された光デバイスウ
エーハ２は、裏面２bが上側となる。このようにして光デバイスウエーハ２を吸引保持し
たチャックテーブル６１は、図示しない加工送り手段によって撮像手段６３の直下に位置
付けられる。
【００２５】
　チャックテーブル６１が撮像手段６３の直下に位置付けられると、撮像手段６３および
図示しない制御手段によって光デバイスウエーハ２のレーザー加工すべき加工領域を検出
するアライメント作業を実行する。即ち、撮像手段６３および図示しない制御手段は、光
デバイスウエーハ２の所定方向に形成されているストリート２１と、該ストリート２１に
沿ってレーザー光線を照射するレーザー光線照射手段６２の集光器６２２との位置合わせ
を行うためのパターンマッチング等の画像処理を実行し、レーザー光線照射位置のアライ
メントを遂行する（アライメント工程）。また、光デバイスウエーハ２に上記所定方向と
直交する方向に形成されたストリート２１に対しても、同様にレーザー光線照射位置のア
ライメントが遂行される。このとき、光デバイスウエーハ２におけるストリート２１が形
成されている表面２aは下側に位置しているが、光デバイスウエーハ２を構成するサファ
イア基板は透明体であるため、光デバイスウエーハ２の裏面２a側からストリート２１を
撮像することができる。なお、ウエーハがシリコン基板のように透明体でない材料によっ
て構成されている場合には、撮像手段６３は赤外線照明手段から赤外線を照射して、シリ
コン基板の裏面から透かしてストリートを撮像する。
【００２６】
　以上のようにしてチャックテーブル６１上に保持された光デバイスウエーハ２に形成さ
れているストリート２１を検出し、レーザー光線照射位置のアライメントが行われたなら
ば、図６の（ａ）で示すようにチャックテーブル６１をレーザー光線照射手段６２の集光
器６２２が位置するレーザー光線照射領域に移動し、所定のストリート２１の一端（図６
の（ａ）において左端）をレーザー光線照射手段６２の集光器６２２の直下に位置付ける
。そして、集光器６２２からサファイア基板に対して透過性を有する波長のパルスレーザ
ー光線を照射しつつチャックテーブル６１を図６の（ａ）において矢印Ｘ１で示す方向に
所定の加工送り速度で移動せしめる。そして、図６の（ｂ）で示すようにレーザー光線照
射手段６２の集光器６２２の照射位置にストリート２１の他端（図６の（b）において右
端）が達したら、パルスレーザー光線の照射を停止するとともにチャックテーブル６１の
移動を停止する（変質層形成工程）。この変質層形成工程においては、パルスレーザー光
線の集光点Ｐを光デバイスウエーハ２の厚み方向中間部に合わせる。このとき、図示の実
施形態においては光デバイスウエーハ２の裏面２ｂが研磨されて鏡面に加工されているの
で、光デバイスウエーハ２の裏面２ｂ側から照射されるレーザー光線が乱反射することが
なく、光デバイスウエーハ２の内部の所定位置に集光点を位置付けることができる。この
結果、光デバイスウエーハ２の内部には、ストリート２１に沿って破断の起点となる変質
層２１０が形成される。この変質層２１０は、溶融再固化層として形成される。上述した
変質層形成工程を光デバイスウエーハ２に形成された全てのストリート２１に沿って実施
する。
【００２７】
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　上記変質層形成工程における加工条件は、例えば次のように設定されている。
　光源　　　　　　　　　　：ＬＤ励起ＱスイッチＮｄ：ＹＶＯ４レーザー
　波長　　　　　　　　　　：１０６４ｎｍのパルスレーザー
　平均出力　　　　　　　　：１W
　繰り返し周波数　　　　　：１００ｋＨｚ
　集光スポット径　　　　　：φ１μｍ
　加工送り速度　　　　　　：１００ｍｍ／秒
【００２８】
　上述した破断起点形成工程としての変質層形成工程を実施したならば、ウエーハに外力
を付与してウエーハを破断起点が形成されたストリートに沿って破断し、個々のデバイス
に分割するウエーハ破断工程を実施する。このウエーハ破断工程は、図７に示すウエーハ
破断装置７を用いて実施する。
　図７に示すウエーハ破断装置７は、基台７１と、該基台７１上に矢印Ｙで示す方向に移
動可能に配設された移動テーブル７２を具備している。基台７１は矩形状に形成され、そ
の両側部上面には矢印Ｙで示す方向に２本の案内レール７１１、７１２が互いに平行に配
設されている。この２本の案内レール７１１、７１２上に移動テーブル７２が移動可能に
配設されている。移動テーブル７２は、移動手段７３によって矢印Ｙで示す方向に移動せ
しめられる。移動テーブル７２上には、上記環状のダイシングフレーム３を保持するフレ
ーム保持手段７４が配設されている。フレーム保持手段７４は、円筒状の本体７４１と、
該本体７４１の上端に設けられた環状のフレーム保持部材７４２と、該フレーム保持部材
７４２の外周に配設された固定手段としての複数のクランプ７４３とからなっている。こ
のように構成されたフレーム保持手段７４は、フレーム保持部材７４２上に載置された環
状のダイシングフレーム３をクランプ７４３によって固定する。また、図７に示す分ウエ
ーハ破断装置７は、上記フレーム保持手段７４を回動せしめる回動手段７５を具備してい
る。この回動手段７５は、上記移動テーブル７２に配設されたパルスモータ７５１と、該
パルスモータ７５１の回転軸に装着されたプーリ７５２と、該プーリ７５２と円筒状の本
体７４１に捲回された無端ベルト７５３とからなっている。このように構成された回動手
段７５は、パルスモータ７５１を駆動することにより、プーリ７５２および無端ベルト７
５３を介してフレーム保持手段７４を回動せしめる。
【００２９】
　図７に示すウエーハ破断装置７は、上記環状のフレーム保持部材７４２に保持された環
状のダイシングフレーム３にダイシングテープ３０を介して支持されている光デバイスウ
エーハ２にストリート２１と直交する方向に引張力を作用せしめる張力付与手段７６を具
備している。張力付与手段７６は、環状のフレーム保持部材７４内に配置されている。こ
の張力付与手段７６は、矢印Y方向と直交する方向に長い長方形の保持面を備えた第１の
吸引保持部材７６１と第２の吸引保持部材７６２を備えている。第１の吸引保持部材７６
１には複数の吸引孔７６１aが形成されており、第２の吸引保持部材７６２には複数の吸
引孔７６２aが形成されている。複数の吸引孔７６１aおよび７６２aは、図示しない吸引
手段に連通されている。また、第１の吸引保持部材７６１と第２の吸引保持部材７６２は
、図示しない移動手段によって矢印Y方向にそれぞれ移動せしめられるようになっている
。
【００３０】
　図７に示すウエーハ破断装置７は、上記環状のフレーム保持部材７４２に保持された環
状のダイシングフレーム３にダイシングテープ３０を介して支持されている光デバイスウ
エーハ２のストリート２１を検出するための検出手段７７を具備している。検出手段７７
は、基台７１に配設されたＬ字状の支持柱７７１に取り付けられている。この検出手段７
は、光学系および撮像素子（ＣＣＤ）等で構成されており、上記張力付与手段７６の上方
位置に配置されている。このように構成された検出手段７７は、上記環状のフレーム保持
部材７４２に保持されたダイシングフレーム３にダイシングテープ３０を介して支持され
ている光デバイスウエーハ２のストリート２１を撮像し、これを電気信号に変換して図示
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しない制御手段に送る。
【００３１】
　上述したウエーハ破断装置７を用いて実施するウエーハ破断について、図８を参照して
説明する。
　上述した破断起点形成工程としての変質層形成工程が実施された光デバイスウエーハ２
をダイシングテープ３０を介して支持する環状のダイシングフレーム３を、図８の（ａ）
に示すようにフレーム保持部材７４２上に載置し、クランプ７４３によってフレーム保持
部材７４２に固定する。次に、移動手段７３を作動して移動テーブル７２を矢印Ｙで示す
方向（図７参照）に移動し、図８の（ａ）に示すように光デバイスウエーハ２に所定方向
に形成された１本のストリート２１(図示の実施形態においては最左端のストリート)が張
力付与手段７６を構成する第１の吸引保持部材７６１の保持面と第２の吸引保持部材７６
２の保持面との間に位置付ける。このとき、検出手段７７によってストリート２１を撮像
し、第１の吸引保持部材７６１の保持面と第２の吸引保持部材７６２の保持面との位置合
わせを行う。このようにして、１本のストリート２１が第１の吸引保持部材７６１の保持
面と第２の吸引保持部材７６２の保持面との間に位置付けられたならば、図示しない吸引
手段を作動し吸引孔７６１aおよび７６２ｂに負圧を作用せしめることにより、第１の吸
引保持部材７６１の保持面と第２の吸引保持部材７６２の保持面上にダイシングテープ３
０を介して光デバイスウエーハ２を吸引保持する(保持工程)。
【００３２】
　上述した保持工程を実施したならば、張力付与手段７６を構成する図示しない移動手段
を作動し、第１の吸引保持部材７６１と第２の吸引保持部材７６２を図８の(b)に示すよ
うに互いに離反する方向に移動せしめる。この結果、第１の吸引保持部材７６１の保持面
と第２の吸引保持部材７６２の保持面との間に位置付けられたストリート２１には、スト
リート２１と直交する方向に引張力が作用し、光デバイスウエーハ２は変質層２１０が破
断の起点となってストリート２１に沿って破断される（破断工程）。この破断工程を実施
することにより、ダイシングテープ３０は僅かに伸びる。この破断工程においては、光デ
バイスウエーハ２はストリート２１に沿って変質層２１０が形成され強度が低下せしめら
れているので、第１の吸引保持部材７６１と第２の吸引保持部材７６２を互いに離反する
方向に０．５mm程度移動することにより、光デバイスウエーハ２を変質層２１０が破断の
起点となってストリート２１に沿って破断することができる。
【００３３】
　上述したように所定方向に形成された１本のストリート２１に沿って破断する破断工程
を実施したならば、上述した第１の吸引保持部材７６１および第２の吸引保持部材７６２
による光デバイスウエーハ２の吸引保持を解除する。次に、移動手段７３を作動して移動
テーブル７２を矢印Ｙで示す方向（図７参照）にストリート２１の間隔に相当する分だけ
移動し、上記破断工程を実施したストリート２１の隣のストリート２１が張力付与手段７
６を構成する第１の吸引保持部材７６１の保持面と第２の吸引保持部材７６２の保持面と
の間に位置付ける。そして、上記保持工程および破断工程を実施する。
【００３４】
　以上のようにして、所定方向に形成された全てのストリート２１に対して上記保持工程
および破断工程を実施したならば、回動手段７５を作動してフレーム保持手段７４を９０
度回動せしめる。この結果、フレーム保持手段７４のフレーム保持部材７４２に保持され
た光デバイスウエーハ２も９０度回動することになり、所定方向に形成され上記破断工程
が実施されたストリート２１と直交する方向に形成されたストリート２１が第１の吸引保
持部材７６１の保持面と第２の吸引保持部材７６２の保持面と平行な状態に位置付けられ
る。次に、上記破断工程が実施されたストリート２１と直交する方向に形成された全ての
ストリート２１に対して上述し保持工程および破断工程を実施することにより、光デバイ
スウエーハ２はストリート２１に沿って個々のデバイスに分割される。
【００３５】
　上述したウエーハ破断工程を実施したならば、個々のデバイスに分割されたウエーハの
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裏面を環状のフレームに装着された粘着テープの表面に貼着するとともに、ウエーハの表
面が貼着されているダイシングテープを剥離して環状のダイシングフレームを除去するウ
エーハ移し替え工程を実施する。このウエーハ移し替え工程は、図９の(a)に示すように
ダイシングフレーム３に装着されたダイシングテープ３０（個々のデバイス２２に分割さ
れた光デバイスウエーハ２が貼着されている）に紫外線照射器３００から紫外線を照射す
る。この結果、ダイシングテープ３０の粘着糊が硬化して粘着力が低下せしめられる。次
に、図９の(b)に示すようにダイシングフレーム３に装着されたダイシングテープ３０に
貼着されている光デバイスウエーハ２の裏面２b（図９の(b)において上面）に環状のフレ
ーム３aに装着された粘着テープ３０aの表面（図９の(b)において下面）を貼着する。次
に、図９の(c)に示すようにダイシングテープ３０に表面が貼着されている光デバイスウ
エーハ２（個々のデバイス２２に分割されている）をダイシングテープ３０から剥離する
。このとき、図９の(a)に示すようにダイシングテープ３０にはに紫外線が照射されダイ
シングテープ３０の粘着糊が硬化して粘着力が低下せしめられているので、光デバイスウ
エーハ２（個々のデバイス２２に分割されている）をダイシングテープ３０から容易に剥
離することができる。そして、ダイシングテープ３０を装着したダイシングフレーム３を
除去することにより、図９の(d)に示すように環状のフレーム３aに装着された粘着テープ
３０aの表面に個々のデバイスに分割された光デバイスウエーハ２が移し替えられたこと
になる。このようにウエーハ移し替え工程は、環状のダイシングフレーム３に装着された
ダイシングテープ３０にウエーハの表面を貼着した状態で、上記裏面研削工程と破断起点
形成工程とおよびウエーハ破断工程を実施し、光デバイスウエーハ２を個々のデバイス２
２に分割した後に実施するので、光デバイスウエーハ２が割れることなく表裏を反転して
環状のフレーム３aに装着された粘着テープ３０aに張り替えることができる。従って、個
々のデバイス２２に分割された光デバイスウエーハ２を環状のフレーム３aに装着された
粘着テープ３０aに張り替えた状態で、デバイス２２の導通テストを実施することができ
る。
【００３６】
　上述したようにウエーハ移し替え工程を実施したならば、環状のフレームに装着された
粘着テープの表面に貼着されている個々に分割されたデバイスを粘着テープから剥離して
ピックアップするピックアップ工程を実施する。このピックアップ工程は、図１０に示す
ピックアップ装置８を用いて実施する。図１０に示すピックアップ装置８は、上記環状の
フレーム３aを保持するフレーム保持手段８１と、該フレーム保持手段８１に保持された
環状のフレーム３aに装着された粘着テープ３０aを拡張するテープ拡張手段８２と、ピッ
クアップコレット８３を具備している。フレーム保持手段８１は、環状のフレーム保持部
材８１１と、該フレーム保持部材８１１の外周に配設された固定手段としての複数のクラ
ンプ８１２とからなっている。フレーム保持部材８１１の上面は環状のフレーム３aを載
置する載置面８１１ａを形成しており、この載置面８１１ａ上に環状のフレーム３aが載
置される。そして、載置面８１１ａ上に載置された環状のフレーム３aは、クランプ８１
２によってフレーム保持部材８１１に固定される。このように構成されたフレーム保持手
段８１は、テープ拡張手段８２によって上下方向に進退可能に支持されている。
【００３７】
　テープ拡張手段８２は、上記環状のフレーム保持部材８１１の内側に配設される拡張ド
ラム８２１を具備している。この拡張ドラム８２１は、環状のフレーム３aの内径より小
さく該環状のフレーム３aに装着された光デバイスウエーハ２（個々のデバイス２２に分
割されている）の外径より大きい内径および外径を有している。また、拡張ドラム８２１
は、下端に支持フランジ８２２を備えている。図示の実施形態におけるテープ拡張手段８
２は、上記環状のフレーム保持部材８１１を上下方向に進退可能な支持手段８２３を具備
している。この支持手段８２３は、上記支持フランジ８２２上に配設された複数のエアシ
リンダ８２３aからなっており、そのピストンロッド８２３bが上記環状のフレーム保持部
材８１１の下面に連結される。このように複数のエアシリンダ８２３aからなる支持手段
８２３は、図１１の（ａ）に示すように環状のフレーム保持部材８１１を載置面８１１ａ
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が拡張ドラム８２１の上端と略同一高さとなる基準位置と、図１１の（ｂ）に示すように
拡張ドラム８２１の上端より所定量下方の拡張位置の間で上下方向に移動せしめる。
【００３８】
　以上のように構成されたピックアップ装置８を用いて実施するピックアップ工程につい
て図１１を参照して説明する。即ち、光デバイスウエーハ２（個々のデバイスに分割され
ている）が貼着されている外粘着テープ３０aが装着された環状のフレーム３aを、図１１
の（ａ）に示すようにフレーム保持手段８１を構成するフレーム保持部材８１１の載置面
８１１ａ上に載置し、クランプ８１２によってフレーム保持部材７１１に固定する（フレ
ーム保持工程）。このとき、フレーム保持部材８１１は図１１の（ａ）に示す基準位置に
位置付けられている。次に、テープ拡張手段８２を構成する支持手段８２３としての複数
のエアシリンダ８２３ａを作動して、環状のフレーム保持部材８１１を図１１の（ｂ）に
示す拡張位置に下降せしめる。従って、フレーム保持部材８１１の載置面８１１ａ上に固
定されている環状のフレーム３aも下降するため、図１１の（ｂ）に示すように環状のフ
レーム３aに装着された粘着テープ３０aは拡張ドラム８２１の上端縁に接して拡張せしめ
られる（テープ拡張工程）。この結果、粘着テープ３０aに貼着されている光デバイスウ
エーハ２はストリート２１に沿って個々のデバイス２２に分割されているので、個々のデ
バイス２２間が広がり、間隔Sが形成される。この状態で、ピックアップコレット８３を
作動してデバイス２２の表面（上面）を吸着保持し、粘着テープ３０aから剥離してピッ
クアップする。このとき、図１１の（ｂ）に示すように粘着テープ３０aの下側から突き
上げ針８４によってデバイス２２を突き上げることにより、デバイス２２を粘着テープ３
０aから容易に剥離することができる。この突き上げ針８４はデバイス２２の裏面に作用
して突き上げるので、デバイス２２の表面を損傷させることはない。なお、ピックアップ
工程においては、上述したように個々のデバイス２２間の隙間Sが広げられているので、
隣接するデバイス２２と接触することなく容易にピックアップすることができる。このよ
うにピックアップコレット８３によってピックアップされるデバイス２２は表面（上面）
が吸着保持されるので、その後デバイス２２の表裏を反転する必要がない。
【００３９】
　以上、本発明を図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明は実施形態のみに限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨の範囲で種々の変形は可能である。例えば、上述した実
施形態においてはウエーハの裏面側からストリートに沿って破断起点となる加工を実施す
る破断起点形成工程として、ウエーハにストリートに沿ってレーザー光線を照射し、ウエ
ーハの内部にストリートに沿って変質層を形成する加工方法について説明したが、破断起
点形成工程としてはウエーハの裏面側からストリートに沿ってウエーハに対して吸収性を
有する波長のレーザー光線を照射して、ストリートに沿って破断起点となるレーザー加工
溝を形成してもよい。また、破断起点形成工程としては、ウエーハの裏面側からストリー
トに沿ってダイヤモンドスクライバを用いて破断の起点となるスクライブ溝を形成しても
よい。
　また、上述した実施形態においてはウエーハ破断工程として破断の起点となる変質層が
形成されたストリートと直交する方向に引張力が作用し、ウエーハを変質層が形成された
ストリートに沿って破断する例を示したが、ウエーハ破断工程としては例えば特開２００
６－１０７２７３号公報や特開２００６－１２８２１１号公報に開示されているようにス
トリートに沿って強度が低下せしめられたウエーハにストリートに沿って曲げ応力を作用
せしめてウエーハをストリートに沿って破断する方法等、他の破断方法を用いてもよい。
【符号の説明】
【００４０】
　　　２：光デバイスウエーハ
　　２１：ストリート
　　　３：環状のダイシングフレーム
　　３a：環状のフレーム
　　３０：ダイシングテープ
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　３０a：粘着テープ
　　　４：研削装置
　　４１：研削装置のチャックテーブル
　　４２：研削工具
　　　５：研磨装置
　　５１：研磨装置のチャックテーブル
　　５２：研磨工具
　　　６：レーザー加工装置
　　６１：レーザー加工装置のチャックテーブル
　　６２：レーザー光線照射手段
　　　７：ウエーハ破断装置
　　７６：張力付与手段
　　　８：ピックアップ装置
　　８２：テープ拡張手段
　　８３：ピックアップコレット

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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