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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オフ角を有する単結晶基板の表面に複数の分割予定ラインによって区画され、該複数の
分割予定ライン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の加工方
法であって、
　パルスレーザー光線を集光する集光レンズの開口数（ＮＡ）を単結晶基板の屈折率（Ｎ
）で除した値が０．０５～０．２の範囲で集光レンズの開口数（ＮＡ）を設定する開口数
設定工程と、
　パルスレーザー光線の集光点を単結晶基板の裏面から所望位置に位置付けてパルスレー
ザー光線を分割予定ラインに沿って照射し、単結晶基板に位置付けられた集光点から細孔
と該細孔をシールドする非晶質とからなるシールドトンネルを分割予定ラインに沿って形
成するシールドトンネル形成工程と、
　該シールドトンネル形成工程が実施されたウエーハに外力を付与し、ウエーハをシール
ドトンネルが形成された分割予定ラインに沿って個々のデバイスに分割するウエーハ分割
工程と、を含み、
　該単結晶基板は、ＬｉＮ基板、ＬｉＴａＯ３基板、ＳｉＣ基板のいずれかである、
　ことを特徴とするウエーハの加工方法。
【請求項２】
　該シールドトンネル形成工程を実施した後、該ウエーハ分割工程を実施する前に、ウエ
ーハの裏面にダイシングテープを貼着し該ダイシングテープの外周部を環状のフレームに
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よって支持するウエーハ支持工程を実施する、請求項1記載のウエーハの加工方法。
【請求項３】
　ウエーハを構成する単結晶基板の表面に形成された複数の分割予定ラインの表面には膜
が被覆されており、該ウエーハ分割工程を実施する前に、該膜に対して吸収性を有する波
長のレーザー光線を分割予定ラインに沿って該膜に照射することにより、該膜を分割予定
ラインに沿って分断する膜分断工程を実施する、請求項１又は２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、表面に複数の分割予定ラインが格子状に形成されているとともに該複数の分
割予定ライン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、分割予
定ラインに沿って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、液晶ドライバー、フラッシュメモリ等のデバイスを形成する。そして、ウエー
ハを分割予定ライン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。
【０００３】
　上述したウエーハの分割予定ライン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用い、分割すべき領域の内部に集光点を合わせ
てパルスレーザー光線を照射するレーザー加工方法も試みられている。このレーザー加工
方法を用いた分割方法は、ウエーハの一方の面側から内部に集光点を位置付けウエーハに
対して透過性を有する波長のパルスレーザー光線を照射し、ウエーハの内部に分割予定ラ
インに沿って変質層(改質層)を連続的に形成し、この変質層が形成されることによって強
度が低下した分割予定ラインに沿って外力を加えることにより、ウエーハを破断して分割
する技術であり、分割予定ラインの幅を狭くすることが可能となる。（例えば、特許文献
１参照。）
【０００４】
　しかるに、分割予定ラインの表面に金属膜、フッ化シリケートグラス膜、シリコン酸化
膜系パシベーション膜(SiO2,SiON)、ポリイミド(PI)系高分子化合物膜、フッ素系高分子
化合物膜、フッ素化アモルファスカーボン系化合物膜が被覆されているウエーハにおいて
は、内部に集光点を位置付けてウエーハ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、ウエーハの内部に分割予定ラインに沿って変質層(改質層)を形成するこ
とにより、ウエーハ基板を分割することはできるが分割予定ラインの表面に被覆された膜
は分割できないという問題がある。
【０００５】
　上記問題を解消するため、膜に対して吸収性を有する波長のレーザー光線をウエーハの
表面側から分割予定ラインに沿って照射することにより膜を分割予定ラインに沿って分断
し、その後基板に対して透過性を有する波長のレーザー光線をウエーハの裏面側から基板
の内部に集光点を位置付けて分割予定ラインに沿って照射することにより基板の内部に分
割予定ラインに沿って変質層(改質層)を形成する加工方法が提案されている。（例えば、
特許文献２参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３４０８８０５号公報
【特許文献２】特許第５４９５５１１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　而して、SAWデバイス「表面弾性波(SAW：Surface Acoustic Wave)」の基板となるLiN、
LiTaO3の上面はｃ面に対して僅かなオフ角を有しており、上記特許文献１に開示された技
術を用いて基板の内部に変質層(改質層)を形成すると、c面に倣うように変質層(改質層)
とクラックが生成され、ウエーハを個々のデバイスに分割することができないという問題
が発生した。
　このような問題は、オフ角を有するSiC、Ga2O3、AlN,SiO2、Si等の単結晶基板を素材と
するウエーハにも生じ得る。
【０００８】
　本発明は上記事実に鑑みてなされたものであり、その主たる技術的課題は、オフ角を有
する単結晶基板の表面に複数のデバイスが形成されたウエーハを分割予定ラインに沿って
確実に分割することができるウエーハの加工方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記主たる技術課題を解決するため、本発明によれば、オフ角を有する単結晶基板の表
面に複数の分割予定ラインによって区画され、該複数の分割予定ラインによって区画され
た複数の領域にデバイスが形成されたウエーハの加工方法であって、
　パルスレーザー光線を集光する集光レンズの開口数（ＮＡ）を単結晶基板の屈折率（Ｎ
）で除した値が０．０５～０．２の範囲で集光レンズの開口数（ＮＡ）を設定する開口数
設定工程と、
　パルスレーザー光線の集光点を単結晶基板の裏面から所望位置に位置付けてパルスレー
ザー光線を分割予定ラインに沿って照射し、単結晶基板に位置付けられた集光点から細孔
と該細孔をシールドする非晶質とからなるシールドトンネルを分割予定ラインに沿って形
成するシールドトンネル形成工程と、
　該シールドトンネル形成工程が実施されたウエーハに外力を付与し、ウエーハをシール
ドトンネルが形成された分割予定ラインに沿って個々のデバイスに分割するウエーハ分割
工程と、を含み、
　該単結晶基板は、ＬｉＮ基板、ＬｉＴａＯ３基板、ＳｉＣ基板のいずれかである、
　ことを特徴とするウエーハの加工方法が提供される。
【００１０】
　上記シールドトンネル形成工程を実施した後、上記ウエーハ分割工程を実施する前に、
ウエーハの裏面にダイシングテープを貼着し該ダイシングテープの外周部を環状のフレー
ムによって支持するウエーハ支持工程を実施する。
　また、ウエーハを構成する単結晶基板の表面に形成された複数の分割予定ラインの表面
には膜が被覆されており、上記ウエーハ分割工程を実施する前に、膜に対して吸収性を有
する波長のレーザー光線を分割予定ラインに沿って膜に照射することにより、膜を分割予
定ラインに沿って分断する膜分断工程を実施する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によるレーザー加工方法においては、パルスレーザー光線を集光する集光レンズ
の開口数（ＮＡ）をオフ角を有する単結晶基板の屈折率（Ｎ）で除した値が０．０５～０
．２の範囲で集光レンズの開口数（ＮＡ）を設定し、パルスレーザー光線の集光点をオフ
角を有する単結晶基板の裏面から所望位置に位置付けてパルスレーザー光線を分割予定ラ
インに沿って照射し、オフ角を有する単結晶基板に位置付けられた集光点から細孔と該細
孔をシールドする非晶質とからなるシールドトンネルを形成するものであって、該単結晶
基板は、ＬｉＮ基板、ＬｉＴａＯ３基板、ＳｉＣ基板のいずれかであるので、ウエーハを
構成する単結晶基板がオフ角を有する単結晶基板であっても単結晶基板の裏面から表面に
亘ってシールドトンネルを形成することができる。従って、上記特許文献１に開示された
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基板の内部に変質層（改質層）を形成する技術のように、ｃ面に倣うように変質層（改質
層）とクラックが生成されることはなく、オフ角を有する単結晶基板であっても単結晶基
板の裏面から表面に亘ってシールドトンネルを確実に形成することができる、ウエーハを
個々のデバイスに確実に分割することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明によるレーザー加工方法によって加工されるウエーハの斜視図および要部
を拡大して示す断面図。
【図２】本発明によるレーザー加工方法における膜分断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３】本発明によるレーザー加工方法における膜分断工程の説明図。
【図４】本発明によるレーザー加工方法における保護テープ貼着工程の説明図。
【図５】本発明によるレーザー加工方法におけるシールドトンネル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】本発明によるレーザー加工方法におけるシールドトンネル形成工程の説明図。
【図７】集光レンズの開口数(NA)とウエーハを構成する単結晶基板の屈折率(N)と開口数(
NA)を屈折率(N)で除した値（S＝ＮＡ／Ｎ）との関係を示す図。
【図８】本発明によるレーザー加工方法におけるウエーハ支持工程の説明図。
【図９】本発明によるレーザー加工方法におけるウエーハ分割工程を実施するための分割
装置の斜視図。
【図１０】本発明によるレーザー加工方法におけるウエーハ分割工程の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明によるウエーハの加工方法について添付図面を参照して、更に詳細に説明
する。
【００１４】
　図１（ａ）には本発明によるウエーハの加工方法によって加工されるウエーハの斜視図
が示されており、図１（ｂ）には図１（ａ）に示すウエーハの要部を拡大した断面図が示
されている。図１（ａ）および図１（ｂ）に示すウエーハ２は、例えば厚みが１０００μ
mのオフ角を有する単結晶基板（LiN基板、LiTaO3基板）２１の表面２１ａに格子状に形成
された複数の分割予定ライン２２によって複数の領域が区画され、この区画された領域に
液晶ドライバー、フラッシュメモリ、半導体レーザー等のデバイス２３が形成されている
。このウエーハ２には、図１（ｂ）に示すように分割予定ライン２２およびデバイス２３
を含む表面２１ａに金属膜、フッ化シリケートグラス膜、シリコン酸化膜系パシベーショ
ン膜(SiO2,SiON)、ポリイミド(PI)系高分子化合物膜、フッ素系高分子化合物膜、フッ素
化アモルファスカーボン系化合物膜からななる膜２４が被覆されている。
【００１５】
　上述したウエーハ２を個々のデバイス２３に分割するウエーハの加工方法について説明
する。
　先ずウエーハ２を構成する基板２１の表面２１ａに被覆された膜２４に対して吸収性を
有する波長のレーザー光線をウエーハの表面側から分割予定ライン２２に沿って膜２４に
照射し、膜２４を分割予定ライン２２に沿って分断する膜分断工程を実施する。この膜分
断工程は、図２に示すレーザー加工装置３を用いて実施する。図２に示すレーザー加工装
置３は、被加工物を保持するチャックテーブル３１と、該チャックテーブル３１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３２と、チャックテーブ
ル３１上に保持された被加工物を撮像する撮像手段３３を具備している。チャックテーブ
ル３１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機構によ
って図２において矢印Ｘで示す加工送り方向に移動せしめられるとともに、図示しない割
り出し送り機構によって図２において矢印Ｙで示す割り出し送り方向に移動せしめられる
ようになっている。
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【００１６】
　上記レーザー光線照射手段３２は、実質上水平に配置された円筒形状のケーシング３２
１を含んでいる。ケーシング３２１内には図示しないＹＡＧレーザー発振器或いはＹＶＯ
４レーザー発振器からなるパルスレーザー光線発振器や繰り返し周波数設定手段を備えた
パルスレーザー光線発振手段が配設されている。上記ケーシング３２１の先端部には、パ
ルスレーザー光線発振手段から発振されたパルスレーザー光線を集光するための集光器３
２２が装着されている。
【００１７】
　上記レーザー光線照射手段３２を構成するケーシング３２１の先端部に装着された撮像
手段３３は、可視光線によって撮像する通常の撮像素子（ＣＣＤ）の外に、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）等で構成されている。この撮像手段３３は、撮像した画像信号を図示
しない制御手段に送る。
【００１８】
　上述したレーザー加工装置３を用いて実施する膜分断工程について、図２および図３を
参照して説明する。
　膜分断工程は、先ず上述した図２に示すレーザー加工装置３のチャックテーブル３１上
にウエーハ２の裏面２１ｂ側を載置する。そして、図示しない吸引手段を作動することに
より、ウエーハ２をチャックテーブル３１上に保持する（ウエーハ保持工程）。従って、
チャックテーブル３１に保持されたウエーハ２は、表面２１ａが上側となる。
【００１９】
　上述したようにウエーハ２を吸引保持したチャックテーブル３１は、図示しない加工送
り機構によって撮像手段３３の直下に位置付けられる。チャックテーブル３１が撮像手段
３３の直下に位置付けられると、撮像手段３３および図示しない制御手段によってウエー
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３３および図示しない制御手段は、ウエーハ２の所定方向に形成されている分割予定
ライン２２と、分割予定ライン２２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３２の集光器３２２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。また、ウエーハ２に形成されて
いる上記所定方向に対して直交する方向に延びる分割予定ライン２２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（アライメント工程）。なお、アライ
メント工程においては、ウエーハ２の分割予定ライン２２およびデバイス２３を含む表面
２１ａに被覆された膜２４が透明でない場合でも、撮像手段３３が上述したように赤外線
照明手段と赤外線を捕らえる光学系および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）等で構成された撮像手段を備えているので、膜２４を透過して分割予定
ライン２２を撮像することができる。
【００２０】
　以上のようにしてチャックテーブル３１上に保持されたウエーハ２に形成されている分
割予定ライン２２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
３の（ａ）で示すようにチャックテーブル３１をレーザー光線を照射するレーザー光線照
射手段３２の集光器３２２が位置するレーザー光線照射領域に移動し、所定の分割予定ラ
イン２２を集光器３２２の直下に位置付ける。このとき、図３の（ａ）で示すように半導
体ウエーハ２は、分割予定ライン２２の一端(図３の（ａ）において左端)が集光器３２２
の直下に位置するように位置付けられる。次に、レーザー光線照射手段３２の集光器３２
２からウエーハ２の膜２４に対して吸収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３１を図３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３の（ｂ）で示すように分割予定ライン２２の他端（図３
の（ｂ）において右端）が集光器３２２の直下位置に達したら、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３１の移動を停止する。この膜分断工程において
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は、パルスレーザー光線の集光点Ｐをウエーハ２の表面に被覆された膜２４の表面（上面
）付近に合わせる。
【００２１】
　上述した膜分断工程を実施することにより、図３の（c）に示すように膜２４には分割
予定ライン２２に沿って基板２１に達するレーザー加工溝２４０が形成される。この結果
、分割予定ライン２２に被覆された膜２４は、レーザー加工溝２４０によって分割予定ラ
イン２２に沿って分断される。
【００２２】
　なお、上記膜分断工程は、例えば以下の加工条件で行われる。
　波長　　　　　　　　：３５５ｎｍ
　平均出力　　　　　　：１Ｗ
　繰り返し周波数　　　：５０ｋＨｚ
　集光スポット径　　　：φ１０μｍ
　加工送り速度　　　　：１００ｍｍ／秒
【００２３】
　以上のようにして、ウエーハ２の所定方向に延在する全ての分割予定ライン２２に沿っ
て上述した膜分断工程を実行したならば、チャックテーブル３１を９０度回動せしめて、
上記所定方向に対して直交する方向に延びる各分割予定ライン２２に沿って上述した膜分
断工程を実行する。
【００２４】
　上述した膜分断工程を実行したならば、ウエーハ２の表面に形成されたデバイス２３を
保護するために、図４の（ａ）および（ｂ）に示すようにウエーハ２の表面２１ａに塩化
ビニール等からなる保護テープ４を貼着する（保護テープ貼着工程）。
【００２５】
　次に、パルスレーザー光線の集光点を単結晶基板２１の裏面から所望位置に位置付けて
パルスレーザー光線を分割予定ライン２２に沿って照射し、単結晶基板２１に位置付けら
れた集光点から細孔と該細孔をシールドする非晶質とからなるシールドトンネルを分割予
定ライン２２に沿って形成するシールドトンネル形成工程を実施する。このシールドトン
ネル形成工程は、図５に示すレーザー加工装置５を用いて実施する。図５に示すレーザー
加工装置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５２と、チャック
テーブル５１上に保持された被加工物を撮像する撮像手段５３を具備している。チャック
テーブル５１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で示す加工送り方向に移動せしめられるとともに、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で示す割り出し送り方向に移動せしめ
られるようになっている。
【００２６】
　上記レーザー光線照射手段５２は、実質上水平に配置された円筒形状のケーシング５２
１を含んでいる。ケーシング５２１内には図示しないパルスレーザー光線発振器や繰り返
し周波数設定手段を備えたパルスレーザー光線発振手段が配設されている。上記ケーシン
グ５２１の先端部には、パルスレーザー光線発振手段から発振されたパルスレーザー光線
を集光するための集光レンズ５２２ａを備えた集光器５２２が装着されている。この集光
器５２２の集光レンズ５２２ａは、開口数(NA)が次のよう設定されている。即ち、集光レ
ンズ５２２ａの開口数(NA)は、開口数(NA)を単結晶基板の屈折率(N)で除した値が０．０
５～０．２の範囲に設定される（開口数設定工程）。なお、レーザー光線照射手段５２は
、集光器５２２の集光レンズ５２２ａによって集光されるパルスレーザー光線の集光点位
置を調整するための集光点位置調整手段（図示せず）を備えている。
【００２７】
　上記レーザー光線照射手段５２を構成するケーシング５２１の先端部に装着された撮像
手段５３は、可視光線によって撮像する通常の撮像素子（ＣＣＤ）の外に、被加工物に赤
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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図示しない制御手段に送る
。
【００２８】
　上述したレーザー加工装置５を用いて、上述した保護テープ貼着工程が実施されたウエ
ーハ２の分割予定ライン２２に沿ってレーザー加工を施すには、パルスレーザー光線の集
光点がウエーハ２を構成する単結晶基板２１の厚み方向の所望の位置に位置付けられるよ
うに集光レンズと単結晶基板２１とを相対的に光軸方向に位置付ける位置付け工程を実施
する。
　先ず、上述した図５に示すレーザー加工装置５のチャックテーブル５１上にウエーハ２
が貼着された保護テープ４側を載置する。そして、図示しない吸引手段を作動することに
より、保護テープ４を介してウエーハ２をチャックテーブル５１上に保持する（ウエーハ
保持工程）。従って、チャックテーブル５１に保持されたウエーハ２は、単結晶基板２１
の裏面２１ｂが上側となる。このようにして、ウエーハ２を吸引保持したチャックテーブ
ル５１は、図示しない加工送り手段によって撮像手段５３の直下に位置付けられる。
【００２９】
　チャックテーブル５１が撮像手段５３の直下に位置付けられると、撮像手段５３および
図示しない制御手段によってウエーハ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５３および図示しない制御手段は、ウエーハ２の
所定方向に形成されている分割予定ライン２２と、分割予定ライン２２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５２の集光器５２２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、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
分割予定ライン２２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、ウエーハ２の分割予定ライン２２が形成されている単結晶基板２１の表面
２１ａは下側に位置しているが、撮像手段５３が上述したように赤外線照明手段と赤外線
を捕らえる光学系および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）
等で構成された撮像手段を備えているので、単結晶基板２１の裏面２１ｂから透かして分
割予定ライン２２を撮像することができる。
【００３０】
　上述したアライメント工程を実施したならば、図６の（ａ）で示すようにチャックテー
ブル５１をレーザー光線を照射するレーザー光線照射手段５２の集光器５２２が位置する
レーザー光線照射領域に移動し、所定の分割予定ライン２２を集光器５２２の直下に位置
付ける。このとき、図６の（ａ）で示すようにウエーハ２は、分割予定ライン２２の一端
(図６の（ａ）において左端)が集光器５２２の直下に位置するように位置付けられる。そ
して、集光器５２２の集光レンズ５２２ａによって集光されるパルスレーザー光線LBの集
光点Pがウエーハ２を構成する単結晶基板２１の厚み方向の所望の位置に位置付けられる
ように図示しない集光点位置調整手段を作動して集光器５２２を光軸方向に移動する（位
置付け工程）。なお、図示の実施形態においては、パルスレーザー光線の集光点Pは、ウ
エーハ２を構成する単結晶基板２１におけるパルスレーザー光線が入射される上面（裏面
２１ｂ側）から所望位置（例えば裏面２１ｂから５～１０μmの位置）に設定されている
。
【００３１】
　上述したように位置付け工程を実施したならば、レーザー光線照射手段５２を作動して
集光器５２２からパルスレーザー光線LBを照射してウエーハ２を構成する単結晶基板２１
に位置付けられた集光点P付近（上面（裏面２１ｂ））から下面（表面２１ａ）に向けて
細孔と該細孔をシールドする非晶質とを形成させてシールドトンネルを形成するシールド
トンネル形成工程を実施する。即ち、集光器５２２からウエーハ２を構成する単結晶基板
２１に対して透過性を有する波長のパルスレーザー光線LBを照射しつつチャックテーブル
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５１を図６の（ａ）において矢印Ｘ１で示す方向に所定の送り速度で移動せしめる（シー
ルドトンネル形成工程）。そして、図６の（ｂ）で示すようにレーザー光線照射手段５２
の集光器５２２の照射位置に分割予定ライン２２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５１の移動を停
止する。
【００３２】
　上述したシールドトンネル形成工程を実施することにより、ウエーハ２を構成する単結
晶基板２１の内部には、図６の（ｃ）に示すようにパルスレーザー光線LBの集光点P付近
（上面（裏面２１ｂ））から下面（表面２１ａ）に向けて細孔２５１と該細孔２５１の周
囲に形成された非晶質２５２が成長し、分割予定ライン２２に沿って所定の間隔（図示の
実施形態においては１６μｍの間隔（加工送り速度：８００ｍｍ／秒）／（繰り返し周波
数：５０ｋＨｚ））で非晶質のシールドトンネル２５が形成される。このシールドトンネ
ル２５は、図６の（ｄ）および（ｅ）に示すように中心に形成された直径がφ１μm程度
の細孔２５１と該細孔２５１の周囲に形成された直径がφ１６μmの非晶質２５２とから
なり、図示の実施形態においては互いに隣接する非晶質２５２同士がつながるように形成
される形態となっている。なお、上述したシールドトンネル形成工程において形成される
非晶質のシールドトンネル２５は、ウエーハ２を構成する単結晶基板２１がオフ角を有す
る単結晶基板であっても単結晶基板２１の（上面（裏面２１ｂ））から下面（表面２１ａ
）に亘って形成することができるとともに、ウエーハ２を構成する単結晶基板２１の厚み
が厚くてもパルスレーザー光線を１回照射すればよいので、生産性が極めて良好となる。
【００３３】
　上述したように所定の分割予定ライン２２に沿って上記シールドトンネル形成工程を実
施したら、チャックテーブル５１を矢印Ｙで示す方向にウエーハ２に形成された分割予定
ライン２２の間隔だけ割り出し移動し（割り出し工程）、上記シールドトンネル形成工程
を遂行する。このようにして所定方向に形成された全ての分割予定ライン２２に沿って上
記シールドトンネル形成工程を実施したならば、チャックテーブル５１を９０度回動せし
めて、上記所定方向に形成された分割予定ライン２２に対して直交する方向に延びる分割
予定ライン２２に沿って上記シールドトンネル形成工程を実行する。
【００３４】
　上述したシールドトンネル形成工程において、良好なシールドトンネル２５を形成する
には、上述したように集光レンズ５２２aの開口数(NA)は、開口数(NA)を単結晶基板の屈
折率(N)で除した値（S）が０．０５～０．２の範囲に設定されていることが重要である。
　ここで、開口数(NA)と屈折率(N)と開口数(NA)を屈折率(N)で除した値（S＝ＮＡ／Ｎ）
との関係について、図７を参照して説明する。図７において集光レンズ５２２aに入光し
たパルスレーザー光線LBは光軸に対して角度(α)をもって集光される。このとき、sinα
が集光レンズ５２２ａの開口数(NA)である（NA＝sinθ）。集光レンズ５２２ａによって
集光されたパルスレーザー光線LBがウエーハ２を構成する単結晶基板２１に照射されると
、ウエーハ２を構成する単結晶基板２１は空気より密度が高いのでパルスレーザー光線LB
は角度(α)から角度(β)に屈折する。このとき、光軸に対する角度(β)は、ウエーハ２を
構成する単結晶基板２１の屈折率(N)によって異なる。屈折率(N)は（Ｎ＝sinα／sinβ）
であるから、開口数(NA)を単結晶基板の屈折率(N)で除した値（S＝ＮＡ／Ｎ）はsinβと
なる。従って、sinβを０．０５～０．２の範囲（０．０５≦sinβ≦０．２）に設定する
ことが重要である。
　以下、集光レンズ５２２aの開口数(NA)を単結晶基板の屈折率(N)で除した値（S＝ＮＡ
／Ｎ）が０．０５～０．２の範囲に設定された理由について、本発明者等が実施した実験
に基づいて説明する。
 
【実験１－１】
【００３５】
　厚みが１０００μmのLiN基板（屈折率：２．２）を次の加工条件でシールドトンネルを
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形成し、シールドトンネルの良不良を判定した。
 
　加工条件
　波長　　　　　　　　　　　　　　：１０３０ｎｍのパルスレーザー
　繰り返し周波数　　　　　　　　　：５０ｋＨｚ
　パルス幅　　　　　　　　　　　　：１０ｐｓ
　平均出力　　　　　　　　　　　　：３Ｗ
　スポット径　　　　　　　　　　　：１０μm
　加工送り速度　　　　　　　
　　 ：８００ｍｍ／秒
 
　集光レンズの開口数(NA)　　　シールドトンネルの良不良　　　S＝ＮＡ／Ｎ
　　　０．０５　　　　　　　　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　０．１　　　　　　　　　　　　やや良好　　　　　　　　０．０４５
　　　０．１５　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．０６８
　　　０．２　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．０９１
　　　０．２５　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１１４
　　　０．３　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１３６
　　　０．３５　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１５９
　　　０．４　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１８２
　　　０．４５　　　　　　　　　　　やや良好　　　　　　　　０．２０５
　　　０．５　　　　　　　　　　　　不良：ボイドができる　　０．２２７
　　　０．５５　　　　　　　　　　　不良：ボイドができる
　　　０．６　　　　　　　　　　　　不良：ボイドができる
 
　以上のようにLiN基板（屈折率：２．２）においては、パルスレーザー光線を集光する
集光レンズ５２２ａの開口数(NA)が、開口数(NA)をLiN基板の屈折率(N)で除した値（S＝
ＮＡ／Ｎ）が０．０５～０．２の範囲に設定することにより、シールドトンネルが形成さ
れる。従って、LiN基板においては、パルスレーザー光線を集光する集光レンズ５２２ａ
の開口数(NA)は、０．１～０．４５に設定することが重要である。
 
【実験１－２】
【００３６】
　厚みが１０００μmのLiTaO3基板（屈折率：２．１）を次の加工条件でシールドトンネ
ルを形成し、シールドトンネルの良不良を判定した。
 
　加工条件
　波長　　　　　　　　　　　　　　：１０３０ｎｍのパルスレーザー
　繰り返し周波数　　　　　　　　　：５０ｋＨｚ
　パルス幅　　　　　　　　　　　　：１０ps
　平均出力　　　　　　　　　　　　：３Ｗ
　スポット径　　　　　　　　　　　：１０μm
加工送り速度　　　　　　　　
　 ：８００ｍｍ／秒
 
　集光レンズの開口数(NA)　　　シールドトンネルの良不良　　　S＝ＮＡ／Ｎ
　　　０．１　　　　　　　　　　　　やや良好　　　　　　　　０．０４７
　　　０．１５　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．０５７
　　　０．２　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．０９５
　　　０．２５　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１１９
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　　　０．３　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１４３
　　　０．３５　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１６６
　　　０．４　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１９０
　　　０．４５　　　　　　　　　　　不良：ボイドができる　　０．２１４
　　　０．５　　　　　　　　　　　　不良：ボイドができる　　０．２３８
　　　０．５５　　　　　　　　　　　不良：ボイドができる　　
　　　０．６　　　　　　　　　　　　不良：ボイドができる
 
　以上のようにLiTaO3基板（屈折率：２．１）においては、パルスレーザー光線を集光す
る集光レンズ５２２ａの開口数(NA)をLiTaO3基板の屈折率(N)で除した値（S＝ＮＡ／Ｎ）
が０．０５～０．２の範囲に設定することにより、シールドトンネルが形成される。従っ
て、LiTaO3基板においては、パルスレーザー光線を集光する集光レンズ５２２ａの開口数
(NA)は、０．１～０．４に設定することが重要である。
 
【実験１－３】
【００３７】
　厚みが１０００μmのSiC基板（屈折率：２．６３）を次の加工条件でシールドトンネル
を形成し、シールドトンネルの良不良を判定した。
 
　加工条件
　波長　　　　　　　　　　　　　　：１０３０ｎｍのパルスレーザー
　繰り返し周波数　　　　　　　　　：５０ｋＨｚ
　パルス幅　　　　　　　　　　　　：１０ｐｓ
　平均出力　　　　　　　　　　　　：３Ｗ
　スポット径　　　　　　　　　　　：１０μm
　加工送り速度　　　　　　　　　　：８００ｍｍ／秒
 
　集光レンズの開口数(NA)　　　シールドトンネルの良不良　　　S＝ＮＡ／Ｎ
　　　０．０５　　　　　　　　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　０．１　　　　　　　　　　　　なし　　　　　　　　　　
　　　０．１５　　　　　　　　　　　良やや良好　　　　　　　０．０５７
　　　０．２　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．０７６
　　　０．２５　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．０９５
　　　０．３　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１１４
　　　０．３５　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１３３
　　　０．４　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１５２
　　　０．４５　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１７１
　　　０．５　　　　　　　　　　　　良好　　　　　　　　　　０．１９
　　　０．５５　　　　　　　　　　　やや良好　　　　　　　　０．２０９
　　　０．６　　　　　　　　　　　　不良：ボイドができる
 
　以上のようにSiC基板（屈折率：２．６３）においては、パルスレーザー光線を集光す
る集光レンズ５２２aの開口数(NA)をSiC基板の屈折率(N)で除した値（S＝ＮＡ／Ｎ）が０
．０５～０．２の範囲に設定することにより、シールドトンネルが形成される。従って、
SiC基板においては、パルスレーザー光線を集光する集光レンズ５２２ａの開口数(NA)は
、０．１５～０．５５に設定することが重要である。
【００３８】
　上述した実験１－１、実験１－２、実験１－３から、パルスレーザー光線を集光する集
光レンズ５２２ａの開口数(NA)を単結晶基板の屈折率(N)で除した値（S＝ＮＡ／Ｎ）が０
．０５～０．２の範囲に設定することにより、シールドトンネルが確実に形成されること
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が確認できた。
【００３９】
　上述したシールドトンネル形成工程を実施したならば、ウエーハ２の裏面にダイシング
テープを貼着し該ダイシングテープの外周部を環状のフレームによって支持するウエーハ
支持工程を実施する。即ち、図８の（ａ）および（ｂ）に示すように上記シールドトンネ
ル形成工程が実施されたウエーハ２を構成する単結晶基板２１の裏面２１ｂを環状のフレ
ームFに装着されたダイシングテープTに貼着する。なお、図８の（ａ）および（ｂ）に示
す実施形態においては、環状のフレームＦに装着されたダイシングテープＴにウエーハ２
を構成する単結晶基板２１の裏面２１ｂを貼着する例を示したが、ウエーハ２を構成する
単結晶基板２１の裏面２１ｂにダイシングテープＴを貼着するとともにダイシングテープ
Tの外周部を環状のフレームＦに同時に装着してもよい。
【００４０】
　上述したウエーハ支持工程を実施したならば、ウエーハ２に外力を付与し、ウエーハ２
をシールドトンネル２５が形成された分割予定ラインに沿って個々のデバイス２３に分割
するウエーハ分割工程を実施する。ウエーハ分割工程は、図９に示す分割装置６を用いて
実施する。図９に示す分割装置６は、上記環状のフレームＦを保持するフレーム保持手段
６１と、該フレーム保持手段６１に保持された環状のフレームＦに装着されたウエーハ２
を拡張するテープ拡張手段６２と、ピックアップコレット６３を具備している。フレーム
保持手段６１は、環状のフレーム保持部材６１１と、該フレーム保持部材６１１の外周に
配設された固定手段としての複数のクランプ６１２とからなっている。フレーム保持部材
６１１の上面は環状のフレームFを載置する載置面６１１ａを形成しており、この載置面
６１１ａ上に環状のフレームFが載置される。そして、載置面６１１ａ上に載置された環
状のフレームFは、クランプ６１２によってフレーム保持部材６１１に固定される。この
ように構成されたフレーム保持手段６１は、テープ拡張手段６２によって上下方向に進退
可能に支持されている。
【００４１】
　テープ拡張手段６２は、上記環状のフレーム保持部材６１１の内側に配設される拡張ド
ラム６２１を具備している。この拡張ドラム６２１は、環状のフレームＦの内径より小さ
く該環状のフレームＦに装着されたダイシングテープTに貼着されるウエーハ２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６２１は、下端に支持フランジ
６２２を備えている。図示の実施形態におけるテープ拡張手段６２は、上記環状のフレー
ム保持部材６１１を上下方向に進退可能な支持手段６２３を具備している。この支持手段
６２３は、上記支持フランジ６２２上に配設された複数のエアシリンダ６２３ａからなっ
ており、そのピストンロッド６２３ｂが上記環状のフレーム保持部材６１１の下面に連結
される。このように複数のエアシリンダ６２３ａからなる支持手段６２３は、図１０の（
ａ）に示すように環状のフレーム保持部材６１１を載置面６１１ａが拡張ドラム６２１の
上端と略同一高さとなる基準位置と、図１０の（ｂ）に示すように拡張ドラム６２１の上
端より所定量下方の拡張位置の間を上下方向に移動せしめる。
【００４２】
　以上のように構成された分割装置６を用いて実施するウエーハ分割工程について図１０
を参照して説明する。即ち、ウエーハ２が貼着されているダイシングテープＴが装着され
た環状のフレームＦを、図１０の（ａ）に示すようにフレーム保持手段６１を構成するフ
レーム保持部材６１１の載置面６１１ａ上に載置し、クランプ６１２によってフレーム保
持部材６１１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６１１は図
１０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６２を構成す
る支持手段６２３としての複数のエアシリンダ６２３ａを作動して、環状のフレーム保持
部材６１１を図１０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
６１１の載置面６１１ａ上に固定されている環状のフレームＦも下降するため、図１０の
（ｂ）に示すように環状のフレームFに装着されたダイシングテープＴは拡張ドラム６２
１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、ダイシングテープ
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Ｔに貼着されているウエーハ２には放射状に引張力が作用するため、上述したシールドト
ンネル２５が連続して形成され強度が低下せしめられた分割予定ライン２２に沿って個々
のデバイス２３に分離されるとともにデバイス２３間に間隔Ｓが形成される。
【００４３】
　次に、図１０の（ｃ）に示すようにピックアップコレット６３を作動してデバイス２３
を吸着し、ダイシングテープＴから剥離してピックアップし、図示しないトレーまたはダ
イボンディング工程に搬送する。なお、ピックアップ工程においては、上述したようにダ
イシングテープＴに貼着されている個々のデバイス２３間の隙間Ｓが広げられているので
、隣接するデバイス２３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。
【符号の説明】
【００４４】
２：ウエーハ
２１：オフ角を有する単結晶基板
２２：分割予定ライン
２３：デバイス
２４：膜
２５：シールドトンネル
３：膜分断工程を実施するためのレーザー加工装置
３１：レーザー加工装置のチャックテーブル
３２：レーザー光線照射手段
３２２：集光器
４：保護テープ
５：シールドトンネル形成工程を実施するためのレーザー加工装置
５１：レーザー加工装置のチャックテーブル
５２：レーザー光線照射手段
５２２：集光器
６：分割装置
Ｆ：環状のフレーム
Ｔ：ダイシングテープ
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