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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分割領域で画定された複数の素子領域を有する第１の面と前記第１の面と反対側の第２
の面とを備える基板を、前記分割領域で分割して複数の素子チップを形成する素子チップ
の製造方法であって、
　前記第１の面の側がキャリアに支持されるとともに、前記素子領域と対向する前記第２
の面の領域を覆い且つ前記分割領域と対向する前記第２の面の領域を露出させるように耐
エッチング層が形成された前記基板を準備する準備工程と、
　前記準備工程の後、前記キャリアに支持された前記基板にプラズマ処理を施すプラズマ
処理工程とを含み、
　前記プラズマ処理工程は、
　前記第２の面を第１のプラズマに晒すことにより、前記耐エッチング層に覆われていな
い領域の前記基板をこの基板の深さ方向に前記第１の面に達するまでエッチングして前記
基板を素子チップに分割し、前記第１の面、前記第２の面および前記第１の面と前記第２
の面とを結ぶ側面を備える素子チップが前記キャリア上に互いに間隔をあけて保持された
状態とする分割工程と、
　前記分割工程の後、前記キャリア上に互いに間隔をあけて保持された状態で、前記素子
チップを保護膜形成用ガスを供給しながら発生させた第２のプラズマに晒すことにより、
前記素子チップの前記側面のみに保護膜を形成する保護膜形成工程とを含み、
　前記保護膜形成工程において、前記第２の面と前記側面とが成す角部が、鈍角となるよ
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うに削られる、素子チップの製造方法。
【請求項２】
　分割領域で画定された複数の素子領域を有する第１の面と前記第１の面と反対側の第２
の面とを備える基板を、前記分割領域で分割して複数の素子チップを形成する素子チップ
の製造方法であって、
　前記第２の面の側がキャリアに支持されるとともに、前記素子領域を覆い且つ前記分割
領域を露出させるように耐エッチング層が形成された前記基板を準備する準備工程と、
　前記準備工程の後、前記キャリアに支持された前記基板にプラズマ処理を施すプラズマ
処理工程とを含み、
　前記プラズマ処理工程は、
　前記第１の面を第１のプラズマに晒すことにより、前記耐エッチング層に覆われていな
い領域の前記基板をこの基板の深さ方向に前記第２の面に達するまでエッチングして前記
基板を素子チップに分割し、前記第１の面、前記第２の面および前記第１の面と前記第２
の面とを結ぶ側面を備える素子チップが前記キャリア上に互いに間隔をあけて保持された
状態とする分割工程と、
　前記分割工程の後、前記キャリア上に互いに間隔をあけて保持された状態で、前記素子
チップを保護膜形成用ガスを供給しながら発生させた第２のプラズマに晒すことにより、
前記素子チップの前記側面のみに保護膜を形成する保護膜形成工程とを含み、
　前記保護膜形成工程において、前記第１の面と前記側面とが成す角部が、鈍角となるよ
うに削られる、素子チップの製造方法。
【請求項３】
　前記保護膜形成工程において、前記キャリアが載置されるステージに高周波バイアスを
印加する、請求項１または２に記載の素子チップの製造方法。
【請求項４】
　前記保護膜がフルオロカーボンを主成分とする膜である、請求項１から３のいずれかに
記載の素子チップの製造方法。
【請求項５】
　前記保護膜形成用ガスがフッ化炭素を含む、請求項４に記載の素子チップの製造方法。
【請求項６】
　前記保護膜形成用ガスがアルゴンを含む、請求項１から５のいずれかに記載の素子チッ
プの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の素子領域を有する基板を素子領域毎に分割して素子チップを製造する
素子チップの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子などの素子チップは、複数の素子領域を有するウェハ状の基板から個片に分
割されて製造される（例えば特許文献１参照）。この特許文献に示す先行技術では、まず
回路が形成されたウェハの表面がバックグラインドテープに貼り付けられた状態でウェハ
の裏面を研磨し、さらにエッチングによってウェハを薄化する。そしてこの後に素子領域
に相当する部分にレジスト層を形成してマスキングし、プラズマエッチングを施すことに
より、ウェハを個片の半導体素子に分離するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－９３７５２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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【０００４】
　上述のようにしてウェハ状の基板から切り出された個片状の素子チップはパッケージン
グが施されてデバイス装置として用いられるほか、ＷＬＣＳＰ（ウエハレベルチップサイ
ズパッケージ）など素子チップそのままの形態で電子部品実装工程に送られる場合がある
。このような場合には、素子チップは回路形成面を接合用のクリーム半田や銀ペースト等
の導電性材料に直接接触させる形で実装される。この実装過程においては、素子チップ搭
載時に押し広げられた導電性材料が回路形成面の接合部位のみならず、素子チップの側面
や裏面まで濡れ広がる、いわゆる「這い上がり」が生じる場合がある。このような導電性
材料の這い上がりは、隣接する電極間での短絡や素子チップの側面に不要な電気回路を形
成して消費電流の増大を招くなど、各種の不具合の原因となる。このため、このような実
装過程における導電性材料の這い上がりを抑制することが求められていた。
【０００５】
　そこで本発明は、実装過程における導電性材料の這い上がりを抑制することができる素
子チップの製造方法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】
【０００６】
　本発明の素子チップの製造方法は、分割領域で画定された複数の素子領域を有する第１
の面と前記第１の面と反対側の第２の面とを備える基板を、前記分割領域で分割して複数
の素子チップを形成する素子チップの製造方法であって、前記第１の面の側がキャリアに
支持されるとともに、前記素子領域と対向する前記第２の面の領域を覆い且つ前記分割領
域と対向する前記第２の面の領域を露出させるように耐エッチング層が形成された前記基
板を準備する準備工程と、前記準備工程の後、前記キャリアに支持された前記基板にプラ
ズマ処理を施すプラズマ処理工程とを含み、前記プラズマ処理工程は、前記第２の面を第
１のプラズマに晒すことにより、前記耐エッチング層に覆われていない領域の前記基板を
この基板の深さ方向に前記第１の面に達するまでエッチングして前記基板を素子チップに
分割し、前記第１の面、前記第２の面および前記第１の面と前記第２の面とを結ぶ側面を
備える素子チップが前記キャリア上に互いに間隔をあけて保持された状態とする分割工程
と、前記分割工程の後、前記キャリア上に互いに間隔をあけて保持された状態で、前記素
子チップを保護膜形成用ガスを供給しながら発生させた第２のプラズマに晒すことにより
、前記素子チップの前記側面のみに保護膜を形成する保護膜形成工程とを含み、前記保護
膜形成工程において、前記第２の面と前記側面とが成す角部が、鈍角となるように削られ
る。
【０００７】
　本発明の素子チップの製造方法は、分割領域で画定された複数の素子領域を有する第１
の面と前記第１の面と反対側の第２の面とを備える基板を、前記分割領域で分割して複数
の素子チップを形成する素子チップの製造方法であって、前記第２の面の側がキャリアに
支持されるとともに、前記素子領域を覆い且つ前記分割領域を露出させるように耐エッチ
ング層が形成された前記基板を準備する準備工程と、前記準備工程の後、前記キャリアに
支持された前記基板にプラズマ処理を施すプラズマ処理工程とを含み、前記プラズマ処理
工程は、前記第１の面を第１のプラズマに晒すことにより、前記耐エッチング層に覆われ
ていない領域の前記基板をこの基板の深さ方向に前記第２の面に達するまでエッチングし
て前記基板を素子チップに分割し、前記第１の面、前記第２の面および前記第１の面と前
記第２の面とを結ぶ側面を備える素子チップが前記キャリア上に互いに間隔をあけて保持
された状態とする分割工程と、前記分割工程の後、前記キャリア上に互いに間隔をあけて
保持された状態で、前記素子チップを保護膜形成用ガスを供給しながら発生させた第２の
プラズマに晒すことにより、前記素子チップの前記側面のみに保護膜を形成する保護膜形
成工程とを含み、前記保護膜形成工程において、前記第１の面と前記側面とが成す角部が
、鈍角となるように削られる。
【発明の効果】
【０００９】
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　本発明によれば、実装過程における導電性材料の這い上がりを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施の形態の素子チップの製造方法における第１実施例の工程説明図
【図２】本発明の一実施の形態の素子チップの製造方法における第１実施例の工程説明図
【図３】本発明の一実施の形態の素子チップの製造方法において使用されるプラズマエッ
チング装置の構成説明図
【図４】本発明の一実施の形態の素子チップの製造方法における第２実施例の工程説明図
【図５】本発明の一実施の形態の素子チップの製造方法における第２実施例の工程説明図
【図６】本発明の一実施の形態の素子チップの製造方法における第１実施例によって製造
された素子チップの構成説明図
【図７】本発明の一実施の形態の素子チップの製造方法における第２実施例によって製造
された素子チップの構成説明図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。まず本実施の形態の素子チップの
製造方法における第１実施例について、図１、図２を参照して説明する。ここで示す素子
チップの製造方法は、分割領域で画定された複数の素子領域を有する第１の面と、この第
１の面と反対側の第２の面とを備える基板を、分割領域で分割して複数の素子チップを形
成するものである。
【００１２】
　図１（ａ）に示すように、基板１は素子部２を有する複数の素子チップ１０（図１（ｃ
）参照）が作り込まれたウェハ状の基板である。基板１において素子部２が形成された素
子面である第１の面１ａには、分割領域１ｃで画定された複数の素子領域２ａが設定され
ている。基板１は素子チップ製造のための準備工程に送られ、以下に説明するように、マ
スク形成とキャリア４による支持とが行われる。キャリア４としては、ダイシングフレー
ムで保持されたダイシングテープや、保持面４ａに接着層を備えた支持基板を例示するこ
とができる。
【００１３】
　この準備工程では、図１（ｂ）に示すように、第２の面１ｂにプラズマダイシングにお
いてマスクとして機能するレジストマスクや表面保護膜などによって耐エッチング層３が
形成される。すなわち第２の面１ｂには、素子領域２ａと対向する第２の面１ｂの領域を
覆い且つ分割領域１ｃと対向する第２の面１ｂの領域１ｄを露出させるように、耐エッチ
ング層３が形成される。また、基板１の第１の面１ａの側がキャリア４の保持面４ａに支
持される。なお、準備工程におけるマスク形成は、キャリア４による支持の前に行っても
よいし、キャリア４による支持の後に行ってもよい。
【００１４】
　このようにして準備工程が行われた後には、キャリア４に支持された基板１にプラズマ
処理を施すために、キャリア４はプラズマ処理工程に送られる。このプラズマ処理工程に
おいて用いられるプラズマエッチング装置２０の構成について、図３を参照して説明する
。図３において真空容器であるチャンバ２１の内部はプラズマ処理を行うための処理室２
１ａであり、処理室２１ａの底部には処理対象である基板１を支持したキャリア４を載置
するステージ２２が配置されている。チャンバ２１の頂部の上面には、上部電極としての
アンテナ２３が配置されており、アンテナ２３は第１の高周波電源部２４に電気的に接続
されている。処理室２１ａ内のステージ２２はプラズマ処理のための下部電極としての機
能も有しており、ステージ２２は第２の高周波電源部２５に電気的に接続されている。
【００１５】
　チャンバ２１には、排気口２１ｃを介して真空排気部２７が接続されており、真空排気
部２７を駆動することにより、処理室２１ａ内が真空排気される。さらに処理室２１ａは
、ガス導入口２１ｂを介してプラズマ発生用ガス供給部２６が接続されている。本実施の
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形態に示すプラズマエッチング装置２０では、プラズマ処理の目的に応じて、複数種類の
プラズマ発生用ガスを選択的に供給することが可能となっている。ここでは、プラズマ発
生用ガスの種類として、第１のガス２６ａ、第２のガス２６ｂ、第３のガス２６ｃおよび
アッシング用ガス２６ｄを選択可能となっている。
【００１６】
　第１のガス２６ａとしては、ＳＦ６など、シリコンを対象とするエッチング効果に優れ
たものが用いられる。本実施の形態において第１のガス２６ａは、基板１をプラズマエッ
チングにより分割する第１のプラズマＰ１を発生させるために用いられる。第２のガス２
６ｂとしては、Ｃ４Ｆ８、Ｃ２Ｆ６、ＣＦ４、Ｃ６Ｆ６、Ｃ６Ｆ４Ｈ２、ＣＨＦ３、ＣＨ

２Ｆ２などのフッ化炭素を含むガスが用いられる。これらのガスはプラズマ処理により皮
膜を形成するプラズマＣＶＤ用のガスとして用いられ、本実施の形態においては、基板１
を分割した素子チップ１０の側面に保護膜を形成する目的で用いられる。なお、第２のガ
ス２６ｂには、ヘリウムやアルゴン（Ａｒ）を添加してもよい。すなわち第２のガス２６
ｂは保護膜形成用ガスとなっており、本実施の形態における保護膜形成用ガスは、フッ化
炭素を含む組成となっている。
【００１７】
　第３のガス２６ｃとしては、ＳＦ６ガス、酸素ガスやアルゴンガスなど物理的なエッチ
ング効果に優れたものが用いられる。本実施の形態においては、前述の保護膜のうち不要
な部分を除去するスパッタリング用途に用いられる。そしてアッシング用ガス２６ｄは酸
素ガスであり、本実施の形態においては、マスク機能を終えた後の耐エッチング層３など
樹脂膜を除去する目的で用いられる。
【００１８】
　プラズマエッチング装置２０によるプラズマ処理においては、まずステージ２２上に処
理対象の基板１をキャリア４とともに載置し、真空排気部２７を駆動して処理室２１ａ内
を真空排気する。これとともに、プラズマ処理の目的に応じたプラズマ発生用ガスを、プ
ラズマ発生用ガス供給部２６によって処理室２１ａ内に供給して所定圧力に維持する。そ
してこの状態でアンテナ２３に第１の高周波電源部２４によって高周波電力を供給するこ
とにより、処理室２１ａ内には供給されたプラズマ発生用ガスの種類に応じたプラズマが
発生する。このとき、第２の高周波電源部２５によって下部電極としてのステージ２２に
バイアス電圧を印加することにより、処理室２１ａ内に発生するプラズマに対してステー
ジ２２の方向への入射を促進するバイアス作用を及ぼすことができ、所望の特定方向への
プラズマ処理効果を強めて異方性エッチングを行うことが可能となっている。
【００１９】
　プラズマ処理工程においては、まず前述の第１のガス２６ａを用いた第１のプラズマＰ
１による処理が実行される。図１（ｃ）に示すように、基板１の第２の面１ｂを上述の第
１のプラズマＰ１に晒すことにより、耐エッチング層３に覆われていない領域１ｄ（図１
（ｂ）参照）の基板１をこの基板１の深さ方向に第１の面１ａに達するまでエッチングし
て（矢印ｅ参照）、各素子チップ１０を隔てるエッチング溝１１（図２（ａ）参照）を形
成し、基板１を個片の素子チップ１０に分割する。すなわち基板１の状態においては第１
の面１ａであった第１の面１０ａ、第２の面１ｂであった第２の面１０ｂおよび第１の面
１０ａと第２の面１０ｂとを結ぶ側面１０ｃを備える素子チップ１０が、キャリア４上に
互いに間隔をあけて保持された状態とする（分割工程）。
【００２０】
　分割工程におけるエッチング条件は、基板１の材質に応じて適宜選択することができる
。基板１がシリコン基板の場合、分割工程におけるエッチングには、いわゆるボッシュプ
ロセスを用いることができる。ボッシュプロセスにおいては、堆積膜堆積ステップと、堆
積膜エッチングステップと、シリコンエッチングステップとを順次繰り返すことにより、
耐エッチング層３に覆われていない領域１ｄを基板の深さ方向に垂直に掘り進むことがで
きる。
【００２１】
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　堆積膜堆積ステップの条件としては、例えば、原料ガスとしてＣ４Ｆ８を１５０～２５
０ｓｃｃｍで供給しながら、処理室２１ａ内の圧力を１５～２５Ｐａに調整し、第１の高
周波電源部２４からアンテナ２３への投入電力を１５００～２５００Ｗ，第２の高周波電
源部２５から下部電極への投入電力を０Ｗ、処理時間を５～１５秒とすればよい。堆積膜
エッチングステップの条件としては、例えば、原料ガスとしてＳＦ６を２００～４００ｓ
ｃｃｍで供給しながら、処理室２１ａ内の圧力を５～１５Ｐａに調整し、第１の高周波電
源部２４からアンテナ２３への投入電力を１５００～２５００Ｗ，第２の高周波電源部２
５から下部電極への投入電力を１００～３００Ｗ、処理時間を２～１０秒とすればよい。
【００２２】
　シリコンエッチングステップの条件としては、例えば、原料ガスとしてＳＦ６を２００
～４００ｓｃｃｍで供給しながら、処理室２１ａ内の圧力を５～１５Ｐａに調整し、第１
の高周波電源部２４からアンテナ２３への投入電力を１５００～２５００Ｗ，第２の高周
波電源部２５から下部電極への投入電力を５０～２００Ｗ、処理時間を１０～２０秒とす
ればよい。そして、これらの条件において、堆積膜堆積ステップ、堆積膜エッチングステ
ップ、および、シリコンエッチングステップを繰り返すことにより、シリコン基板を１０
μｍ／分の速度で掘り進むことができる。
【００２３】
　この後、個片の素子チップ１０において第２の面１０ｂを覆った状態の耐エッチング層
３を除去するアッシングが行われる。すなわち、図２（ａ）に示すように、プラズマエッ
チング装置２０において処理室２１ａ内にアッシング用ガス２６ｄを用いたアッシング用
プラズマを発生させ、樹脂を主成分とする耐エッチング層３をアッシングにより除去する
。これにより、個片に分割された素子チップ１０の第２の面１０ｂが露呈された状態とな
る。
【００２４】
　アッシングの条件は、耐エッチング層３の材料に応じて適宜選択することができる。例
えば、耐エッチング層３がレジスト膜の場合、原料ガスとして酸素を１５０～２５０ｓｃ
ｃｍ、ＣＦ４を０～５０ｓｃｃｍで供給しながら、処理室２１ａ内の圧力を５～１５Ｐａ
に調整し、第１の高周波電源部２４からアンテナ２３への投入電力を１５００～２５００
Ｗ，第２の高周波電源部２５から下部電極への投入電力を０～３０Ｗとすればよい。この
条件において１μｍ／分程度の速度で耐エッチング層３を除去することができる。
【００２５】
　次いで上述の分割工程の後、保護膜形成工程が実行される。ここではプラズマエッチン
グ装置２０において、処理室２１ａ内で、保護膜形成用ガスである第２のガス２６ｂ、す
なわちフッ化炭素とを含むガスを用いた第２のプラズマＰ２を発生させ、図２（ｂ）に示
すように、キャリア４上に互いに間隔をあけて保持された状態で、素子チップ１０を第２
のプラズマＰ２に晒す。これにより、素子チップ１０の所定部位には保護膜１２が形成さ
れる。本実施の形態においては、保護膜形成工程において素子チップ１０の側面１０ｃの
みに保護膜１２を形成するように、プラズマ処理条件を設定するようにしている。
【００２６】
　素子チップ１０の表面においては、第２のプラズマＰ２により生成された反応生成物が
保護膜１２として素子チップ１０の表面に堆積する堆積反応と、第２のプラズマＰ２に含
まれるイオンやラジカルが素子チップ１０の表面に堆積した保護膜１２を除去する除去反
応とが同時に進行する。この場合、第２の面１０ｂにおいて堆積反応と除去反応を拮抗さ
せる、あるいは、除去反応を堆積反応よりも優位とさせる一方、側面１０ｃにおいては堆
積反応を除去反応よりも優勢とさせることにより、第２の面１０ｂに保護膜１２を堆積さ
せることなく、側面１０ｃのみに保護膜１２を形成することができる。
【００２７】
　具体的には、例えば、保護膜形成工程において、キャリア４が載置されるステージ２２
（図３参照）に高周波バイアスを印加する。これにより、素子チップ１０への垂直上方か
らのイオンの入射が促進され、第２の面１０ｂでの除去反応を、堆積反応と拮抗させるこ
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とができる。この時、側面１０ｃにおいては、第２の面１０ｂに比べてイオンが入射しに
くいことから除去反応が生じにくく、結果として堆積反応が優勢となる。
【００２８】
　なお、本実施の形態では高周波バイアスを印加することにより、側面１０ｃのみに保護
膜１２を形成する場合について述べるが、ガス種や圧力など、高周波バイアス以外のパラ
メータを調整することにより、側面１０ｃのみに保護膜１２を形成してもよい。
【００２９】
　保護膜１２は、素子チップ１０を直接パッケージ基板などに接合する実装過程における
導電性材料の這い上がりを抑制することを目的として形成されるものであるため、吸湿性
が少なく組成が緻密なものであることが望まれる。本実施の形態では、保護膜１２の形成
のために用いられる第２のプラズマＰ２の原料ガスとして、フッ化炭素を含むガスを用い
ることから、フッ素と炭素を含むフルオロカーボンを主成分とする膜が保護膜１２として
形成され、吸湿性が少なく組成が緻密で密着性に優れた保護膜を形成することが可能とな
っている。
【００３０】
　なおこの保護膜形成工程において、キャリア４が載置されるステージ２２（図３参照）
に高周波バイアスを印加する。これにより、素子チップ１０への垂直上方からのイオンの
入射が促進され、より緻密で密着性の高い保護膜１２を形成することができる。
【００３１】
　保護膜の形成条件としては、例えば、原料ガスとしてＣ４Ｆ８を１４０ｓｃｃｍ、Ｈｅ
を３０ｓｃｃｍ、Ａｒを３０ｓｃｃｍで供給しながら、処理室２１ａ内の圧力を１Ｐａに
調整し、第１の高周波電源部２４からアンテナ２３への投入電力を１５００～２５００Ｗ
，第２の高周波電源部２５から下部電極への投入電力を１００～３００Ｗとすればよい。
この条件において３００秒処理することで、側面１０ｃのみに厚さ１μｍの保護膜を形成
することができる。このとき、第２の面１０ｂの表面における保護膜の堆積反応と保護膜
の除去反応とを拮抗した状態とすることができ、第２の面１０ｂに保護膜を形成すること
なく、側面１０ｃのみに保護膜を形成することができる。
【００３２】
　本実施の形態では、原料ガスとして、ヘリウムを含むガスを用いるが、これは、ヘリウ
ムを混合することにより、プラズマ中での原料ガスの乖離が促進され、その結果として緻
密で密着性の高い保護膜を形成できるためである。
【００３３】
　なお上記した条件例においては、原料ガスの全流量に対するＨｅ流量の比率が、１５％
である。この比率は、以下に説明するように、１０％から８０％の間であることが望まし
い。すなわち原料ガスの全流量に対するＨｅ流量の比率が１０％より大きいと、プラズマ
中での原料ガスの乖離が促進されやすく、その結果として、より緻密で密着性の高い保護
膜を形成しやすくなる。一方で、原料ガスの全流量に対するＨｅ流量の比率が８０％より
大きいと、原料ガスに占めるＣ４Ｆ８の比率が減少するため、保護膜形成に寄与するプラ
ズマ中の成分（Ｃ，Ｆおよびそれらの化合物）の基板表面への供給が不足し、基板表面に
おける保護膜の堆積速度が遅くなり、生産性が低下する。
【００３４】
　なお図２（ｃ）は、上述の保護膜形成工程において、素子チップ１０の第２の面１０ｂ
と側面１０ｃとがなす角部Ｅ（図６（ｃ）参照）が、鈍角になるように削られる例（保護
膜形成工程（２））を示している。すなわちこの場合には、前述のようにキャリア４が載
置されるステージ２２に高周波バイアスを印加する。これにより、素子チップ１０へイオ
ンが垂直上方から入射し、第２の面１０ｂへの保護膜１２の付着を抑制するとともに、角
部Ｅを鈍角に削る作用を促進することができる。
【００３５】
　このとき、保護膜形成用ガスとしてアルゴンを含む混合ガスを用いることにより、イオ
ンの入射によるエッチング反応における物理的スパッタリングの比率を増して、第２の面
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１０ｂへの保護膜１２の付着抑制および角部Ｅを鈍角に削る作用をさらに増進させること
ができる。なお、上記した条件例においては、原料ガスの全流量に対するアルゴン流量の
比率が、１５％である。この比率は、１０％から３０％の間であることが望ましい。
【００３６】
　次に本実施の形態の素子チップの製造方法における第２実施例について、図４、図５を
参照して説明する。ここで第２実施例に示す素子チップの製造方法は、第１実施例におけ
るものと同様に、分割領域で画定された複数の素子領域を有する第１の面と、この第１の
面と反対側の第２の面とを備える基板を、分割領域で分割して複数の素子チップを形成す
るものである。
【００３７】
　図４（ａ）に示すように、基板１は素子部２を有する複数の素子チップ１０（図４（ｃ
）参照）が作り込まれたウェハ状の基板である。基板１において素子部２が形成された素
子面である第１の面１ａには、分割領域１ｃで画定された複数の素子領域２ａが設定され
ている。基板１は素子チップ製造のための準備工程に送られ、ここで以下に説明するよう
に、マスク形成とキャリア４による支持とが行われる。キャリア４としては実施例１と同
様に、粘着シートや支持基板など、薄くて撓みやすい基板１を固定してハンドリングが可
能なものが用いられる。
【００３８】
　この準備工程では、図４（ｂ）に示すように、第１の面１ａにプラズマダイシングにお
いてマスクとして機能する耐エッチング層３が形成される。すなわち第１の面１ａには、
素子領域２ａを覆い且つ分割領域１ｃを露出させるように、耐エッチング層３が形成され
る。また、基板１の第２の面１ｂの側がキャリア４の保持面４ａに支持される。なお、準
備工程におけるマスク形成は、キャリア４による支持の前に行ってもよいし、キャリア４
による支持の後に行ってもよい。
【００３９】
　このようにして準備工程が行われた後には、キャリア４に支持された基板１にプラズマ
処理を施すためにキャリア４はプラズマ処理工程に送られる。このプラズマ処理工程にお
いては、実施例１にて説明したプラズマエッチング装置２０（図３参照）が用いられる。
【００４０】
　プラズマ処理工程においては、まず第１のガス２６ａを用いた第１のプラズマＰ１によ
る処理が実行される。図４（ｃ）に示すように、基板１の第１の面１ａを上述の第１のプ
ラズマＰ１に晒すことにより、耐エッチング層３に覆われていない分割領域１ｃ（図４（
ｂ）参照）の基板１をこの基板１の深さ方向に第２の面１ｂに達するまでエッチングして
（矢印ｅ参照）、各素子チップ１０を隔てるエッチング溝１１（図５（ａ）参照）を形成
し、基板１を個片の素子チップ１０に分割する。すなわち基板１の状態においては第１の
面１ａであった第１の面１０ａ、第２の面１ｂであった第２の面１０ｂおよび第１の面１
０ａと第２の面１０ｂとを結ぶ側面１０ｃを備える素子チップ１０が、キャリア４上に互
いに間隔をあけて保持された状態とする（分割工程）。
【００４１】
　この後、個片の素子チップ１０において第２の面１０ｂを覆った状態の耐エッチング層
３を除去するアッシングが行われる。すなわち、図５（ａ）に示すように、プラズマエッ
チング装置２０において処理室２１ａ内にアッシング用ガス２６ｄを用いたアッシング用
プラズマを発生させ、樹脂を主成分とする耐エッチング層３をアッシングにより除去する
。これにより、個片に分割された素子チップ１０の第２の面１０ｂが露呈された状態とな
る。
【００４２】
　次いで上述の分割工程の後、保護膜形成工程が実行される。ここではプラズマエッチン
グ装置２０において、処理室２１ａ内で、保護膜形成用ガスである第２のガス２６ｂ、す
なわちフッ化炭素を含むガスを用いた第２のプラズマＰ２を発生させ、図５（ｂ）に示す
ように、キャリア４上に互いに間隔をあけて保持された状態で、素子チップ１０を第２の
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プラズマＰ２に晒す。これにより、素子チップ１０の所定部位には保護膜１２が形成され
る。本実施の形態においては、保護膜形成工程において素子チップ１０の側面１０ｃのみ
に保護膜１２を形成するようにプラズマ処理条件を設定するようにしている。
【００４３】
　これらの保護膜の形成において、第２のプラズマＰ２の原料ガスとして、フッ化炭素を
含むガスを用いることの利点、効果については第１実施例と同様である。また、第１実施
例と同様、第２のプラズマＰ２の原料ガスにヘリウムやアルゴンを添加してもよく、それ
に伴う利点、効果についても第１実施例と同様である。なおこの保護膜形成工程において
、キャリア４が載置されるステージには高周波バイアスを印加する。これにより、素子チ
ップ１０へのイオンの入射が促進され、より緻密で密着性に高い保護膜を形成することが
できる。
【００４４】
　なお図５（ｃ）は、上述の保護膜形成工程において、素子チップ１０の第１の面１０ａ
と側面１０ｃとがなす角部Ｅ（図７（ｃ）参照）が、鈍角になるように削られる例（保護
膜形成工程（２））を示している。すなわちこの場合には、第１実施例と同様にキャリア
４が載置されるステージ２２に高周波バイアスを印加する。これにより、素子チップ１０
へイオンが垂直上方から入射し、第１の面１０ａへの保護膜１２の付着を抑制するととも
に、角部Ｅを鈍角に削る作用を促進することができる。このとき、保護膜形成用ガスとし
てアルゴンを含む混合ガスを用いることにより、イオンの入射によるエッチング反応にお
ける物理的スパッタリングの比率を増して、第１の面１０ａへの保護膜１２の付着抑制お
よび角部Ｅを鈍角に削る作用をさらに増進させることができる。
【００４５】
　図６は、第１実施例に示す製造過程によって製造された素子チップ１０のバリエーショ
ンを示している。図６（ａ）に示す素子チップ１０Ａは、図２（ｂ）に示す保護膜形成工
程後の素子チップ１０を示している。ここでは側面１０ｃのみに保護膜１２が形成されて
おり、第１の面１０ａおよび第２の面１０ｂは保護膜１２によって被覆されていない。図
６（ｂ）に示す素子チップ１０Ｂは、図２（ｂ）に示す保護膜形成工程後の素子チップ１
０において、側面１０ｃに形成された保護膜１２の上端部を除去して、側面１０ｃの上端
部が露呈した露呈部１０ｅを形成するようにしたものである。
【００４６】
　さらに図６（ｃ）に示す素子チップ１０Ｃは、図２（ｃ）に示す保護膜形成工程（２）
後の素子チップ１０を示しており、側面１０ｃの上端部が露呈した露呈部１０ｅの端部を
エッチングによって除去してコーナカット部１０ｅ＊を形成するようにしたものである。
すなわち素子チップ１０Ｃは、側面１０ｃが保護膜１２で被覆されるとともに、第２の面
１０ｂと側面１０ｃとが成す角部Ｅがエッチングによって除去されて鈍角となっており、
この角部Ｅを介して側面１０ｃと接続する第２の面１０ｂは、保護膜１２によって被覆さ
れていない。
【００４７】
　図７は、第２実施例に示す製造過程によって製造された素子チップ１０のバリエーショ
ンを示している。図７（ａ）に示す素子チップ１０Ａは、図５（ｂ）に示す保護膜形成工
程後の素子チップ１０を示している。ここでは側面１０ｃのみに保護膜１２が形成されて
おり、第１の面１０ａおよび第２の面１０ｂは保護膜１２によって被覆されていない。図
６（ｂ）に示す素子チップ１０Ｂは、図５（ｂ）に示す保護膜形成工程後の素子チップ１
０において、第１の面１０ａの上端部に作り込まれた素子部２の側端部が露呈した露呈部
２ｃを形成するようにしたものである。
【００４８】
　さらに図７（ｃ）に示す素子チップ１０Ｃは、図５（ｃ）に示す保護膜形成工程（２）
後の素子チップ１０を示しており、露呈部２ｃの端部をエッチングによって除去してコー
ナカット部２ｃ＊を形成するようにしたものである。すなわち素子チップ１０Ｃは、側面
１０ｃが保護膜１２で被覆されるとともに、第１の面１０ａと側面１０ｃとが成す角部Ｅ
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がエッチングによって除去されて鈍角となっており、この角部Ｅを介して側面１０ｃと接
続する第１の面１０ａは、保護膜１２によって被覆されていない。
【００４９】
　第１実施例および第２実施例に示す上述構成の素子チップ１０Ａ～１０Ｃは、側面１０
ｃにおいて実装過程で導電性材料が接触する範囲には、導電性接着材料の濡れ広がりを抑
制する表面性状を有する保護膜１２が形成されていることから、実装過程における導電性
材料の這い上がりを抑制することができる。これにより、素子チップ１０をプリント基板
などの実装対象物に導電性材料を介して接合する実装過程において、導電性材料の側面１
０ｃへの這い上がりに起因して生じる可能性のある各種の不具合、例えば隣接する電極間
での短絡や、素子チップ１０の側面１０ｃに不要な電気回路が形成されることによる消費
電流の増大など、各種の不具合の原因を排除して実装品質を向上させることが可能となっ
ている。
【００５０】
　さらに第１実施例および第２実施例に示す素子チップ１０Ｃは、そして第１の面１０ａ
と第２の面１０ｂのいずれか一方の面と側面１０ｃとが成す角部Ｅが鈍角となった形状の
コーナカット部１０ｅ＊、コーナカット部２ｃ＊が形成されている。これにより応力集中
を生じ易い鋭角形状を排除して、素子チップ１０の抗折強度を向上することが可能となっ
ている。
【００５１】
　さらに上述構成において、素子チップ１０は角部Ｅを介して側面１０ｃと接続するいず
れか一方の面は、保護膜１２で被覆されない形態となっている。このように上述構成の素
子チップ１０において、側面１０ｃにのみ保護膜１２が形成された構成とすることにより
、第１の面１０ａや第２の面１０ｂに保護膜１２が形成されることによる素子チップ１０
の帯電を抑制することが可能となっている。これにより、素子チップ１０の帯電に起因し
て素子チップ実装過程において発生する不具合、例えばテープフィーダに用いられるキャ
リアテープ内のポケットにおいて素子チップがカバーテープに電荷によって付着して正常
な取り出しが妨げられる不具合などを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明の素子チップの製造方法は、実装過程における導電性材料の這い上がりを抑制す
ることができるという効果を有し、複数の素子領域を有する基板を素子領域毎に分割して
素子チップを製造する分野において有用である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　基板
　１ａ　第１の面
　１ｂ　第２の面
　１ｃ　分割領域
　２　素子部
　２ａ　素子領域
　３　耐エッチング層
　４　キャリア
　１０　素子チップ
　１０ａ　第１の面
　１０ｂ　第２の面
　１０ｃ　側面
　１２　保護膜



(11) JP 6524419 B2 2019.6.5

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 6524419 B2 2019.6.5

【図５】 【図６】

【図７】



(13) JP 6524419 B2 2019.6.5

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  松原　功幸
            大阪府門真市松葉町２番７号　パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社内
(72)発明者  廣島　満
            大阪府門真市松葉町２番７号　パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社内
(72)発明者  奥根　充弘
            大阪府門真市松葉町２番７号　パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社内

    審査官  宇多川　勉

(56)参考文献  特開２００４－２６５９０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１９１０３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１４／００７０３７６（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００６－３０３０７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０９５９５２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０６５　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０１　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

