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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板の表面から裏面に向けて幅が広くなる部分を有さない第１の溝部分を形成する工程と
、
　前記第１の溝部分の下端から、当該下端の幅から徐々に幅が広がる形状を有する第２の
溝部分を形成する工程と、
　前記第１及び第２の溝部分が形成された前記表面に粘着層を有する保持部材を貼り付け
る工程と、
　前記基板の裏面側から回転する切削部材で、前記下端の幅よりも広い幅の裏面側の溝を
前記第２の溝部分に沿って形成する工程と、
　前記裏面側の溝の形成後に、前記表面と前記保持部材とを剥離する工程と、
　を備える半導体片（但し、第１の溝部分の側壁をへき開して製造する端面発光レーザを
除く）の製造方法。
【請求項２】
前記第１の溝部分は、前記裏面側の溝を形成した後において、前記粘着層が前記第２の溝
部分に進入していない深さを有する請求項１に記載の半導体片の製造方法。
【請求項３】
前記基板は、表面側にメサ形状の素子による凸部と凹部とを有し、
　前記表面側の溝の少なくとも一部は前記凹部に設けられ、
　前記粘着層は、前記凹部に設けられた前記表面側の溝の入口部分に追従する厚みを有す
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るとともに、当該入口部分に追従して貼り付けられ、
　前記第１の溝部分は、前記入口部分に追従して貼り付けられた前記粘着層が前記第２の
溝部分に進入しない深さを有する請求項１または２に記載の半導体片の製造方法。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１つに記載の製造方法によって製造された少なくとも１つの
半導体片を実装する回路基板。
【請求項５】
請求項４に記載の回路基板を実装する電子装置。
【請求項６】
表面から裏面に向けて幅が広くなる部分を有さない第１の溝部分と、前記第１の溝部分の
下端から、当該下端の幅から徐々に幅が広がる形状を有する第２の溝部分とを有する基板
を準備する工程と、
　前記第１及び第２の溝部分が形成された前記表面に粘着層を有する保持部材を貼り付け
る工程と、
　前記基板の裏面から、回転する切削部材で、前記下端の幅よりも広い幅の裏面側の溝を
前記第２の溝部分に達する深さで形成する工程と、
前記裏面側の溝の形成後に、前記表面と前記保持部材とを剥離する工程と、
　を備える基板（但し、第１の溝部分の側壁をへき開して製造する端面発光レーザを除く
）のダイシング方法。
【請求項７】
表面から裏面に向けて幅が広くなる部分を有さない第１の溝部分と、前記第１の溝部分の
下端から、当該下端の幅から徐々に幅が広がる形状を有する第２の溝部分とを有する基板
を準備する工程と、
　前記第１及び第２の溝部分が形成された前記表面に粘着層を有する保持部材を貼り付け
る工程と、
　前記基板の裏面から、回転する切削部材で、前記下端の幅よりも広い幅の裏面側の溝を
前記基板の厚みの一部分を残して形成する工程と、
　前記裏面側の溝を形成した後、前記基板に応力を加えて、前記残った一部分を分割する
基板（但し、第１の溝部分の側壁をへき開して製造する端面発光レーザを除く）のダイシ
ング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体片の製造方法、半導体片を含む回路基板および電子装置、ならびに基
板のダイシング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウエハの裏面側に太いダイシングソーで溝を形成し、半導体ウエハの表面側に細
いダイシングソーで溝を形成することで、１枚の半導体ウエハから取得できるチップ数を
向上させる方法が知られている（特許文献１）。また、ウエハの表面に化学的なエッチン
グにより一定の深さの溝を形成し、当該溝と対応するようにウエハの裏面からダイシング
ブレードにより溝を形成することにより半導体チップの切り出しを行う方法が提案されて
いる（特許文献２、特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平４－１０５５４号公報
【特許文献２】特開昭６１－２６７３４３号公報
【特許文献３】米国特許第７８９７４８５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　基板の表面側に溝を形成し、粘着層を有する保持部材をその表面に貼り付け、基板の裏
面側から回転する切削部材で、表面側の溝よりも広い幅の裏面側の溝を表面側の溝に沿っ
て形成して基板を個片化する場合において、裏面側の溝を形成に伴う表面側の溝周辺の破
損を抑制する方法として、表面側の溝を基板面に対して垂直に形成せずに、基板の表面か
ら深さ方向に徐々に幅が広がる形状とする方法が考えられる。しかしながら、基板の表面
位置から直ぐに幅が徐々に広がる形状の場合、垂直な溝の場合と比較し、保持部材を剥離
した際に粘着層が基板側に残存しやすくなる。そこで、本発明は、表面側の溝が垂直な溝
形状のみの場合と比較し、裏面側の溝の形成に伴う表面側の溝の破損を抑制するとともに
、基板の表面位置から直ぐに幅が徐々に広がる形状と比較し粘着層の残存を抑制する半導
体片の製造方法、半導体片を含む回路基板および電子装置、ならびに基板のダイシング方
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】
【０００５】
　請求項１は、基板の表面から裏面に向けて幅が広くなる部分を有さない第１の溝部分を
形成する工程と、前記第１の溝部分の下端から、当該下端の幅から徐々に幅が広がる形状
を有する第２の溝部分を形成する工程と、前記第１及び第２の溝部分が形成された前記表
面に粘着層を有する保持部材を貼り付ける工程と、前記基板の裏面側から回転する切削部
材で、前記下端の幅よりも広い幅の裏面側の溝を前記第２の溝部分に沿って形成する工程
と、前記裏面側の溝の形成後に、前記表面と前記保持部材とを剥離する工程と、を備える
半導体片の製造方法。
　請求項２は、前記第１の溝部分は、前記裏面側の溝を形成した後において、前記粘着層
が前記第２の溝部分に進入していない深さを有する請求項１に記載の半導体片の製造方法
。
　請求項３は、前記基板は、表面側にメサ形状の素子による凸部と凹部とを有し、前記表
面側の溝の少なくとも一部は前記凹部に設けられ、前記粘着層は、前記凹部に設けられた
前記表面側の溝の入口部分に追従する厚みを有するとともに、当該入口部分に追従して貼
り付けられ、前記第１の溝部分は、前記入口部分に追従して貼り付けられた前記粘着層が
前記第２の溝部分に進入しない深さを有する請求項１または２に記載の半導体片の製造方
法。
　請求項４は、請求項１ないし３のいずれか１つに記載の製造方法によって製造された少
なくとも１つの半導体片を実装する回路基板。
　請求項５は、請求項４に記載の回路基板を実装する電子装置。
　請求項６は、表面から裏面に向けて幅が広くなる部分を有さない第１の溝部分と、前記
第１の溝部分の下端から、当該下端の幅から徐々に幅が広がる形状を有する第２の溝部分
とを有する基板を準備する工程と、前記第１及び第２の溝部分が形成された前記表面に粘
着層を有する保持部材を貼り付ける工程と、前記基板の裏面から、回転する切削部材で、
前記下端の幅よりも広い幅の裏面側の溝を前記第２の溝部分に達する深さで形成する工程
と、前記裏面側の溝の形成後に、前記表面と前記保持部材とを剥離する工程と、を備える
基板のダイシング方法。
　請求項７は、表面から裏面に向けて幅が広くなる部分を有さない第１の溝部分と、前記
第１の溝部分の下端から、当該下端の幅から徐々に幅が広がる形状を有する第２の溝部分
とを有する基板を準備する工程と、前記第１及び第２の溝部分が形成された前記表面に粘
着層を有する保持部材を貼り付ける工程と、前記基板の裏面から、回転する切削部材で、
前記下端の幅よりも広い幅の裏面側の溝を前記基板の厚みの一部分を残して形成する工程
と、前記裏面側の溝を形成した後、前記基板に応力を加えて、前記残った一部分を分割す
る基板のダイシング方法。
【発明の効果】
【０００６】
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　請求項１によれば、表面側の溝が垂直な溝形状のみの場合と比較し、基板表面での溝幅
が同じであっても、裏面側の溝の形成に伴う表面側の溝周辺の破損が抑制できるとともに
、表面側の溝が基板の表面位置から直ぐに幅が徐々に広がる形状の場合と比較し、粘着層
の残存を抑制できる。
　請求項２によれば、裏面側の溝の形成に伴い粘着層が第２の溝部分に侵入する構成と比
較し、粘着層の残存を抑制できる。
　請求項３によれば、粘着層が残存しやすい場合において、粘着層の残存を抑制できる。
　請求項６、７によれば、表面側の溝が垂直な溝形状のみの場合と比較し、基板表面での
溝幅が同じであっても、裏面側の溝の形成に伴う表面側の溝周辺の破損が抑制できるとと
もに、表面側の溝が基板の表面位置から直ぐに幅が徐々に広がる形状の場合と比較し、粘
着層の残存を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　請求項１は、基板の表面から裏面に向けて幅が広くなる部分を有さない第１の溝部分を
形成する工程と、前記第１の溝部分の下端から、当該下端の幅から徐々に幅が広がる形状
を有する第２の溝部分を形成する工程と、前記第１及び第２の溝部分が形成された前記表
面に粘着層を有する保持部材を貼り付ける工程と、前記基板の裏面側から回転する切削部
材で、前記下端の幅よりも広い幅の裏面側の溝を前記第２の溝部分に沿って形成する工程
と、前記裏面側の溝の形成後に、前記表面と前記保持部材とを剥離する工程と、を備える
半導体片（但し、第１の溝部分の側壁をへき開して製造する端面発光レーザを除く）の製
造方法。
　請求項２は、前記第１の溝部分は、前記裏面側の溝を形成した後において、前記粘着層
が前記第２の溝部分に進入していない深さを有する請求項１に記載の半導体片の製造方法
。
　請求項３は、前記基板は、表面側にメサ形状の素子による凸部と凹部とを有し、前記表
面側の溝の少なくとも一部は前記凹部に設けられ、前記粘着層は、前記凹部に設けられた
前記表面側の溝の入口部分に追従する厚みを有するとともに、当該入口部分に追従して貼
り付けられ、前記第１の溝部分は、前記入口部分に追従して貼り付けられた前記粘着層が
前記第２の溝部分に進入しない深さを有する請求項１または２に記載の半導体片の製造方
法。
　請求項４は、請求項１ないし３のいずれか１つに記載の製造方法によって製造された少
なくとも１つの半導体片を実装する回路基板。
　請求項５は、請求項４に記載の回路基板を実装する電子装置。
　請求項６は、表面から裏面に向けて幅が広くなる部分を有さない第１の溝部分と、前記
第１の溝部分の下端から、当該下端の幅から徐々に幅が広がる形状を有する第２の溝部分
とを有する基板を準備する工程と、前記第１及び第２の溝部分が形成された前記表面に粘
着層を有する保持部材を貼り付ける工程と、前記基板の裏面から、回転する切削部材で、
前記下端の幅よりも広い幅の裏面側の溝を前記第２の溝部分に達する深さで形成する工程
と、前記裏面側の溝の形成後に、前記表面と前記保持部材とを剥離する工程と、を備える
基板（但し、第１の溝部分の側壁をへき開して製造する端面発光レーザを除く）のダイシ
ング方法。
　請求項７は、表面から裏面に向けて幅が広くなる部分を有さない第１の溝部分と、前記
第１の溝部分の下端から、当該下端の幅から徐々に幅が広がる形状を有する第２の溝部分
とを有する基板を準備する工程と、前記第１及び第２の溝部分が形成された前記表面に粘
着層を有する保持部材を貼り付ける工程と、前記基板の裏面から、回転する切削部材で、
前記下端の幅よりも広い幅の裏面側の溝を前記基板の厚みの一部分を残して形成する工程
と、前記裏面側の溝を形成した後、前記基板に応力を加えて、前記残った一部分を分割す
る基板（但し、第１の溝部分の側壁をへき開して製造する端面発光レーザを除く）のダイ
シング方法。
【発明を実施するための形態】
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【０００８】
　本発明の半導体片の製造方法は、例えば、複数の半導体素子が形成された半導体ウエハ
などの基板状の部材を分割（個片化）して、個々の半導体片（半導体チップ）を製造する
方法に適用される。基板上に形成される半導体素子は、特に制限されるものではなく、発
光素子、能動素子、受動素子等を含むことができる。好ましい態様では、本発明の製造方
法は、発光素子を含む半導体片を基板から取り出す方法に適用され、発光素子は、例えば
、面発光型半導体レーザー、発光ダイオード、発光サイリスタであることができる。１つ
の半導体片は、単一の発光素子を含むものであってもよいし、複数の発光素子をアレイ状
に配置されたものであってもよく、さらに１つの半導体片は、そのような１つまたは複数
の発光素子を駆動する駆動回路を包含することもできる。また、基板は、例えば、シリコ
ン、ＳｉＣ、化合物半導体、サファイア等で構成される基板であることができるが、これ
らに限定されず、少なくとも半導体を含む基板（以下、総称して半導体基板という）であ
れば他の材料の基板であってもよい。なお、好ましい態様では、面発光型半導体レーザー
や発光ダイオード等の発光素子が形成される、ＧａＡｓ等のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基
板である。
【０００９】
　以下の説明では、複数の発光素子が半導体基板上に形成され、当該半導体基板から個々
の半導体片（半導体チップ）を取り出す方法について図面を参照して説明する。なお、図
面のスケールや形状は、発明の特徴を分かり易くするために強調しており、必ずしも実際
のデバイスのスケールや形状と同一ではないことに留意すべきである。
【実施例】
【００１０】
　図１は、本発明の実施例に係る半導体片の製造工程の一例を示すフローである。同図に
示すように、本実施例の半導体片の製造方法は、発光素子を形成する工程（Ｓ１００）、
レジストパターンを形成する工程（Ｓ１０２）、半導体基板の表面に微細溝を形成する工
程（Ｓ１０４）、レジストパターンを剥離する工程（Ｓ１０６）、半導体基板の表面にダ
イシング用テープを貼付ける工程（Ｓ１０８）、半導体基板の裏面からハーフダイシング
をする工程（Ｓ１１０）、ダイシング用テープに紫外線（ＵＶ）を照射し、半導体基板の
裏面にエキスパンド用テープを貼付ける工程（Ｓ１１２）、ダイシング用テープを剥離し
、エキスパンド用テープに紫外線を照射する工程（Ｓ１１４）、半導体片（半導体チップ
）をピッキングし、回路基板等にダイマウントする工程（Ｓ１１６）を含む。図２（Ａ）
ないし（Ｄ）、および図３（Ｅ）ないし（Ｉ）に示す半導体基板の断面図は、それぞれス
テップＳ１００ないしＳ１１６の各工程に対応している。
【００１１】
　発光素子を形成する工程（Ｓ１００）では、図２（Ａ）に示すように、ＧａＡｓ等の半
導体基板Ｗの表面に、複数の発光素子１００が形成される。発光素子１００は、例えば、
面発光型半導体レーザー、発光ダイオード、発光サイリスタ、等である。なお、図面には
、発光素子１００として１つの領域を示しているが、１つの発光素子１００は、個片化さ
れた１つの半導体片に含まれる素子を例示しており、１つの発光素子１００の領域には、
１つの発光素子のみならず、複数の発光素子やその他の回路素子が含まれ得ることに留意
すべきである。
【００１２】
　図４は、発光素子の形成工程が完了したときの半導体基板Ｗの一例を示す平面図である
。図面には、便宜上、中央部分の発光素子１００のみが例示されている。半導体基板Ｗの
表面には、複数の発光素子１００が行列方向にアレイ状に形成されている。１つの発光素
子１００の平面的な領域は、概ね矩形状であり、各発光素子１００は、一定間隔Ｓを有す
るスクライブライン等で規定される切断領域１２０によって格子状に離間されている。
【００１３】
　発光素子の形成が完了すると、次に、半導体基板Ｗの表面にレジストパターンが形成さ
れる（Ｓ１０２）。図２（Ｂ）に示すように、レジストパターン１３０は、半導体基板Ｗ
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の表面のスクライブライン等で規定される切断領域１２０が露出されるように加工される
。レジストパターン１３０の加工は、フォトリソ工程によって行われる。
【００１４】
　次に、半導体基板Ｗの表面に微細な溝が形成される（Ｓ１０４）。図２（Ｃ）に示すよ
うに、レジストパターン１３０をマスクに用い、半導体基板Ｗの表面に一定の深さの微細
な溝（以下、便宜上、微細溝または表面側の溝という）１４０が形成される。このような
溝は、例えば、異方性エッチングにより形成でき、好ましくは、異方性ドライエッチング
である異方性プラズマエッチング（リアクティブイオンエッチング）により形成される。
厚みの薄いダイシングブレードや等方性エッチング等で形成してもよいが、異方性ドライ
エッチングを用いることで、等方性エッチングで表面側の溝を形成するよりも、幅が狭く
ても深い溝を形成することができ、かつダイシングブレードを使用したときよりも微細溝
周辺の発光素子１００に振動や応力等が影響するのを抑制することができるため、好まし
い。微細溝１４０の幅Ｓａは、レジストパターン１３０に形成された開口の幅とほぼ等し
く、微細溝１４０の幅Ｓａは、例えば、数μｍから十数μｍである。また、その深さは、
例えば、約１０μｍから１００μｍ程度であり、少なくとも発光素子等の機能素子が形成
される深さよりも深く形成される。微細溝１４０を一般的なダイシングブレードによって
形成した場合には、切断領域１２０の間隔Ｓが、ダイシングブレード自体の溝幅及びチッ
ピング量を考慮したマージン幅の合計として４０ないし６０μｍ程度と大きくなる。一方
、微細溝１４０を半導体プロセスで形成した場合には、溝幅自体が狭いだけでなく切断の
ためのマージン幅もダイシングブレードを使用した場合のマージン幅より狭くすることが
可能となり、言い換えれば、切断領域１２０の間隔Ｓを小さくすることができ、このため
、発光素子をウエハ上に高密度に配置して半導体片の取得数を増加させることができる。
なお、本実施例における「表面側」とは発光素子等の機能素子が形成される面側をいい、
「裏面側」とは「表面側」とは反対の面側をいう。
【００１５】
　次に、レジストパターンを剥離する（Ｓ１０６）。図２（Ｄ）に示すように、レジスト
パターン１３０を半導体基板の表面から剥離すると、表面には切断領域１２０に沿って形
成された微細溝１４０が露出される。なお、微細溝１４０の形状の詳細については後述す
る。
【００１６】
　次に、紫外線硬化型のダイシング用テープを貼り付ける（Ｓ１０８）。図３（Ｅ）に示
すように、発光素子側に粘着層を有するダイシング用テープ１６０が貼り付けられる。次
に、基板裏面側からダイシングブレードにより微細溝１４０に沿ってハーフダイシングが
行われる（Ｓ１１０）。ダイシングブレードの位置決めは、基板裏面側に赤外線カメラを
配置し、基板を透過して間接的に微細溝１４０を検知する方法や、基板表面側にカメラを
配置し、直接、微細溝１４０の位置を検知する方法や、その他の公知の方法が利用できる
。このような位置決めによって、図３（Ｆ）に示すように、ダイシングブレードによりハ
ーフダイシングが行われ、半導体基板の裏面側に溝１７０が形成される。溝１７０は、半
導体基板の表面に形成された微細溝１４０に到達する深さを有する。ここで、微細溝１４
０はダイシングブレードによる裏面側に溝１７０よりも狭い幅で形成されているが、これ
は、微細溝１４０を裏面側の溝１７０よりも狭い幅で形成すれば、ダイシングブレードの
みで半導体基板を切断する場合と比較し、一枚のウエハから取得できる半導体片の数が増
やせるためである。なお、図２（Ｃ）に示す数μｍから十数μｍ程度の微細溝を半導体基
板の表面から裏面に至るまで形成できれば、そもそもダイシングブレードを用いて裏面側
の溝を形成する必要なないが、そのような深さの微細溝を形成することは容易でない。よ
って、図３（Ｆ）に示すように、ダイシングブレードによる裏面からのハーフダイシング
を組み合わせている。
【００１７】
　次に、ダイシング用テープへ紫外線（ＵＶ）を照射し、またエキスパンド用テープを貼
り付ける（Ｓ１１２）。図３（Ｇ）に示すようにダイシング用テープ１６０に紫外線１８
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０が照射され、その粘着層が硬化される。その後、半導体基板の裏面にエキスパンド用テ
ープ１９０が貼り付けられる。
【００１８】
　次に、ダイシング用テープを剥離し、エキスパンド用テープに紫外線を照射する（Ｓ１
１４）。図３（Ｈ）に示すように、ダイシング用テープ１６０が半導体基板の表面から剥
離される。また、基板裏面のエキスパンド用テープ１９０に紫外線２００が照射され、そ
の粘着層が硬化される。エキスパンド用テープ１９０は、基材に伸縮性を有し、ダイシン
グ後に個片化した半導体片のピックアップが容易になるようにテープを伸ばし、発光素子
の間隔を拡張する。
【００１９】
　次に、個片化された半導体片のピッキングおよびダイマウントを行う（Ｓ１１６）。図
３（Ｉ）に示すように、エキスパンド用テープ１９０からピッキングされた半導体片２１
０が、接着剤やはんだ等の導電性ペーストなどの固定部材２２０を介して回路基板２３０
上に実装される。
【００２０】
　次に、ダイシングブレードによるハーフダイシングの詳細について説明する。図５（Ａ
）は、図３（Ｆ）に示すダイシングブレードによるハーフダイシングをしたときの断面図
、図５（Ｂ）は、図５（Ａ）に示される段差部の拡大図、図５（Ｃ）は、段差部の破損を
示している。
【００２１】
　半導体基板Ｗの表面には、上記したように、複数の発光素子１００が形成され、各発光
素子１００は、間隔Ｓのスクライブライン等で規定される切断領域１２０によって離間さ
れている。切断領域１２０には、異方性ドライエッチングにより幅Ｓａの微細溝１４０が
形成されている。他方、ダイシングブレード３００は、図５（Ｂ）に示すように、軸Ｑを
中心に回転する円盤状の切削部材であり、その先端部は矩形状であり、カーフ幅Ｓｂの溝
１７０に対応した厚みを有している。ダイシングブレード３００は、半導体基板Ｗの外側
で、半導体基板Ｗの裏面と平行な方向の位置合わせがされる。更に、半導体基板Ｗの裏面
と垂直な方向Ｙに所定量だけ移動されることで、段差部４００が所望の厚みＴを有するよ
うに半導体基板Ｗに対する厚み方向の位置合わせがなされる。そして、位置合わせがなさ
れた後、ダイシングブレード３００を回転させた状態で、ダイシングブレード３００また
は半導体基板Ｗの少なくとも一方を、半導体基板Ｗの裏面と水平な方向に移動させること
で、半導体基板Ｗに溝１７０を形成する。カーフ幅Ｓｂは、微細溝１４０の幅Ｓａよりも
大きいため、溝１７０が微細溝１４０に到達したとき、切断領域１２０には、幅Ｓｂと幅
Ｓａの差によって、厚さＴの片持ち梁状の庇形状の段差部４００が形成される。もし、ダ
イシングブレード３００の中心と微細溝１４０の中心が完全に一致しているならば、段差
部４００の横方向に延在する長さは、（Ｓｂ－Ｓａ）／２である。
【００２２】
　ダイシングブレード３００による切断が行われるとき、ダイシングブレード３００の先
端部の平坦な面が基板ＷをＹ方向に押圧することで、段差部４００の底面には力Ｆが印加
され、これにより段差部４００のコーナー部Ｃに応力が集中する。コーナー部Ｃへの応力
がウエハの破壊応力を超えたとき、図５（Ｃ）に示すように段差部４００の破損（欠け、
亀裂あるいはピッキング等）が生じる。特に、ＧａＡｓ等の化合物半導体基板は、シリコ
ン基板よりも強度が弱いため、段差部４００に破損が生じ易い。もし、段差部４００に破
損が生じるならば、段差部４００の切断のためのマージンＭを確保しなければならず、こ
れは、切断領域１２０の間隔ＳをマージンＭと等しいかそれよりも大きくしなければなら
ないことを意味し、半導体片の取得数が低下する。また、ダイシングブレード３００の先
端部が平坦ではない場合であっても、応力がウエハの破壊応力を超えると、応力がかかる
段差部４００を含む微細溝の周辺で破損が発生しうる。従って、段差部４００を含む微細
溝の周辺の破損を抑制することが好ましい。
【００２３】
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　段差部４００の破損を生じさせる応力に影響が高い因子には、主に次の３つが考えられ
る。第１に、ダイシングブレードの先端部の形状、第２に、段差部４００の厚さＴ、第３
に、段差部４００における段差の大きさ、すなわち、ある所定の厚みのダイシングブレー
ド３００を使用する場合は、微細溝１４０と溝１７０との位置ずれ量である。ダイシング
ブレードの先端部の形状により段差部４００への応力を低下させるには、どのような形状
が最適なのかを評価しなければならない。また、段差部４００の厚さＴを大きくすること
ができれば、段差部４００のコーナー部Ｃの破壊強度を増加させることも可能であるが、
微細溝１４０を異方性ドライエッチングにより形成する場合には、微細溝１４０の深さに
制限があり、段差部４００の厚さＴを一定以上大きくすることは難しい。さらに、微細溝
１４０の中心と溝１７０の中心間の位置ずれは、ダイシングブレードの位置決め精度等に
起因するものであり、量産する上で位置ずれには一定のバラツキが生じてしまう。そこで
、本実施例では、半導体基板Ｗの表面に形成される微細溝１４０の形状を変更することで
、段差部４００への応力を緩和させ、段差部４００の破損（微細溝１４０の破損）を抑制
する。なお、本実施例は、ダイシングブレードの先端部の形状を最適化する方法や段差部
４００の厚さＴを大きくする方法と組み合わせて使用することが可能である。また、本実
施例における破損の抑制とは、欠け、亀裂あるいはピッキング等を目視で確認できる程度
に抑制するものに限らず、破損の程度を多少でも抑制するものや、破損の発生の可能性を
多少でも低減できるものを含み、その抑制の程度は問わない。
【００２４】
　本実施例による微細溝は、その底部の幅が基板表面と平行な方向に拡張されるように加
工されるものであり、その典型的な微細溝の構成例を図６（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ
）に示す。図６（Ａ）に示す微細溝５００は、深さＤ１のほぼ均一な幅Ｓａ１を形成する
直線状の側面を含む第１の溝部分５１０と、第１の溝部分５１０の下方に連結され、深さ
Ｄ２の球面状の側面及び底面を有する第２の溝部分５２０とを有する。第２の溝部分５２
０の幅Ｓａ２は、基板表面と平行な方向の対向する側壁間の内径であり、Ｓａ２＞Ｓａ１
の関係にある。図の例では、第２の溝部分５２０の中心近傍において、幅Ｓａ２が最大と
なる。
【００２５】
　図６（Ｂ）に示す微細溝５００Ａは、深さＤ１のほぼ均一な幅Ｓａ１を形成する直線状
の側面を含む第１の溝部分５１０と、第１の溝部分５１０の下方に連結され、深さＤ２の
ほぼ直線状の側面を有する矩形状の第２の溝部分５３０とを有する。第２の溝部分５３０
は、図６（Ａ）に示す第２の溝部分５２０の球面状の側面及び底面を直線状に変化させた
ものであり、第２の溝部分５３０の幅Ｓａ２は、基板表面と平行な方向の対向する側壁間
の距離であり、この距離は、ほぼ一定である（Ｓａ２＞Ｓａ１）。なお、ここに示す第２
の溝部分の形状は例示であって、第２の溝部分の形状は、第１の溝部分の幅Ｓａ１よりも
大きな幅をもつ形状であれば良く、例えば、図６（Ａ）に示す第２の溝部分５２０と、図
６（Ｂ）に示す第２の溝部分５３０の中間の形状、すなわち第２の溝部分が楕円状であっ
てもよい。更に言い換えれば、第２の溝部分は、第１の溝部分との境界部の溝の幅（Ｄ１
の深さでの溝の幅）よりも広い幅の空間を有する形状であればよい。
【００２６】
　図６（Ｃ）に示す微細溝５００Ｂは、深さＤ１のほぼ均一な幅Ｓａ１を形成する側面を
有する第１の溝部分５１０と、第１の溝部分５１０の下方に連結され、深さＤ２の逆テー
パ状の第２の溝部分５４０とを有する。第２の溝部分５４０の側面は、底部に向けて幅が
徐々に大きくなるように傾斜されている。第２の溝部分５４０の幅Ｓａ２は、基板表面と
水平な方向の対向する側面間の距離であり、当該距離は、第２の溝部分５４０の最下部近
傍（下端近傍）で最大となる。
【００２７】
　図６（Ｄ）に示す微細溝５００Ｃは、基板表面の開口幅Ｓａ１から最下部近傍の幅Ｓａ
２まで、徐々に幅が大きくなる形状を有している。つまり、深さＤ２を有する逆テーパ状
の溝から構成される。微細溝５００Ｃは、図６（Ｃ）に示す第１の溝部分５１０の深さＤ
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１を限りなく小さくしたものである。なお、図６（Ｄ）の形状は、図６（Ａ）ないし図６
（Ｃ）の形状のように、第１の溝部分と第２の溝部分の境界で側面の角度が変わる形状で
はないが、溝全体の上部と下部を比較すると、下部の方が溝幅が広くなっている形状であ
り、第１の溝部分（上部）と第１の溝部分よりも広い幅の第２の溝部分（下部）を有して
いる。
【００２８】
　ここで、段差部の破損を抑制する観点からは、図６（Ａ）における第２の溝部分５２０
のように、第１の溝部分の下端から溝幅方向及び裏面方向に広がる球面状の側面を有して
いる形状の方が、直線形状の側面及び底面で構成される図６（Ｂ）の形状よりも好ましい
。これは、裏面側の溝が形成される場合の切削部材からの圧力や振動等が角部に集中する
ことなく分散され易いためである。また、ダイシング用テープを剥離した際に発生するダ
イシング用テープの粘着層の残存を抑制するためには、第１の溝部分の形状は、図６（Ｄ
）のような基板表面から裏面に向けて幅が徐々に広くなる形状（逆テーパ形状）よりも、
図６（Ａ）ないし図６（Ｃ）に示すような垂直形状の溝の方が好ましい。これは、逆テー
パ形状は、溝内に入り込んだ粘着層に紫外線があたりにくい形状であるため、粘着層が硬
化しずらく、また、硬化したとしても、剥離の際に、溝内に入り込んだ粘着層の根元部分
に垂直形状の場合も応力がかかり易く、ちぎれやすいためである。
【００２９】
　更に、粘着層の残存を抑制する観点からは、第１の溝部分の側面の形状は、図６（Ａ）
ないし図６（Ｃ）の垂直形状よりも、基板表面から裏面に向けて幅が徐々に狭くなる形状
（順テーパ形状）であることがより好ましい。すなわち、第１の溝部分の形状は、基板の
表面から裏面に向けて幅が広くなる部分（逆テーパ形状）を有さない形状とすることが好
ましい。そして、基板表面から裏面に向けて幅が徐々に狭くなる形状（順テーパ形状）で
ある場合、段差部の破損の抑制の観点からは、第２の溝部分の幅は、第１の溝部分の最上
部（上端）の幅ではなく最下部（下端）よりも大きい幅である必要がある。なお、粘着層
の残存に関する詳細については後述する。
【００３０】
　図６（Ａ）ないし（Ｄ）に示す微細溝５００、５００Ａ、５００Ｂ、５００Ｃは、好ま
しくは基板と直交する中心線に関して線対称に構成される。また、図６（Ａ）～（Ｄ）は
、微細溝の特徴を分かり易く説明するために直線または曲面により描かれたものであり、
実際に形成される微細溝の側面には、段差または凹凸が含まれてもよく、コーナーは必ず
しも厳密に直角にはならないことに留意すべきである。また、図６（Ａ）～（Ｄ）は、あ
くまで微細溝の一例をしての形状を示したものであり、第１の溝部分と連通する下方に、
第１の幅よりも大きい幅を有する第２の溝部分が形成される形状であれば他の形状であっ
てもよい。例えば、図６（Ａ）～（Ｄ）に示すそれぞれの形状を組み合わせた形状や、組
み合わせた後に更に変形させた形状であってもよい。
【００３１】
　次に、本実施例の微細溝が形成された半導体基板をダイシングブレードにより切断する
ときの動作を説明する。図７（Ａ）、（Ｂ）は、図６（Ａ）に示す微細溝が形成された半
導体基板の切断例であり、図７（Ａ）は、ダイシングブレード３００の中心と第２の溝部
分５２０の中心が一致し、両者の位置ずれがないとき、図７（Ｂ）は、両者の位置ずれが
生じているときの切断例である。また、ダイシングブレードによるカーフ幅Ｓｂは、微細
溝の第２の溝部分５２０の幅Ｓａ２の最大値よりも大きい関係にある（Ｓａ２＜Ｓｂ）。
【００３２】
　図７（Ａ）に示すように、ダイシングブレード３００により、基板裏面に溝１７０が形
成されたとき、溝１７０は、第２の溝部分５２０に繋がる。ここで、ダイシングブレード
３００は、第２の溝部分５２０が形成される深さ範囲Ｄ２内を先端部が通過するよう基板
に垂直な方向（基板の厚み方向）に対する位置決めがされ、その状態で、基板に水平な方
向に切削動作が進められる。例えば、ダイシングブレード３００は、第２の溝部分５２０
の幅Ｓａ２が最大となる位置近傍、すなわち第２の溝部分５２０の深さＤ２／２となる位
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置近傍を先端部が通過する。言い換えると、ダイシングブレード３００は、その先端部が
第２の溝部分５２０の幅Ｓａ２が最大となる位置に一致するよう、基板に垂直な方向（基
板の厚み方向）に対する位置決めがされ、その状態で、基板に水平な方向に切削動作が進
められる。
【００３３】
　溝１７０の幅（カーフ幅Ｓｂ）はダイシングブレード３００の厚みにほぼ等しく、ダイ
シングブレード３００に位置ずれがない場合、溝１７０と第２の溝部分５２０の境界に、
溝１７０の内側に延在する段差６００が形成される。段差６００の幅は、第２の溝部分５
２０が存在しない第１の溝部分のみの形状の場合と比較して小さくなるため、ダイシング
ブレード３００の先端部と段差６００との接触面積が小さくなり、段差６００がダイシン
グブレードから受ける力Ｆが減少する。この結果、段差６００を介して段差部４００へ印
加される応力が減少され、同じ深さの裏面側の溝１７０を形成する場合において、段差部
４００の破損が抑制される。他方、図７（Ｂ）に示すように、ダイシングブレード３００
の位置ずれが生じたとき、第２の溝部分５２０の一方の側に比較的大きな幅の段差６１０
が形成され得るが、この場合にも、第２の溝部分５２０が形成されないときと比較して、
段差６１０の幅を小さくすることができるので、段差部４００の破損を抑制することがで
きる。
【００３４】
　図７（Ｃ）、（Ｄ）は、第２の溝部分５２０の幅Ｓａ２がカーフ幅Ｓｂよりも大きいと
きの切断例である。ダイシングブレード３００の典型的なカーフ幅Ｓｂは、２０～６０μ
ｍ程度であり、第２の溝部分５３０の少なくとも一部は、カーフ幅Ｓｂよりも大きい幅Ｓ
ａ２を包含している。図７（Ｃ）は、第２の溝部分５２０とダイシングブレード間に位置
ずれが生じていない理想的な切断を示しており、この場合、溝１７０の内側に延在する段
差は形成されず、溝１７０の外側に延在する段差６２０が形成される。このため、ダイシ
ングブレード３００の先端部は段差６２０と非接触となり、ダイシングブレード３００か
らの力は段差６２０へ伝達されず、段差部４００の破損が抑制される。
【００３５】
　図７（Ｄ）に示すように、製造装置の精度に起因してダイシングブレード３００に位置
ずれが生じた場合であっても、位置ずれ量が、（Ｓａ２－Ｓｂ）／２の値以下であれば、
溝１７０の外側に延在する段差６３０が形成されるため、ダイシングブレード３００から
段差６３０を介して段差部４００へ応力が印加されない。仮に、位置ずれ量が（Ｓａ２－
Ｓｂ）／２よりも大きい場合であっても、第２の溝部分５２０が形成されない場合と比較
すれば段差の幅が減少されるので、段差部４００への応力が軽減されることになる。上記
の切断例は、図６（Ａ）に示す微細溝５００を対象としたが、図６（Ｂ）ないし（Ｄ）に
示すような微細溝でも同様の効果を得ることができる。
【００３６】
　次に、裏面側の溝の深さに関して説明する。図７においては、裏面側の溝１７０は、第
２の溝部分５２０に達するが第１の溝部分５１０に達しない深さで形成している。これは
、裏面側の溝１７０を第１の溝部分５１０に達するまで切削してしまうと、第２の溝部分
５２０を形成しない場合に対して、ダイシングブレード３００と段差６００との接触面積
が同じになり、段差部４００の破損を抑制する効果が発揮されないためである。よって、
裏面側の溝１７０の深さを、第２の溝部分５２０に達するが第１の溝部分５１０に達しな
い深さで形成することが好ましい。言い換えれば、ダイシングブレード３００は、第２の
溝部分５２０に達するが第１の溝部分５１０の最下部（下端）は超えない裏面側の溝１７
０を形成するように位置決めされることが好ましい。
【００３７】
　また、第２の溝部分が一定の幅ではない場合、例えば、図６（Ａ）の形状のように、第
１の溝部分５１０の最下部から幅が広がる部分と、その下方に幅が狭まる部分を有する形
状の場合においては、幅が広がる部分と狭まる部分の間において幅Ｓａ２が最大となり、
この位置で段差６００の水平方向の幅が最小となる。このような形状の場合、ダイシング
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ブレード３００が第２の溝部分に丁度達する深さから幅Ｓａ２が最大になる深さに至るま
では、段差部４００の厚みが徐々に薄くなるため段差部４００の強度は弱くなるが、段差
６００の幅は減少するため、受ける応力は低下する。一方、幅Ｓａ２が最大になる深さか
ら第１の溝部分５１０の最下部に至るまでは、段差部４００の厚みが徐々に薄くなるため
段差部４００の強度は弱くなるとともに、段差６００の幅が増加するため受ける応力が増
加する。すなわち、ダイシングブレード３００によって形成される裏面側の溝１７０の深
さが、幅Ｓａ２が最大になる深さを超えると、段差部４００が破損しやすくなる。よって
、裏面側の溝１７０の深さは、第２の溝部分５２０に達するが第２の溝の幅が最大となる
深さは超えない深さで形成することが好ましい。このような溝を形成するには、ダイシン
グブレード３００は、裏面側の溝１７０が第２の溝部分５２０に達するが第２の溝の幅が
最大となる深さは超えない位置に位置決めがされ、その状態で、基板に水平な方向に切削
動作が進められる。
【００３８】
　更に、裏面側の溝の深さに関して説明する。ダイシングブレードによって形成される裏
面側の溝の深さは、使用するダイシング装置（切削装置）における基板の厚み方向の精度
やダイシングブレードの摩耗に起因して、基板の厚み方向にばらつくことになる。このよ
うな場合であっても、裏面側の溝の深さが、第２の溝部分に達するが第１の溝部分には達
しないように形成されることが好ましい。言い換えれば、第２の溝部分の上端から下端ま
での高さは、使用する切削装置の基板の厚み方向の精度に起因して裏面側の溝の深さがば
らつく範囲を包含する高さであることが好ましい。また、裏面側の溝の深さがばらついた
場合であっても、裏面側の溝は第２の溝部分に達するが第２の溝の幅が最大となる深さは
超えないように形成されることが好ましい。これらの関係を確実に実現するためには、少
なくとも裏面側の溝の深さがばらつく範囲を把握し、把握した範囲を考慮して裏面側の溝
を形成すればよい。以上により、使用する製造装置の精度やダイシングブレードの摩耗を
考慮しない場合と比較し、段差部の破損を抑制できる。
【００３９】
　また、第２の溝部分の上端から下端までの高さは、ダイシングブレードが１枚の基板を
切削し始めてからその１枚の基板の切削を全て完了するまでに、ダイシングブレードの摩
耗に起因して裏面側の溝の深さがばらつく範囲を包含する高さであることが好ましい。言
い換えれば、そのような関係となるようダイシングブレードが位置決めされていることが
好ましい。このような関係であれば、１枚の基板を切削中にダイシングブレードの摩耗に
起因して裏面側の溝の深さが第２の溝部分からはみ出すことがなく、はみ出さないように
するために基板の切削途中で基板の厚み方向の位置決めを変える必要がない。
【００４０】
　次に、本実施例の段差部に印加される応力シミュレーションについて説明する。図８（
Ａ）、（Ｂ）は、解析モデルの例示である。図８（Ａ）、（Ｂ）の解析モデルは、図６（
Ｂ）に示すような微細溝５００Ａ、すなわち、微細溝５００Ａには、矩形状の幅広の第２
の溝部分５３０が形成されている。微細溝の第１の溝部分５１０の幅Ｓａ１＝５μｍ、矩
形状の幅広の第２の溝部分５３０が１５μｍ、ダイシングブレードによる切断位置（基板
表面からの距離）＝４０μｍ、ダイシングブレードにより切断するときの基板Ｗの水平方
向の長さ＝５０μｍとした。また、比較例として、図５（Ｂ）に示すような底部が拡張さ
れていない微細溝（ストレート溝）を解析の対象とした。ダイシングブレードは、図８（
Ａ）に示すように、カーフ幅Ｓｂが一定のもの（ダイシングブレード１）と、図８（Ｂ）
に示すようにカーフ幅Ｓｂが先端に向けて狭くなるもの（ダイシングブレード２）の２種
類を用意した。通常、初期状態ではダイシングブレード１の形状であっても、長く使用す
ることで摩耗し、先端部がダイシングブレード２のような形状となる。解析条件として、
図８（Ｃ）、（Ｄ）に示すように、Ｘ方向拘束、Ｙ方向拘束、Ｚ方向拘束とし、ダイシン
グブレードにより形成される溝に荷重Ｐとして１０ｍＮを印加し、基板Ｗが受ける応力分
布を応力シミュレーションで算出した。また、ダイシングブレードの位置ずれ量（微細溝
の第１の溝部分５１０の中心に対するＸ軸方向への位置ずれ量）が、０、２．５μｍ、５
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μｍ、７．５μｍの条件で応力シミュレーションを行った。
【００４１】
　図９は、応力シミュレーションの解析結果を示すグラフである。従来のストレートの微
細溝（溝幅が一定で第２の溝部分を有さない溝）と本実施例の内部幅広の微細溝（第２の
溝部分を有する溝）とを比較すると、ダイシングブレード１及びダイシングブレード２の
いずれにおいても、本実施例の内部幅広の微細溝の方が段差部に生じる最大応力値が小さ
くなることがわかる。また、同じ内部幅広の微細溝であっても、カーフ幅がテーパ形状、
すなわち先端に向けて狭くなるダイシングブレード２の方が最大応力値が小さくなること
がわかる。
【００４２】
　位置ずれが７．５μｍと大きくなると、ダイシングブレード２でストレートの微細溝を
切断したときに最大応力値が急激に大きくなる。これは、先端が先細りしたダイシングブ
レード２の場合、ダイシングブレードの先端部（頂部）が図５（Ｂ）における溝の幅Ｓａ
の範囲外となったときに、ダイシングブレードの頂部に応力が集中することで、基板側が
受ける応力が急激に大きくなることを意味している。一方、本実施例の内部幅広の微細溝
であれば、位置ずれが７．５μｍと大きくなったとしても、先細りした先端が内部幅広の
微細溝に収まるため、最大応力値が急激に大きくなることがないことがわかる。これらの
応力シミュレーションの結果から、微細溝の中心とダイシングブレードの中心のずれが大
きくなると、応力集中により段差部に破損が発生し易くなるが、本実施例のように底部が
広い構成の微細溝であれば、位置ずれが大きくなっても応力集中が緩和され易く、段差部
の破損が抑制される。なお、内部幅広であっても、その範囲からダイシングブレードの頂
部が外れた場合は、外れた部分に応力が集中し、外れない場合と比較し破損しやすくなる
。また、ストレートの微細溝でも内部幅広の微細溝でも、先端が先細りしたダイシングブ
レードの頂部がその範囲から外れ、半導体片（基板）の強度を超える応力がかかった場合
は、その頂部が当接する位置周辺から、微細溝側または半導体片（基板）表面に向けて、
欠けが発生したり、ひびや亀裂等が生じることになる。
【００４３】
　ここで、実際の量産工程において、テーパ形状のダイシングブレードの先端部（頂部）
が図５（Ｂ）における溝１４０の幅Ｓａの範囲外となるか否かは、製造装置の精度及び溝
の幅Ｓａとの関係で決まり、また、製造装置の精度は、ダイシング装置の加工精度や表面
側の微細溝の位置を検知する検知手段（カメラ等）の精度等で決まる。よって、実際の量
産工程における製造条件として、ダイシングブレードの先端部（頂部）が図５（Ｂ）にお
ける溝１４０の幅Ｓａの範囲外になるような製造装置の精度と溝の幅Ｓａとの関係である
場合に、図６に示すような構造を採用して、頂部が溝幅の範囲内に収まるようにすること
が有効である。すなわち、図６に示すＳａ１の幅よりも、使用する製造装置の精度に起因
して切削部材の頂部の位置が溝幅方向にばらつく幅が大きい場合において、Ｓａ２が、使
用する製造装置の精度に起因して切削部材の頂部の位置が溝幅方向にばらつく幅を全て包
含する幅となっていることが好ましい。このようなＳａ２の幅とすることで、ダイシング
ブレードの先端部がテーパ形状であったとしても、半導体片の破損をより抑制される。な
お、ダイシングブレードの頂部は、ダイシングブレードの最も先端の部分であり、一点（
頂点）である場合もあるし、面（頂面）である場合もある。頂部が面である場合は、その
面の全てが溝内に含まれることが好ましい。また偏摩耗により先端が凹部形状となり頂部
が複数形成される場合は、その全てが溝内に含まれることが好ましい。また、通常、ダイ
シングブレードの頂部はダイシングブレードの厚み方向の中心に形成される場合が多いた
め、製造装置の精度に起因して切削部材の厚み方向の中心が溝幅方向にばらつく幅を全て
包含する幅となっていることが好ましい。このような関係となっていれば、仮にダイシン
グブレードの先端が摩耗してテーパ形状となったとしても段差部の破損が抑制される。
【００４４】
　次に、本実施例の微細溝の製造方法について説明する。図１０は、本実施例の微細溝を
製造するための第１の製造方法を示すフローである。図６（Ａ）ないし（Ｄ）に示される
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ような微細溝は、幅Ｓａ１を有する第１の溝部分を第１のエッチングにより形成する工程
（Ｓ１５０）、次に、第１の溝部分の下方に幅Ｓａ１よりも広い幅Ｓａ２を有する第２の
溝部分を第２のエッチングにより形成する工程（Ｓ１６０）を含む。ここで、第２のエッ
チングは第１のエッチングよりも側壁方向へのエッチング強度が強いエッチングを用いる
。一例として、第１のエッチングとして異方性エッチングを、第２のエッチングとして等
方性エッチングを使用する場合の例を説明する。
【００４５】
　図１１は、図６（Ａ）に示す微細溝５００の製造工程を説明する概略断面図である。Ｇ
ａＡｓ基板Ｗの表面に、フォトレジスト７００が形成される。フォトレジストは、例えば
、粘性１００ｃｐｉのｉ線レジストであり、約８μｍの厚さに塗布される。公知のフォト
リソ工程、例えばｉ線ステッパー、ＴＭＡＨ２．３８％の現像液を用いて、フォトレジス
ト７００に開口７１０が形成される。この開口７１０の幅は、第１の溝部分の幅Ｓａ１を
規定する。
【００４６】
　フォトレジスト７００をエッチングマスクに用い、異方性ドライエッチングにより基板
表面に第１の溝部分５１０を形成する。好ましい態様では、リアクティブイオンエッチン
グ（ＲＩＥ）装置として誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）が用いられる。エッチング条件は、
例えば、誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）のパワー５００Ｗ、バイアスパワー５０Ｗ、圧力３
Ｐａ、エッチングガスとして、Ｃｌ２＝１５０sccm、ＢＣｌ３＝５０sccm、Ｃ４Ｆ８＝２
０sccm、エッチング時間２０分である。公知のようにＣＦ系のガスを添加することで、エ
ッチングと同時に側壁に保護膜７２０が形成される。反応ガスのプラズマによりラジカル
、イオンが生成される。溝の側壁はラジカルのみでアタックされるが、保護膜７２０があ
るためエッチングされない。一方、底部は垂直入射したイオンにより保護膜が除去され、
除去された部分がラジカルによりエッチングされる。このため、異方性エッチングが達成
される。
【００４７】
　次に、エッチング条件を変更することで、等方性エッチングが行われる。一例として、
ここでは、側壁保護膜７２０を形成する役割のＣ４Ｆ８の供給を停止する。誘導結合プラ
ズマ（ＩＣＰ）のパワー５００Ｗ、バイアスパワー５０Ｗ、圧力３Ｐａ、エッチングガス
として、Ｃｌ２＝１５０sccm、ＢＣｌ３＝５０sccm、エッチング時間１０分である。Ｃ４

Ｆ８の供給が停止されたことで、側壁保護膜７２０が形成されなくなるため、第１の溝部
分５１０の底部において等方性エッチングが達成される。これにより、第１の溝部分５１
０の下方に第２の溝部分５２０が形成される。第２の溝部分５２０は、第１の溝部分５１
０の幅Ｓａ１からさらに横及び下方向に広がった球面状の側面及び底面を有する。なお、
上記のエッチング条件は一例であり、微細溝の幅、深さ、形状等に応じてエッチング条件
が適宜変更され得る。
【００４８】
　なお、図６（Ｃ）のような形状は、第２の溝部分を形成する際に、側壁方向へのエッチ
ング強度を図６（Ａ）の第２の溝部分を形成する場合よりも弱めればよい。側壁方向への
エッチング強度は、エッチング装置の出力やエッチングガスなどのエッチング条件を変え
ることで変更可能であり、具体的には、例えば、側壁保護用のガスであるＣ４Ｆ８の供給
を完全に停止せずに、第１の溝部分を形成する際の流量よりも減したり、エッチング用の
ガスであるＣｌ２などの流量を増やしたり、または、これらを組み合わせればよい。言い
換えると、第１の溝部分の形成時及び第２の溝部分の形成時の両方において、エッチング
ガスに含まれる側壁保護用のガス及びエッチング用のガスの両方を供給するものの、それ
ぞれの流量を変えることで形成すればよい。そして、このような流量の設定を、第１の溝
部分を形成する前に予め設定しておくことで、第１の溝部分及び第２の溝部分を一連の連
続したエッチング工程にて形成できる。なお、粘着層の残存を抑制するために、第１の溝
部分を、基板表面から裏面に向けて幅が徐々に狭くなる形状（順テーパ形状）に形成する
場合は、そのような形状になるように、Ｃ４Ｆ８やＣｌ２の流量やエッチング装置の出力
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を適正化したり、流量を切り替えるようにすればよい。また、図６（Ｄ）のような形状は
、図６（Ｃ）における第１の溝部分の形成を省略すれば形成可能である。また、このよう
なエッチングは一般的に異方性エッチングとして達成される。
【００４９】
　次に、本実施例の微細溝を製造するための第２の製造方法のフローを図１２に示し、こ
れに併せて、微細溝の第２の製造工程の概略断面図を図１３に示す。
【００５０】
　先ず、第１の製造方法のときと同様に、図１３（Ａ）に示すように基板表面にフォトレ
ジスト８００が形成され、図１３（Ａ）に示すように、微細溝をエッチングするための開
口８１０がフォトレジストに形成される。次に、レジスト８００をマスクに、基板表面に
１回目の等方性エッチングにより一定の深さの第１の溝８２０が形成される（Ｓ２００）
。１回目の等方性エッチングは、例えば、第１の製造方法のときの等方性エッチングと同
様のエッチング条件で行われる。
【００５１】
　次に、図１３（Ｂ）に示すように、第１の溝８２０の側壁および底部に第１の保護膜８
３０を堆積する（Ｓ２１０）。第１の保護膜８３０は、例えば、ＣＦ系のポリマーであり
、１回目の等方性エッチングのときからガスのみをＣ４Ｆ８に変更することで堆積される
。
【００５２】
　次に、２回目の等方性エッチングが行われる（Ｓ２２０）。２回目の等方性エッチング
も１回目の等方性エッチングと同様に、Ｃ４Ｆ８を含まないエッチングガスで行われる。
なお、２回目の等方性エッチングは、１回目の等方性エッチングよりも幅の広い溝が形成
できるエッチング条件で行う。例えば、１回目の等方性エッチングよりも長い時間行われ
る。２回目の等方性エッチングの初期に、図１３（Ｃ）に示すように、第１の保護膜８３
０の底部がイオンによりエッチングされて除去され、底部が露出される。そして、例えば
、１回目よりも２回目の時間を長くすることで、図１３（Ｄ）に示すように、第１の溝８
２０の下方に、横方向に広がり、かつ深い第２の溝８４０が形成される。
【００５３】
　２回目の等方性エッチングの終了後、図１３（Ｅ）に示すように、第１の溝８２０およ
び第２の溝８４０の側壁および底部に第２の保護膜８５０が堆積される（Ｓ２３０）。第
２の保護膜８５０の形成は、図１３（Ｂ）に示す１回目の保護膜形成と同条件である。こ
のような１回目、２回目等方性エッチングと第１および第２の保護膜堆積の工程により、
第１の溝部分と、第１の溝部分よりも広い幅を有する第２の溝部分を有する表面側の微細
溝が形成される。なお、このような１回目、２回目等方性エッチングと第１および第２の
保護膜堆積の工程をさらに連続的に複数回繰り返すことで、逆テーパ状の微細溝を形成す
ることができる。
【００５４】
　以上、本実施例の微細溝を製造するための製造方法について説明したが、第１の溝部分
と第１の溝部分よりも広い幅を有する第２の溝部分とを形成できるのであれば、他の方法
で形成してもよい。例えば、ドライエッチングとウエットエッチングの組合せで形成して
もよい。また、第１の溝部分は第１のエッチングのみで形成される必要はなく、第２の溝
部分は第２のエッチングのみで形成される必要はない。つまり、第１の溝部分に対しては
、第１のエッチングが主要なエッチングであれば、第１のエッチング以外のエッチングが
含まれても良く、第２の溝部分に対しては、第２のエッチングが主要なエッチングであれ
ば、第２のエッチング以外のエッチングが含まれてもよい。また、少なくとも第１の溝部
分と第２の溝部分が形成されればよいため、例えば、第１の溝部分と第２の溝部分との間
や第２の溝部分よりも基板の裏面側に近い位置に第３や第４の溝部分が存在してもよく、
また、それらは、第３のエッチングや第４のエッチングによって形成されてもよい。
【００５５】
　また、等方性エッチングと異方性エッチングの使い分けについては、例えば、以下のよ
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うにすればよい。すなわち、第１の溝部分は、等方性エッチングではなく異方性エッチン
グで形成すれば、より狭い溝を形成しやすく、より狭い溝を形成できれば１枚の基板から
取得できる半導体片の数が増える。また、第２の溝部分を等方性エッチングで形成すれば
、異方性エッチングで形成するよりも幅の広い溝が形成しやすく、より幅の広い溝を形成
できればダイシングブレードの溝幅方向のばらつきを許容しやすくなる。一方、第２の溝
部分を異方性エッチングで形成すれば、等方性エッチングで形成するよりも深い溝が形成
しやすく、より深い溝を形成できれば段差部の厚みを厚くでき、段差部４００の強度があ
がる。以上のように、どのようなエッチングを使用するかは、加工対象の基板の材料や使
用する装置の精度などの条件を加味して、より段差部４００が破損しにくい方法を選択す
ればよい。
【００５６】
　次に、ダイシング用テープを剥離する際の粘着層の残存について説明する。図１４の切
断ラインＡ２において、半導体基板Ｗの切削中、ダイシングブレード３００の回転やダイ
シングブレード３００と半導体基板Ｗの相対的な移動などにより、溝１７０の内壁を介し
て半導体基板Ｗに振動Ｂおよび切削圧力Ｐが印加される。切削圧力Ｐにより半導体基板Ｗ
がＹ方向に押圧されると、粘性のある粘着層１６４が流動して微細溝１４０内に入り込む
。また、振動Ｂが微細溝１４０の近傍に伝達されることで、粘着層１６４の流動を助長す
る。さらに、ダイシングブレード３００による切削では、切粉混じりの切削水流（ジェッ
ト水流）が溝１７０に供給され、この切削水流により微細溝１４０が拡張する方向に圧力
Ｐ１を受けるため、粘着層１６４の進入がさらに助長され得る。
【００５７】
　なお、ダイシングが終了した切断ラインＡ１では、隣の切断ラインＡ２の切削中に、微
細溝１４０が幅方向に狭まるような圧力を受けるため、微細溝１４０に入り込んだ粘着層
１６４がさらに内部に入り込みやすくなると考えられる。切断前の反対側の切断ラインＡ
３では、粘着層１６４が貼付されただけであるため、微細溝１４０内に粘着層１６４が入
り込む量は相対的に少ないと考えられる。
【００５８】
　ダイシングブレード３００によるハーフダイシングが終了すると、基板裏面にエキスパ
ンド用テープ１９０が貼り付けられ、次に、ダイシング用テープ１６０へ紫外線１８０が
照射される。紫外線が照射された粘着層１６４は硬化し、その粘着力が失われる（図３（
Ｈ）を参照）。次に、ダイシング用テープが基板表面から剥離される。図１５は、ダイシ
ング用テープを剥離するときの粘着層の残存を説明する断面図である。基板裏面に貼付さ
れたエキスパンド用テープ１９０、テープ基材１９２と、その上に積層された粘着層１９
４とを含み、切断された半導体片は粘着層１９４によって保持されている。
【００５９】
　ここで、微細溝１４０の形状が、図６（Ｄ）のように、基板の表面位置から直ぐに幅が
徐々に広がる逆テーパ形状の場合、このような逆テーパ形状を有さない第１の溝部分が存
在する図６（Ａ）ないし図６（Ｃ）の垂直形状と比較し、微細溝内に入り込んだ粘着層１
６４ａは、その一部が十分に紫外線によって照射されず、未硬化になりやすい。未硬化の
粘着層１６４は、粘着性を有しているため、粘着層１６４が基板表面から剥離されるとき
、未硬化の粘着層１６４ａが切れ、粘着層１６４ａが微細溝１４０内に残存したり、ある
いは基板表面に再付着して残存し得る。また、仮に硬化した状態であっても、粘着層１６
４ａは狭い微細溝に深く侵入しているため、剥離する際の応力によりちぎれて残存し得る
。もし、残存した粘着層１６４ｂが発光素子の表面に再付着されてしまうと、発光素子の
光量に低下をきたし、発光素子が不良品とされ、歩留まりが低下することになる。また、
発光素子以外の半導体チップであっても、粘着層１６４ｂが残存することでチップの外観
検査等で不良と判定されるなど、その他の悪影響が想定される。このため、ダイシング用
テープの剥離時に、粘着層１６４ａ、１６４ｂが基板表面に残存することは好ましいもの
ではない。すなわち、ダイシング用テープを剥離した際に発生するダイシング用テープの
粘着層の残存を抑制するためには、第１の溝部分の形状は、基板の表面位置から直ぐに幅
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が徐々に広がる逆テーパ形状よりも、図６（Ａ）ないし図６（Ｃ）に示すような垂直形状
の溝の方が好ましい。また、粘着層の残存を抑制する観点からは、第１の溝部分の形状は
、図６（Ａ）ないし図６（Ｃ）の垂直形状よりも、基板表面から裏面に向けて幅が徐々に
狭くなる形状（順テーパ形状）とすると更に好ましい。すなわち、粘着層の残存を抑制す
る観点からは、第１の溝部分の形状は、基板の表面から裏面に向けて幅が広くなる部分（
逆テーパ形状）を有さない形状とすることが好ましい。
【００６０】
　なお、複数の発光素子１００がメサ形状で形成されている場合、発光素子１００が凸部
を形成し、発光素子１００と他の発光素子１００との間が凹部となり、この凹部に微細溝
１４０が形成されることが多い。このような構成では、凸部だけでなく、凹部に形成され
た微細溝１４０の入り口部分にも粘着層１６４を追従させるように貼りつけることで、切
粉混じりの切削水流が基板表面側に侵入しないようにする構成が考えられる。ただし、微
細溝１４０の入り口部分に粘着層１６４を追従させるようにするためには、十分な厚みの
粘着層１６４を有するダイシング用テープが必要となるため、これにより粘着層１６４が
より微細溝１４０の深くに入り込みやすくなる。よって、このような粘着層１６４が微細
溝１４０の深くに入り込みやすい条件においては、第１の溝部分の形状は、基板の表面か
ら裏面に向けて幅が広くなる部分（逆テーパ形状）を有さない形状とすることが好ましい
。
【００６１】
　また、半導体基板の表面から垂直な微細溝を形成した場合において、粘着層１６４が微
細溝の溝幅の距離よりも深く侵入する場合、つまり、粘着層１６４のうち微細溝内の粘着
層１６４ａの形状が縦長になる場合は、縦長にならない場合と比較し、粘着層１６４を剥
離する際に、微細溝内の粘着層１６４ａの根元部分にかかる応力によりちぎれやすく、残
存しやすくなると考えられる。よって、微細溝内の粘着層１６４ａの形状が縦長になるよ
うな微細溝の幅や粘着層１６４の厚み等の製造条件においては、第１の溝部分の形状は、
基板の表面から裏面に向けて幅が広くなる部分（逆テーパ形状）を有さない形状とするこ
とが好ましい。
【００６２】
　また、図６（Ａ）ないし（Ｃ）における第１の溝の深さＤ１は、ダイシングブレードで
裏面側の溝が形成された後において、粘着層１６４が深さＤ１よりも深い溝部分に侵入し
ていない状態を保てる深さであることが好ましい。これは、第１の溝部分と第２の溝部分
の境界で溝の側面の角度が変化しているため、深さＤ１よりも深い溝部分に粘着層１６４
が侵入している場合、硬化しにくく、また、剥離の際に応力がかかりちぎれやすいためで
ある。以上、粘着層の残存を抑制する好ましい形態について説明したが、これらの形態に
よって、粘着層の残存を完全に抑制できることが好ましいが、抑制の程度は問わず、少な
くとも粘着層の残存の抑制に寄与する形態であれば、粘着層の残存が抑制される。
【００６３】
　図１６は、本発明の実施例に係る半導体片の製造方法の他の例を示すフローである。図
１６は、図１の一連の製造方法を量産工程で実施する前の事前準備（設計方法）を含めた
全体の製造工程を示すフローである。まず、試作工程において図１に示したフローに従っ
て半導体基板を個片化処理する（Ｓ３００）。このとき、半導体基板を完全に個片化する
必要はなく、最低限、半導体片の破損の度合い（段差部等の表面側の微細溝周辺の破損の
度合い）を確認できる工程まで進めればよい。次に、半導体片の破損の度合いを確認し、
問題があるか否かを判断する（Ｓ３１０）。ここでは、全く破損していないことが望まし
いが、仮に破損していたとしても、量産工程において許容できる程度の破損であれば問題
ないと判断してもよい。例えば、微細な欠け等であって、半導体片の電気特性に影響を与
えない程度のものであれば、問題ないと判断してもよい。また、複数の基板を加工し、よ
り多くの結果に基づき問題の有無を判断することが好ましい。そして、問題ないと判断し
た場合は、その製造条件を量産工程における製造条件として使用する（Ｓ３３０）。仮に
問題があると判断した場合は、製造条件を変更する（Ｓ３２０）。なお、ここでの製造条
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件とは、破損の度合いに影響を与える製造上の条件を言い、また、微細溝周辺の「周辺」
とは、ダイシングブレードからの応力によって半導体片に破損が生じる領域を言う。
【００６４】
　Ｓ３２０では、破損が抑制されるように製造条件を変更する。例えば、第２の溝部分の
幅が、より広い幅となるように製造条件を変更する。これは、第２の溝部分の幅が、より
広い幅となるよう第２のエッチングの条件を変更することで達成される。具体的には、第
２のエッチングにおける溝の側壁方向へのエッチング強度が強くなるように、エッチング
ガスやエッチング装置の設定などのエッチング条件を変更する。例えば、基板表面側の微
細溝の第２の溝部分が等方性エッチングにより形成される場合は、等方性エッチングの時
間を長くするなどすればよい。また、第２の溝部分が異方性エッチングにより形成される
場合は、エッチングガスに含まれるエッチング用のガスであるＣｌ２の流量を増やしても
よいし、側壁保護膜を形成するためのガスであるＣ４Ｆ８（ＣＦ系ガス）の流量を減らし
てもよい。少なくとも一方の流量を変えることで達成される。また、エッチング装置の出
力を変えるなどして、溝幅を広くするようにエッチング条件を変更してもよい。なお、第
２の溝部分の幅が裏面側の溝の幅よりも広い場合であっても、より広い第２の溝部分の幅
に変更することで、変更しない場合と比較し、半導体片の破損を抑制できる。
【００６５】
　Ｓ３２０において製造条件を変更した後、再度、試作工程において半導体基板を個片化
処理する（Ｓ３００）。そして、再度、半導体片の破損の度合い確認し、問題あるか否か
判断する（Ｓ３１０）。問題ある場合は、問題なくなるまでＳ３００ないしＳ３２０のス
テップを繰り返す。Ｓ３１０において、問題ないと判断した場合は、その製造条件を量産
工程における製造条件として使用する（Ｓ３３０）。
【００６６】
　なお、初回のＳ３００においては、半導体基板の表面側の微細溝は、第２の溝部分を有
さない形状であってもよく、また、単一のエッチングで形成された溝部分のみであっても
よい。そして、これらの微細溝において、破損が問題とならない場合は、量産工程でもこ
れらの微細溝を使用すればよく、逆に、破損が問題となる場合は、Ｓ３２０において、第
２の溝部分を有するように製造工程を変更したり、単一のエッチングから複数のエッチン
グで形成するように製造工程を変更してもよい。
【００６７】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、各実施の形態や、実施の形態
に開示した個々の機能や構造は、その作用や効果が矛盾しない範囲において組み合わせる
ことができる。また、本発明は、特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の
範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
【００６８】
　例えば、裏面側の溝１７０を、表面側の微細溝の近傍までは達するが、表面側の微細溝
に連通しない深さで形成してもよい。すなわち、図３（Ｆ）の裏面側の溝１７０を形成す
る工程で、半導体基板の厚みの一部分を残して裏面側の溝１７０を形成してもよい。この
ような構成であれば、段差部の厚みを確保できるため破損が抑制される。この場合、その
後の工程で、半導体基板に引っ張り応力や曲げ応力などの応力を加えて、残った一部分を
割ることで半導体基板を分割するようにすればよい。このように、裏面側の溝を連通させ
ない半導体片の製造方法においても、第１の溝部分よりも広い幅の第２の溝部分を有する
ことで、残った一部分を割るために応力を加えたときに、表面側の微細溝と裏面側の溝１
７０との間に残っている厚み部分のみが割れやすくなり、その他の意図しない表面側の微
細溝周辺に割れやひび等が拡大することが抑制され、その結果、半導体片の破損が抑制さ
れる。また、裏面側の溝を連通させない半導体片の製造方法に対しては、実施の形態で説
明した第１の溝部分や第２の溝部分の形状や位置と、ダイシングブレードの形状や位置と
の関係など、実施の形態に開示した個々の機能や構造等を、その作用や効果が矛盾しない
範囲において組み合わせることができる。
【００６９】
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　また、本発明の好ましい実施の形態では、いずれも基板表面の開口幅Ｓａ１が裏面側の
溝１７０の幅よりも狭い形態を開示している。これは、溝１７０の幅のままフルダイシン
グする方法と比較し、半導体片の取得数を増やすために好ましい形態である。一方、表面
側の微細溝における粘着層の残存を抑制する観点からは、基板表面の開口幅Ｓａ１と裏面
側の溝１７０の幅との関係は任意であり、同じ幅であってもよいし、溝１７０の幅の方が
狭くてもよい。
【００７０】
　また、裏面側の溝１７０を形成する回転する切削部材の先端形状としては、図５（Ｂ）
に示した矩形形状のみならず、回転方向から見た先端断面が半円状の形状や、その他の先
細りした形状であってもよい。また、裏面側の溝１７０を形成する切削部材として、レー
ザー装置等の、回転しながら基板に当接する切削部材以外の切削部材を使用してもよい。
すなわち、裏面側の溝１７０をレーザー加工で形成してもよい。また、本発明の表面側の
微細溝の応用例として、ガラスやポリマー等の半導体を含まない基板から個々の素子を個
片化する場合に適用してもよい。例えば、半導体を含まないＭＥＭＳ用の基板に適用して
もよい。
【００７１】
　また、本発明の実施の形態における各工程は、複数の主体によって実施されてよい。例
えば、表面側の溝の形成を第１の主体が実施し、第１の主体によって表面側の溝が形成さ
れた基板を第２の主体が納入することによって基板を準備し、準備した基板に第２の主体
が裏面側の溝を形成して基板を個片化（分割）してもよい。すなわち、表面側の溝が形成
された基板を、第１の主体が準備してもよいし、第２の主体が自ら準備してもよい。
【符号の説明】
【００７２】
１００：発光素子
１２０：切断領域(スクライブライン)
１３０：レジストパターン
１４０：微細溝
１６０：ダイシング用テープ
１７０：溝
１９０：エキスパンド用テープ
２１０：半導体チップ
３００：ダイシングブレード
４００：段差部
５００、５００Ａ、５００Ｂ、５００Ｃ：微細溝
５１０：第１の溝部分
５２０、５３０、５４０、５５０：第２の溝部分
６００、６１０、６２０、６３０：段差
７００、８００：フォトレジスト
７１０、８１０：開口
７２０、８３０、８５０：保護膜
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