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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＯＩ層（１）と支持基板（２）とを絶縁膜（３）を介して接合したＳＯＩ基板（４）
を用い、前記ＳＯＩ層（１）に半導体素子を形成したのち、レーザダイシングによりチッ
プ単位に分割する半導体装置の製造方法において、
　前記レーザダイシングにおけるレーザ光を前記ＳＯＩ層（１）側から入射した際に、前
記レーザ光に平行な方向における前記絶縁膜（３）の膜厚ｄBOXを、レーザ光の波長がλ
、ｎBOXが前記絶縁膜（３）の屈折率、ｍが自然数であるとして、
　（数１）
　ｍ・λ／２ｎBOX－λ／８ｎBOX≦ｄBOX≦ｍ・λ／２ｎBOX＋λ／８ｎBOX

を満たす厚さに設定することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記レーザ光に平行な方向における前記絶縁膜（３）の膜厚ｄBOXを、１０００～１２
００ｎｍの厚さに設定することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記ＳＯＩ層（１）の上面に反射防止膜（９ａ）を形成する工程と、
　前記反射防止膜（９ａ）を通じて前記ＳＯＩ層（１）側から前記レーザダイシングにお
けるレーザ光を入射させ、前記チップ単位への分割を行う工程とを有し、
　前記反射防止膜（９ａ）を形成する工程では、前記レーザ光が前記反射防止膜（９ａ）
側から、当該反射防止膜（９ａ）に対して平行光線として入射される場合に、前記レーザ
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光に平行な方向における前記反射防止膜（９ａ）の膜厚ｄARを、レーザ光の波長がλ、ｎ

ARが前記反射防止膜（９ａ）の屈折率、ｍが自然数であるとして、
　（数２）
（ｍ―０．５）・λ／２ｎAR－λ／８ｎAR≦ｄAR≦（ｍ―０．５）・λ／２ｎAR＋λ／８
ｎAR

を満たす厚さに設定することを特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項４】
　ＳＯＩ層（１）と支持基板（２）とを絶縁膜（３）を介して接合したＳＯＩ基板（４）
を用い、前記ＳＯＩ層（１）に半導体素子を形成したのち、レーザダイシングによりチッ
プ単位に分割する半導体装置の製造方法において、
　前記ＳＯＩ層（１）の上面に反射防止膜（９ａ）を形成する工程と、
　前記反射防止膜（９ａ）を通じて前記ＳＯＩ層（１）側から前記レーザダイシングにお
けるレーザ光を入射させ、前記チップ単位への分割を行う工程とを有し、
　前記反射防止膜（９ａ）を形成する工程では、前記レーザ光が前記反射防止膜（９ａ）
側から、当該反射防止膜（９ａ）に対して平行光線として入射される場合に、前記レーザ
光に平行な方向における前記反射防止膜（９ａ）の膜厚ｄARを、レーザ光の波長がλ、ｎ

ARが前記反射防止膜（９ａ）の屈折率、ｍが自然数であるとして、
　（数２）
（ｍ―０．５）・λ／２ｎAR－λ／８ｎAR≦ｄAR≦（ｍ―０．５）・λ／２ｎAR＋λ／８
ｎAR

を満たす厚さに設定することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記反射防止膜（９ａ）を形成する工程では、前記反射防止膜（９ａ）のうち、前記Ｓ
ＯＩ層（１）との界面での前記レーザ光の反射光の位相と、前記ＳＯＩ層（１）の反対側
の界面での前記レーザ光の反射光の位相とが互いに逆となる１／２周期膜厚として、前記
反射防止膜（９ａ）の膜厚を設定することを特徴とする請求項３または４に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項６】
　前記反射防止膜（９ａ）を形成する工程では、屈折率ｎARが１～３．５の材質で前記反
射防止膜（９ａ）を形成することを特徴とする請求項３ないし５のいずれか１つに記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記レーザダイシングによりチップ単位に分割する工程を空気中もしくは真空中で行う
場合に、
　前記反射防止膜（９ａ）を形成する工程では、シリコンの屈折率の平方根にあたる屈折
率を有する材質で前記反射防止膜（９ａ）を形成することを特徴とする請求項３ないし６
のいずれか１つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記反射防止膜（９ａ）を形成する工程では、前記反射防止膜（９ａ）をＳｉＮ膜、Ｓ
ｉＯ2膜、ＳｉＯＮ膜のいずれか１つからなる単層膜もしくはこれらの任意の組み合わせ
からなる複層膜で形成することを特徴とする請求項３ないし７のいずれか１つに記載の半
導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＯＩ基板に対して半導体素子を形成したのち、ＳＯＩ基板をレーザダイシ
ングによってチップ単位に分割する半導体装置の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来では、半導体集積回路を形成したいわゆるＳｉウェハを各々のＳｉチップに分離す
る手法として、一般的に、ダイヤモンド砥粒を埋め込んだダイシングブレードと呼ばれる
歯具を用いて切削加工する方法が採用されている。この従来方法の問題点として、次の２
点がある。
【０００３】
　まず、ブレードで切削を行うために切りしろが必要となり、１枚のウェハから取れるチ
ップ数がその切りしろ分だけ減少し、コストアップの要因になるという問題がある。
【０００４】
　また、切削時の摩擦熱による焼き付きや目詰まりを防止するために、水または切削油が
必要となり、それらが直接各チップに形成される半導体素子に付着すると不都合が生じる
場合には、各チップを覆うようなキャッピング等の保護処置が必要になるという問題が生
じる。
【０００５】
　そして、１つ目の問題に対し、特にチップサイズが小さく切りしろの影響が極めて大き
いＲＦタグＩＣなどに関して、近年、アルカリ溶液を用いたウェットエッチングによる分
離の手法が取られるようになり、切りしろの減少が可能になりつつある。しかしながら、
この手法を用いても、水による洗浄が不可欠であり、２の問題は解決できない。
【０００６】
　このため、１つ目の問題だけでなく、２つ目の問題をも解決するものとして、Ｓｉウェ
ハにレーザ光を照射し、レーザ光が照射されたＳｉウェハ内部に熱による変化を起こさせ
ることで、チップ単位に分割するレーザダイシング手法が提案されている（例えば、特許
文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－１９２３６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、このレーザダイシング手法をＳＯＩ層と支持基板とが絶縁膜（以下、Ｂ
ＯＸという）によって接合されたＳＯＩ基板に適用しようとすると、ＢＯＸの上下の界面
での反射光が干渉し合い、ＳＯＩ層の膜厚に応じてその反射率が大幅に変動する。このた
め、所望の箇所に所望のレーザエネルギーを吸収させることが困難になるという問題が生
じることが分かった。
【０００８】
　本発明は上記点に鑑みて、半導体素子をＳＯＩ基板に形成し、ＳＯＩ基板に対してレー
ザダイシングを行う場合に、ＳＯＩ層の膜厚にバラツキがあったとしてもレーザ光が的確
に所望の箇所に届き、所望のレーザエネルギーを吸収させられるようにすることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、ＳＯＩ層（１）と支持基板（２
）とを絶縁膜（３）を介して接合したＳＯＩ基板（４）を用い、ＳＯＩ層（１）に半導体
素子を形成したのち、レーザダイシングによりチップ単位に分割する半導体装置の製造方
法において、レーザダイシングにおけるレーザ光をＳＯＩ層１側から入射した際に、レー
ザ光に平行な方向における絶縁膜（３）の膜厚ｄBOXを、レーザ光の波長がλ、ｎBOXが絶
縁膜（３）の屈折率、ｍが自然数であるとして、
　（数１）
　ｍ・λ／２ｎBOX－λ／８ｎBOX≦ｄBOX≦ｍ・λ／２ｎBOX＋λ／８ｎBOX

を満たす厚さに設定することを特徴としている。
【００１０】
　このように絶縁膜（３）の膜厚を設定することにより、ＳＯＩ層（１）の膜厚の変動に
対する反射率の変動を小さくすることが可能となる。これにより、ＳＯＩ層（１）の膜厚
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にバラツキがあったとしてもレーザ光が的確に所望の箇所に届き、所望のレーザエネルギ
ーを吸収させられるようにすることができる。
【００１１】
　例えば、請求項３に示されるように、１０００～１２００ｎｍの厚さに設定される。
【００１２】
　請求項４に記載の発明では、ＳＯＩ層（１）の上面に反射防止膜（９ａ）を形成する工
程と、反射防止膜（９ａ）を通じてＳＯＩ層（１）側からレーザダイシングにおけるレー
ザ光を入射させ、チップ単位への分割を行う工程とを有し、反射防止膜（９ａ）を形成す
る工程では、レーザ光が反射防止膜（９ａ）側から、当該反射防止膜（９ａ）に対して平
行光線として入射される場合に、レーザ光に平行な方向における反射防止膜（９ａ）の膜
厚ｄARを、レーザ光の波長がλ、ｎARが反射防止膜（９ａ）の屈折率、ｍが自然数である
として、
　（数２）
（ｍ―０．５）・λ／２ｎAR－λ／８ｎAR≦ｄAR≦（ｍ―０．５）・λ／２ｎAR＋λ／８
ｎAR

を満たす厚さに設定することを特徴としている。
【００１３】
　このように、反射防止膜（９ａ）を形成することにより、ＳＯＩ層（１）の膜厚の変動
に対する反射率の変動を小さくすることが可能となる。これにより、ＳＯＩ層（１）の膜
厚にバラツキがあったとしてもレーザ光が的確に所望の箇所に届き、所望のレーザエネル
ギーを吸収させられるようにすることができる。
【００１４】
　なお、請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明に対して、さらに反射防止膜（
９ａ）を形成するものであり、よりＳＯＩ層（１）の膜厚の変動に対する反射率の変動を
小さくすることが可能となる。
【００１５】
　この場合、例えば、請求項５に示されるように、反射防止膜を形成する工程では、反射
防止膜（９ａ）のうち、ＳＯＩ層（１）との界面でのレーザ光の反射光の位相と、ＳＯＩ
層（１）の反対側の界面でのレーザ光の反射光の位相とが互いに逆となる１／２周期膜厚
として、反射防止膜（９ａ）を形成する。
【００１７】
　このような反射防止膜（９ａ）としては、例えば、請求項８に示されるように、ＳｉＮ
膜、ＳｉＯ2膜、ＳｉＯＮ膜のいずれか１つからなる単層膜もしくはこれらの任意の組み
合わせからなる複層膜を採用することができる。
                                                                                
【００１８】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示すものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　（第１実施形態）
　本発明の一実施形態を適用した半導体装置のレーザダイシングの様子を表した断面図を
図１に示す。以下、この図に基づいて半導体装置をチップ単位に分割する前の段階での構
成およびレーザダイシングによる半導体装置の製造方法について説明する。
【００２０】
　図１に示される半導体装置は、チップ単位に分割される前の状態である。半導体装置は
、ＳＯＩ層１と支持基板２とをＢＯＸ３を介して接合してなるＳＯＩ基板４を用いて形成
されている。
【００２１】
　ＳＯＩ層１には、周知の手法によって半導体素子、ここでは、Ｎ＋型のエミッタ領域５



(5) JP 4251054 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

およびコレクタ領域６と、Ｐ型のベース領域７、およびＳＯＩ層１の表面に形成された層
間絶縁膜８中のコンタクトホールを介して各領域５～７に電気的に接続された電極５ａ、
６ａ、７ａとによって構成されるＮＰＮ型バイポーラトランジスタがチップ単位ごとに形
成されている。そして、各チップの間にスクライブ領域が設けられ、この領域がレーザダ
イシングによってダイシングカットされる領域として用いられるようになっている。
【００２２】
　また、各電極５ａ、６ａ、７ａおよび層間絶縁膜８の表面を含むＳＯＩ層１の表面には
、保護膜９が形成されている。この保護膜９は、スクライブ領域上において除去され、そ
の他の領域に形成された状態となっている。
【００２３】
　以上のような構成の半導体装置に対して空気中もしくは真空中でレーザダイシングを実
行する。具体的には、ＳＯＩ基板４のスクライブ領域中に、ＳＯＩ層１側からレーザ光を
入射し、所望の箇所（深さ）にレーザ光のフォーカスが合うように設定する。これにより
、所望の箇所に所望のレーザエネルギーが吸収され、その箇所においてシリコンが変質す
る。そして、その変質した部分の残留応力によりＳＯＩ基板４が容易にまたは自然に分割
され、チップ単位の半導体装置が完成する。
【００２４】
　このような半導体装置の製造方法において、ＳＯＩ層１の膜厚にバラツキがあったとし
ても上記レーザダイシングにおけるレーザ光が的確に所望の箇所に届き、所望のレーザエ
ネルギーを吸収させられるようにすべく、本実施形態では、シミュレーション結果に基づ
き、ＢＯＸ３の膜厚を設定している。以下、シミュレーション結果と共にＢＯＸ３の膜厚
について説明する。
【００２５】
　図２に、波長１０６４ｎｍのＹＡＧレーザを使い、そのレーザ光をＳＯＩ層１に対して
平行光線（基板平面に垂直な光線）として入射し、ＢＯＸ３膜厚を９２０～１１００ｎｍ
に４０ｎｍ刻みで変更した場合に、ＳＯＩ層１の膜厚の変動に対する反射率の変動を調べ
た結果を示す。本シミュレーションでは、ＳＯＩ層１の膜厚が製造バラツキ等によって２
００００～２０５００ｎｍに変動することを想定し、ＢＯＸ３の膜厚に対して反射率がど
のように変動するかを見ている。
【００２６】
　この図に示されるように、ＢＯＸ３の膜厚によって、ＳＯＩ膜厚の変動による反射率の
変動が変わってくる。しかしながら、例えばＢＯＸ３の膜厚が１１００ｎｍ程度の場合に
は、ＳＯＩ膜厚が変動しても反射率の変動がほぼ零になっていることが分かる。
【００２７】
　反射率は、ＢＯＸ３のうち、ＳＯＩ層１との界面での反射光と、支持基板２との界面で
の反射光との位相によって決まる。
【００２８】
　また、例えば空気または真空での屈折率をｎ１、シリコンで構成されるＳＯＩ層１での
屈折率をｎ２、シリコン酸化膜などで構成されるＢＯＸ３での屈折率をｎ３とすると、隣
接するそれぞれの膜での各屈折率の関係は、ｎ１＜ｎ２、ｎ２＞ｎ３となる。このため、
ＢＯＸ３のうちＳＯＩ層１との界面での反射光が入射光に対して位相が反転し、逆に、Ｂ
ＯＸ３のうち支持基板２との界面での反射光は入射光に対して正転する。
【００２９】
　したがって、各反射光が互いに逆位相となる場合に各反射光が互いに弱め合って、反射
率が小さくなり、そのような条件とするためにＢＯＸ３の膜厚が周期膜厚に相当するもの
となればよい。つまり、ＢＯＸ３の膜厚が次式を満たすようにすればよい。
【００３０】
　（数５）
　ｄＢＯＸ＝ｍ・λ／２ｎＢＯＸ

　ただし、ｄＢＯＸはＢＯＸ３の膜厚、λはレーザ光の波長、ｎＢＯＸはＢＯＸ３の屈折
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率、ｍは自然数である。
【００３１】
　このように、ＢＯＸ３の膜厚を周期膜厚に相当する厚さ、例えば上記した１１００ｎｍ
となるようにすることで、ＳＯＩ層１の膜厚の変動に対する反射率の変動をほぼ零にする
ことが可能となる。これにより、ＳＯＩ層１の膜厚にバラツキがあったとしてもレーザ光
が的確に所望の箇所に届き、所望のレーザエネルギーを吸収させられるようにすることが
できる。
【００３２】
　なお、上記数式５では、ＢＯＸ３の膜厚ｄＢＯＸをｍ・λ／２ｎＢＯＸとなるようにし
ているが、この値は最適値であり、多少のバラツキがあっても構わない。例えば、ＢＯＸ
３の膜厚ｄＢＯＸは、上記数式５に示された値に対して±１／４周期すなわち±λ／８ｎ

ＢＯＸ程度のバラツキであっても、ＳＯＩ層１の膜厚の変動に対する反射率の変動を抑制
できるという効果が得られる。
【００３３】
　また、ＳＯＩ層１の膜厚が薄い場合においても、上記効果を得られるか否かについて調
べるべく、ＳＯＩ層１の膜厚が０～５００ｎｍの場合について、図２に示したシミュレー
ションと同様のレーザ光を同様の入射条件で照射するものとして、ＢＯＸ３の膜厚を変化
させ、ＳＯＩ層１の膜厚に対する反射率がどのように変化するかを調べた。その結果を図
３に示す。
【００３４】
　この図から、ＳＯＩ層１が薄くても、反射率の変動が小さくなっており、ＳＯＩ層１の
膜厚に関わらず上記効果が得られることが分かる。このため、ＳＯＩ層１の製造上の膜厚
バラツキに対する余裕度を確保することができる。
【００３５】
　（第２実施形態）
　本実施形態では、ＢＯＸ３の膜厚とは異なる方法によって第１実施形態の効果が得られ
るようにする。図４に、本発明の第２実施形態を適用した半導体装置のレーザダイシング
の様子を示す。
【００３６】
　この図に示されるように、本実施形態では、ＳＯＩ基板４におけるスクライブ領域の表
面にも保護膜９を残し、それを反射防止膜（ＡＲ）９ａとして用いている。その他の構成
に関しては、本実施形態における半導体装置は、第１実施形態と同様である。
【００３７】
　この反射防止膜９ａが上記第１実施形態の効果を得るためのものであり、本実施形態で
は、シミュレーション結果に基づき、以下のように反射防止膜９ａの膜厚を設定している
。
【００３８】
　図５は、図２に示したシミュレーションと同様のレーザ光を同様の入射条件で照射する
ものとして、反射防止膜９ａを形成していない場合、反射防止膜９ａとして屈折率が１．
８７のＳｉＯＮ膜を様々な膜厚で形成した場合におけるＳＯＩ層１の膜厚の変動に対する
反射率の変動を調べた結果を示している。
【００３９】
　この図に示されるように、反射防止膜９ａを形成していない場合と比べ、反射防止膜９
ａを形成している場合には、ＳＯＩ層１の膜厚の変動に対する反射率の変動が小さくなっ
ていることが分かる。そして、ＳｉＯＮ膜の膜厚が例えば１４０ｎｍ程度となる場合に、
ＳＯＩ層１の膜厚の変動に対する反射率の変動が最も小さくなることが分かる。
【００４０】
　このように反射率が変動する原理は、第１実施形態で示したＢＯＸ３での反射率が変動
する原理と同様であり、反射防止膜９ａのうち、空気または真空領域との界面での反射光
と、ＳＯＩ層１との界面での反射光との位相によって決まる。
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【００４１】
　そして、本実施形態の場合、例えば空気または真空での屈折率をｎ１、反射防止膜９ａ
での屈折率をｎ２、シリコンで構成されるＳＯＩ層１での屈折率をｎ３とすると、隣接す
るそれぞれの膜での各屈折率の関係が、ｎ１＜ｎ２、ｎ２＜ｎ３となるように反射防止膜
９ａの材質が設定されるようにする。すなわち、反射防止膜９ａのうち空気または真空領
域との界面での反射光が入射光に対して位相が反転し、反射防止膜９ａのうちＳＯＩ層１
との界面での反射光も入射光に対して反転するようにする。このような反射防止膜９ａと
しては、空気の屈折率が１、シリコンの屈折率が３．５であることから、屈折率が１より
大きくかつ３．５より小さいもの、例えば、ＳｉＮ膜（シリコン窒化膜）、ＳｉＯ２（シ
リコン酸化膜）、ＳｉＯＮ膜（窒化酸化シリコン膜）、有機膜のいずれかによる単層膜、
もしくはこれらの任意の組み合わせからなる複層膜が用いられる。
【００４２】
　さらに、各反射光が互いに逆位相となる場合に各反射光が互いに弱め合って、反射率が
小さくなるような条件とするためには、反射防止膜９ａの上下で反射光が共に反転するこ
とから、反射防止膜９ａの膜厚が１／２周期膜厚に相当するものとなればよい。つまり、
反射防止膜９ａの膜厚が次式を満たすようにすればよい。
【００４３】
　　（数６）
　ｄＡＲ＝（ｍ―０．５）・λ／２ｎＡＲ

　ただし、ｄＡＲは反射防止膜９ａの膜厚、λはレーザ光の波長、ｎＡＲは反射防止膜９
ａの屈折率、ｍは自然数である。
【００４４】
　このように、反射防止膜９ａの膜厚を１／２周期膜厚に相当する厚さ、例えば上記した
１４０ｎｍ程度となる１４２ｎｍとなるようにすることで、ＳＯＩ層１の膜厚の変動に対
する反射率の変動をほぼ零にすることが可能となる。これにより、ＳＯＩ層１の膜厚にバ
ラツキがあったとしてもレーザ光が的確に所望の箇所に届き、所望のレーザエネルギーを
吸収させられるようにすることができる。
【００４５】
　なお、上記数式６では、反射防止膜９ａの膜厚ｄＡＲをｍ・λ／２ｎＡＲとなるように
しているが、この値は最適値であり、多少のバラツキがあっても構わない。例えば、反射
防止膜９ａの膜厚ｄＡＲは、上記数式６に示された値に対して±１／４周期すなわち±λ
／８ｎＡＲ程度のバラツキがあっても、ＳＯＩ層１の膜厚の変動に対する反射率の変動を
抑制できるという効果が得られる。
【００４６】
　また、反射防止膜９ａの材質として最適なものを調べるべく、図２に示したシミュレー
ションと同様のレーザ光を同様の入射条件で照射するものとして、反射防止膜９ａを形成
していない場合と、反射防止膜９ａとして屈折率が１．４５のＳｉＯ２膜、屈折率が２．
０のＳｉＮ膜、屈折率が１．８７のＳｉＯＮ膜のいずれかを形成した場合とにおけるＳＯ
Ｉ層１の膜厚に対する反射率がどのように変化するかを調べた。その結果を図６に示す。
なお、本シミュレーションでは、各膜がおよそ１／２周期膜厚に相当する厚さとなるよう
にしてある。
【００４７】
　この図から、いずれの種類の反射防止膜９ａであったとしても、反射防止膜９ａを形成
していない場合と比べて、反射防止膜９ａを形成している場合の方が、反射率の変動が小
さくなっていることが分かる。そして、反射防止膜９ａをＳｉＯ２膜、ＳｉＮ膜、ＳｉＯ
Ｎ膜それぞれで形成した場合には、ＳｉＯＮ膜、ＳｉＮ膜、ＳｉＯ２膜の順に、ＳＯＩ層
１の膜厚の変動に対する反射率の変動が小さくなっていることが分かる。
【００４８】
　このように、屈折率が１より大きくかつ３．５よりも小さい材質のもので反射防止膜９
ａを形成することにより、上記第１実施形態と同様の効果を得ることが可能である。特に
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、反射防止膜９ａをＳｉＯＮ膜で構成し、上記数式４を満たす膜厚とすることにより、よ
り有効に上記効果を得ることができる。
【００４９】
　（第３実施形態）
　本実施形態は、第１、第２実施形態を組み合わせたものである。すなわち、本実施形態
では、ＢＯＸ３が第１実施形態で示した数式５を満たす膜厚で形成され、さらにＳＯＩ層
１におけるスクライブ領域の表面には反射防止膜９ａが形成された構成とされている。
【００５０】
　このような構成とした場合について、ＢＯＸ３の膜厚を最適値（例えば、１１００ｎｍ
程度）に設定し、スクライブ領域の表面に反射防止膜９ａとして屈折率２．０のｐ－Ｓｉ
Ｎ膜を様々な膜厚で形成した場合におけるＳＯＩ層１の膜厚の変動に対する反射率の変動
を調べた。また、スクライブ領域の表面に反射防止膜９ａとしてｐ－ＳｉＮ膜を１４２ｎ
ｍの厚さで形成し、ＢＯＸ３を様々な膜厚で形成した場合におけるＳＯＩ層１の膜厚の変
動に対する反射率の変動を調べた。それら各結果をそれぞれ図７、図８に示す。
【００５１】
　図７から分かるように、反射防止膜９ａの膜厚が変化しても、ＳＯＩ層１の膜厚の変動
に対する反射率の変動は小さい。これは、ＢＯＸ３の膜厚が数式３を満たしているためで
ある。そして、反射防止膜９ａの膜厚が最適値に近づくにつれて、反射率が小さくなるこ
とが分かる。
【００５２】
　このように、第１、第２実施形態を組み合わせることにより、反射防止膜９ａに製造上
の膜厚バラツキが生じても、ＢＯＸ３の膜厚の設定によりＳＯＩ層１の膜厚の変動に対す
る反射率の変動を小さくすることが可能となる。このため、反射防止膜９ａの製造上の膜
厚バラツキに対する余裕度を確保することができる。
【００５３】
　さらに、ＢＯＸ３の膜厚と反射防止膜９ａの膜厚を最適値近傍に設定することにより、
反射率をほぼ零にすることができ、レーザ光の投射エネルギーをより有効に活用すること
が可能となる。
【００５４】
　一方、図８から分かるように、反射防止膜９ａを形成していることから、ＢＯＸ３の膜
厚にバラツキが生じても、ＳＯＩ層１の膜厚の変動に対する反射率の変動を小さくするこ
とが可能となる。このため、ＢＯＸ３の製造上の膜厚バラツキに対する余裕度も確保する
こともできる。
【００５５】
　（他の実施形態）
　なお、上記各実施形態では、レーザ光がＳＯＩ層１または反射防止膜９ａの厚み方向に
対する平行光線となる場合、つまりこれらの各平面に対して垂直に入射される場合を想定
して、ＢＯＸ３の膜厚や反射防止膜９ａの膜厚を数式３や数式４で示されるものとしてい
る。しかしながら、レーザ光は、上述したように、所望の箇所でフォーカスが合うように
集光されることから、平行光線とはならない箇所もある。例えば、半導体装置の上方にレ
ンズを設置し、そのレンズにて集光する場合、ＳＯＩ層１または反射防止膜９ａに対して
所定の角度傾斜したものとなる場合もある。
【００５６】
　このため、本発明でいうＢＯＸ３や反射防止膜９ａの膜厚の最適値は、レーザ光が実質
的に平行光線であるとした場合、つまり、レーザ光の経路に対して平行な方向の厚みに相
当するものとする。
【００５７】
　また、上記第２、第３実施形態でのシミュレーションでは、反射防止膜９ａが単層膜の
場合しか示していないが、上述したように反射防止膜９ａが複層膜の場合であっても同様
の結果となる。この場合、複層膜の合成反射率が小さくなるようにすることで、上記各実
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【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の第１実施形態における半導体装置のレーザダイシングの様子を示す断面
図である。
【図２】ＢＯＸ膜厚を９２０～１１００ｎｍに４０ｎｍ刻みで変更した場合におけるＳＯ
Ｉ層の膜厚の変動に対する反射率の変動を調べたシミュレーション結果を示す図である。
【図３】ＳＯＩ層の膜厚を０～５００ｎｍとした場合について、ＳＯＩ層の膜厚の変動に
対する反射率の変動を調べたシミュレーション結果を示す図である。
【図４】本発明の第２実施形態における半導体装置のレーザダイシングの様子を示す断面
図である。
【図５】反射防止膜として屈折率が１．８７のＳｉＯＮ膜を様々な膜厚で形成した場合に
おけるＳＯＩ層の膜厚の変動に対する反射率の変動を調べたシミュレーション結果を示す
図である。
【図６】反射防止膜を形成した場合と形成していない場合におけるＳＯＩ層の膜厚の変動
に対する反射率の変動を調べたシミュレーション結果を示す図である。
【図７】ＢＯＸの膜厚を最適値に設定し、屈折率２．０のｐ－ＳｉＮ膜を様々な膜厚で形
成した場合におけるＳＯＩ層の膜厚の変動に対する反射率の変動を調べたシミュレーショ
ン結果を示す図である。
【図８】反射防止膜の膜厚を最適値とし、ＢＯＸを様々な膜厚で形成した場合におけるＳ
ＯＩ層の膜厚の変動に対する反射率の変動を調べたシミュレーション結果を示す図である
。
【符号の説明】
【００５９】
　１…ＳＯＩ層、２…支持基板、３…ＢＯＸ、４…ＳＯＩ基板、
　９ａ…反射防止膜。



(10) JP 4251054 B2 2009.4.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 4251054 B2 2009.4.8

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 4251054 B2 2009.4.8

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－２２３２７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２１６１１４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０１
              Ｂ２３Ｋ　　２６／００－２６／４２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

