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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板の一面に、機能領域を備える複数のチップ領域に区画した格子状ラインパター
ンを有し、他面側には全面に金属電極膜を有する半導体基板を前記格子状ラインパターン
に沿ってダイシングすることにより、チップ化してなる半導体装置の製造方法において、
前記金属電極膜の形成前に、前記一面側の格子状ラインパターンに対応する他面側の格子
状ラインパターン上の半導体基板面に、該半導体基板面と前記金属電極膜との密着性を低
下させる表面処理を行った後、前記金属電極膜を全面へ形成し、続いて前記金属電極膜へ
の粘着膜の貼付と、該粘着膜の剥がし処理を行い、前記他面側の格子状ラインパターン上
に形成された前記金属電極膜を剥がした後、前記ダイシングを行うことを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項２】
前記密着性を低下させる表面処理として、自然酸化膜除去処理を行い、次に酸化性雰囲気
中で他面側格子状ラインパターンのみに選択的にレーザーアニール処理を行って熱酸化膜
の形成を行うことを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
前記レーザーアニール処理は、ＹＡＧ２ωまたはＹＬＦ２ωのパルスレーザーアニールで
あることを特徴とする請求項２記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
前記密着性を低下させる表面処理として、半導体基板との粘着力が前記金属電極膜と前記
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粘着膜の粘着力より弱い格子状ラインパターンの弱粘着膜の貼付を行うことを特徴とする
請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
前記引き剥がし処理により、前記弱粘着膜を引き剥がすことを特徴とする請求項４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、縦型ＩＧＢＴや縦型ＭＯＳＦＥＴのように裏面全面に金属電極膜を形成する
半導体装置の製造方法に関する。さらに詳しくはウエハプロセス終了後に、半導体チップ
化するためのダイシング工程におけるウエハ裏面側でのチッピングにより発生した、裏面
電極膜の付着により繋がったチッピング破断片がそれ以降の工程で剥離／落下して不良の
原因となるのを防止して高い良品率でＩＧＢＴなどの半導体装置を製造する方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　縦型ＩＧＢＴや縦型ＭＯＳＦＥＴのように裏面全面に一様な金属電極膜を形成する半導
体装置の製造方法の一つに、５００μｍ以上の厚いウエハ（半導体基板）を投入し、表面
側デバイス製造工程を施して表面側金属電極やその上に被覆されるパッシベーションレジ
ン膜などを含む表面側デバイス構造を形成後、ウエハ裏面側のシリコン面の研削、研磨に
よるウエハの薄化処理、裏面側コレクタ層などの機能層および裏面金属電極形成などの裏
面側デバイス構造の形成後、ダイシングにより個々の半導体チップに切断する製造工程等
を順に行って半導体素子チップを完成させる方法がある。
【０００３】
　この方法では、ウエハ薄化処理後の裏面側は、後工程の組み立て工程における半田接合
に適した金属電極膜および必要によりコレクタ層等が形成される。この裏面側金属電極膜
は半導体基板材料との熱膨張係数差に起因して強い応力をウエハに及ぼす。また、コレク
タ層が設けられている場合は、裏面からのｐｎ接合面が浅いことも影響して、応力などの
外的影響を受け易くなっている。このため、ダイシング後の半導体チップの取り扱い如何
によって、半導体チップの試験、検査工程や組み立て工程において、この点に係わる不良
が生じ易い。
【０００４】
　以下、縦型ＩＧＢＴを例に挙げて、前述の不良発生についてさらに説明する。まず、Ｉ
ＧＢＴチップの製造工程と、このチップを搭載したＩＧＢＴモジュールの組み立て工程ま
でのおおよその工程の流れについて説明する。ＩＧＢＴのゲート構造およびエミッタ構造
などを含む表面デバイス構造の形成後、裏面研磨によるウエハの薄化処理を行い、さらに
、裏面へのイオン注入と低温炉アニールもしくはレーザーアニールにより裏面コレクタ拡
散層を形成し、さらに蒸着もしくはスパッタリングなどによりコレクタ金属電極膜を形成
する。その後、高速回転の極薄切削ブレード（刃）をウエハ（シリコン半導体基板）に一
定方向／一定間隔をおいて格子状に走査させて切断するダイシング工程により縦型ＩＧＢ
Ｔチップの製造工程が完了する。
【０００５】
　このダイシング工程により個々に分断されたＩＧＢＴチップは、金属製のステージ上に
載せられる。チップ裏面のコレクタ金属電極とステージとの接触により、コレクタ側の電
気的コンタクトが取られ、さらにチップ表面のエミッタ電極およびゲート電極に、金属製
の探針を押し当てることにより、エミッタ－コレクタ間のリーク電流（Ｉｃｅｓ）、耐圧
などが評価され、良品と不良品とに区別され選別される。
【０００６】
　良品のＩＧＢＴチップについては、その他のいくつかの半導体チップとともにパワーモ
ジュールと呼ばれるパッケージに搭載され、半田付けおよびワイヤボンディングなどによ
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り組み立てられる。また、これらウエハダイシング工程、試験、検査工程、モジュール組
立工程など、それぞれの工程間における半導体チップの搬送は、樹脂製のチップトレイ／
チップキャリアに入れて搬送される。
【０００７】
　図２（ａ）は、ウエハの裏面側を上にして、ウエハのダイシング後の切断面１０２に対
する直角な面を示すウエハの厚さ方向の断面図であり、図２（ｂ）は、（ａ）と同様の状
態のウエハの斜視図であって、特に破断領域１０３を明示するために、裏面金属電極膜１
０１が除去された状態を示している。
　前述の一連の製造工程において、縦型ＭＯＳＦＥＴや縦型ＩＧＢＴなど、裏面全面にド
レイン電極／コレクタ電極のための金属電極膜が形成されているシリコンウエハをダイシ
ングする場合、図２（ａ）に示されるように、ウエハのダイシング後の半導体チップ切断
面１０２の裏面側端部（図２では上方が裏面側）において、シリコン切断面１０２に沿っ
て機械的な応力により、図２（ｂ）に示すようにチッピングと呼ばれるシリコンの破断領
域１０３がウエハの主面方向（矢印１０４）に幅２０μｍ程度、ウエハの厚さ方向（矢印
１０５）に１０μｍ程度の寸法領域で発生する。裏面金属電極膜１０１は通常、スパッタ
などによってシリコン基板裏面に成膜される。この成膜を原因として発生する膜応力は金
属電極膜１０１とシリコンとの熱膨張係数の違いにより発生する。ウエハの裏面に形成さ
れる破断領域１０３については、前記ダイシングによりシリコン基板の大部分が切断され
る際に解放される応力が、チッピングを誘発／増大させると考えられている。
【０００８】
　このチッピング破断領域で発生し分離されたチッピング破断片は、裏面金属電極膜が無
ければ、ダイシングの際にダイシング面に吹き付けられる冷却水とともに洗い流されてし
まうが、裏面に金属電極膜が形成されている場合は、図２（ａ）に示されるように、チッ
ピング破断片１０３は電極膜で繋がれてぶら下がった状態となり、その後の工程で微小な
機械的な応力や振動により、このチッピング破断片が次第に時系列的に落下することがあ
る。
【０００９】
　図３は、試験および組立工程における、従来のチッピング破断片による影響を示す断面
図である。
　図３に示すように、ダイシング後のＩＧＢＴチップ１０６（図３（ａ））の電気的特性
評価／試験工程あるいはモジュール組立工程において、これらチッピング破断片１０３や
切削屑が測定ステージ上や、モジュール内の半導体チップ固定土台１０７上に落下し（図
３（ｂ））、さらにそのチッピング破断片１０３上にＩＧＢＴチップ１０６が載せられて
押し付けられた場合（図３（ｃ））、裏面電極１０１を突き破り、裏面コレクタ層を破壊
してしまうため、リーク電流の増大や良品率の低下という弊害を生じさせる。
【００１０】
　図４はウエハの裏面側に、表面側のスクライブライン１０８に相当する部分の裏面金属
電極１０１を除去した格子状ライン領域１１０が設けられていることを示すＩＧＢＴウエ
ハの平面図である。
　図４に示すように、ダイシング前に、表面側のスクライブラインに対応する裏面スクラ
イブライン１０８上に相当する裏面電極膜部分領域１１０を、予め除去しておくことが望
ましい。
【００１１】
　図５は、裏面ダイシングライン（スクライブライン）１０８上の裏面側電極膜除去領域
１１０を設けることによる効果について、説明するためのウエハの断面図である。
　同図（ａ）による３つの断面図は裏面ダイシングライン１０８に相当する部分の裏面金
属電極が除去されていないウエハを極薄切削ブレード１０９により、高速回転でダイシン
グした場合のウエハ断面図であり、この場合はダイシングにより形成されたチッピング破
断片１０３が金属電極膜１０１によりＩＧＢＴチップ１０６と繋がっていることを示して
いる。一方、同図（ｂ）による３つの断面図は裏面ダイシングライン１０８相当する部分
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に裏面電極膜除去領域１１０を設けた場合のウエハ断面図である。同図（ｂ）のように、
裏面金属電極膜の除去領域１１０を設けておけば、金属電極膜１０１による応力が発生せ
ず、チッピングの発生頻度と程度が低減されることを示している。たとえ、チッピングが
発生した場合でも、裏面金属電極１０１がスクライブライン１０８上に形成されていない
ので、チッピング破断片はそのまま、ダイシング面に吹き付けられる水流とともに洗い流
され、チッピング破断片の張り付き／ぶら下りを無くすことができ、裏面金属電極１０１
によって中途半端に張り付いたチッピング破断片の落下による不良を低減することができ
る。
【００１２】
　以上説明した不良低減技術は、ウエハダイシングの際、ウエハ表面側ダイシングライン
に対応するウエハ裏面側ライン上の金属電極膜部分領域を予め除去しておくことにより、
ウエハ裏面のダイシング面に発生する、裏面メタライズ膜に支持されて残留するマイクロ
クラック片を無くして、その後の工程で引き起こされる信頼度不良を防止することに関す
る発明として、既に公表されている（特許文献１）。
【００１３】
　また、裏面全面を被覆する電極膜による応力を緩和するために、裏面電極膜の形成の前
に、ダイシング時のスクライブラインに対応するマスク材を形成しておく方法に関する文
献が公開されている（特許文献２）。
【特許文献１】特開平５－１６６９２６号公報
【特許文献２】特開２００６－１６５１７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　　しかしながら、この裏面スクライブ領域上のみの電極膜（Ａｌ／Ｔｉ／Ｎｉ／Ａｕな
どの積層金属膜）の選択的な除去は、公知の方法によれば、裏面電極膜上にフォトレジス
トマスクを塗布形成し、両面アライナーなどを用いて、表面側の半導体チップパターンに
正確に対応するように位置合わせした裏側パターンでスクライブ線領域上のレジストマス
クを開口させ、開口部の電極膜（Ａｌ／Ｔｉ／Ｎｉ／Ａｕ）を王水（塩酸と硝酸の混合液
）により湿式エッチングしたり、メタルドライエッチャーにてエッチングしたりして除去
する必要があった。王水（湿式エッチング）で除去する場合、表面（デバイス面）のアル
ミ電極が溶解したり腐食されたりしないように、保護膜を形成する必要が有り、プロセス
が煩雑となる。また、その後の洗浄工程により王水を完全に除去できなかった場合は、信
頼性を著しく低下させるので、特に念入りな洗浄処理とする必要がある。また、ドライエ
ッチングによって除去する場合も、高価なメタルドライエッチング装置を必要とし、さら
にエッチングガスが表面のＡｌ電極にダメージを与えないように、表面に保護膜を形成す
る必要があるため、やはり煩雑である。
【００１５】
　また、前記特許文献１には、金属電極を裏面全面に形成後、レーザー照射により、裏面
金属電極のスクライブラインに相当する部分をメタライズ化して脆弱化するか、またはレ
ーザー照射により直接、金属電極膜を除去するか、またはフォトリソグラフィ技術により
除去する方法が示されているが、煩雑であることは否めない。さらに、前記特許文献２に
は、裏面側のスクライブラインに予めマスク材を形成した後、全面に金属電極を形成する
記載があるが、目的が異なるので、ダイシング前にスクライブライン上の金属電極を除去
しておくという内容ではない。
【００１６】
　本発明は、以上、説明した点に鑑みてなされたものであり、前述のような煩雑なプロセ
スを必要とせず、簡単な方法で確実にスクライブライン上の裏面金属電極膜を除去する方
法を含む半導体装置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】
【００１７】
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　特許請求の範囲の請求項１記載の発明によれば、半導体基板の一面に、機能領域を備え
る複数のチップ領域に区画した格子状ラインパターンを有し、他面側には全面に金属電極
膜を有する半導体基板を前記格子状ラインパターンに沿ってダイシングすることにより、
チップ化してなる半導体装置の製造方法において、前記金属電極膜の形成前に、前記一面
側の格子状ラインパターンに対応する他面側の格子状ラインパターン上の半導体基板面に
、該半導体基板面と金属電極膜との密着性を低下させる表面処理を行った後、前記金属電
極膜を全面へ形成し、続いて前記金属電極膜への粘着膜の貼付と、該粘着膜の剥がし処理
を行い、前記他面側の格子状ラインパターン上に形成された前記金属電極膜を剥がした後
、前記ダイシングを行う半導体装置の製造方法とすることにより、前記本発明の目的は達
成される。
【００１８】
　特許請求の範囲の請求項２記載の発明によれば、前記密着性を低下させる表面処理とし
て、自然酸化膜除去処理を行い、次に酸化性雰囲気中で他面側格子状ラインパターンのみ
に選択的にレーザーアニール処理を行って熱酸化膜の形成を行う特許請求の範囲の請求項
１記載の半導体装置の製造方法とすることもできる。
　特許請求の範囲の請求項３記載の発明によれば、前記レーザーアニール処理は、ＹＡＧ
２ωまたはＹＬＦ２ωのパルスレーザーアニールである特許請求の範囲の請求項２記載の
半導体装置の製造方法とすることがより好ましい。
【００１９】
　特許請求の範囲の請求項４記載の発明によれば、前記密着性を低下させる表面処理とし
て、半導体基板との粘着力が前記金属電極膜と前記粘着膜の粘着力より弱い格子状ライン
パターンの弱粘着膜の貼付を行う特許請求の範囲の請求項１記載の半導体装置の製造方法
とすることが好適である。
　特許請求の範囲の請求項５記載の発明によれば、前記引き剥がし処理により、前記弱粘
着膜を引き剥がす特許請求の範囲の請求項４記載の半導体装置の製造方法とすることがい
っそう好適である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、煩雑なプロセスを必要とせず、簡単な方法で確実にスクライブライン
上の裏面金属電極膜を除去する方法を含む半導体装置の製造方法を提供することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１は本発明にかかるシリコンウエハ（半導体基板）の後述するＤＨＦ処理（ａ）から
裏面金属電極膜のスクライブライン除去（ｆ）までのフロー図を示す半導体基板の断面図
である。図６は本発明にかかるシリコンウエハのＤＨＦ処理から裏面への粘着テープの貼
付け／引き剥がし処理までのフロー図を示す半導体基板の断面図である。図７はシリコン
ウエハのスクライブライン領域への選択的な部分レーザー照射の走査を示す模式的斜視図
である。図８は本発明にかかるシリコンウエハのＤＨＦ処理からダイシングまでのフロー
図を示すシリコンウエハの斜視図である。
【実施例１】
【００２２】
　以下、本発明にかかる半導体装置の製造方法について、具体的にはＩＧＢＴについて、
図面を用いて詳細に説明する。本発明はその要旨を超えない限り、以下に説明する実施例
の記載に限定されるものではない。
　５００μｍ以上の厚いシリコンウエハ（半導体基板）を投入し、表面側デバイス製造工
程（前工程）を施して表面側デバイス構造を形成後、ウエハ裏面側の研削、研磨によるウ
エハの薄化処理、裏面側コレクタ層などの機能層を形成する。続いて、表面側スクライブ
ラインパターンに対応する、裏面スクライブライン領域上にシリコンと裏面金属電極膜の
密着性を低下させるための表面処理を施す。
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【００２３】
　この表面処理は、ウエハについてＤＨＦ（希ふっ酸溶液）処理にて自然酸化膜除去を行
った後、酸化性雰囲気中で裏面スクライブラインのみに選択的にレーザーアニール処理を
行って、ライン上のシリコン表面に薄い熱酸化膜を形成することを内容とする処理であっ
て、この処理の後、裏面全面に金属電極膜を形成する。
　図１にこのＤＨＦ処理（ａ）から裏面金属電極膜のスクライブライン除去（ｆ）までの
フロー図を半導体基板の断面図により示す。
【００２４】
　図１（ａ）は、図示しない表面側デバイス構造と裏面研磨を終えたシリコンウエハ１に
ＤＨＦ処理（フッ化水素希釈水溶液による自然酸化膜の溶解処理）と、矢印で示すパルス
レーザー２を表面側スクライブラインと対応する裏面側に施すことを示している。このＤ
ＨＦ処理によれば、裏面シリコン最表面のシリコン原子のダングリングボンド（非共有結
合手）には、水素が結合されて安定化（水素終端化）し、室温程度であれば大気酸素濃度
（約２０％）、１００％酸素雰囲気などの酸化性雰囲気に数時間程度、暴露しても水素終
端状態は保たれ、自然酸化膜は急激に成長しない状態のシリコン面とすることができる。
このＤＨＦ処理後のシリコンウエハ１裏面に、大気中あるいは酸素ガス中など酸化性雰囲
気中で一定エネルギー密度以上のパルスレーザー照射２を裏面側スクライブライン３上に
選択的に行うと、瞬間的に表層シリコンは十分に加熱され酸素ガスなど酸化剤と反応し、
図１（ｂ）のように表層に選択的な熱酸化膜（ＳｉＯ２膜）４が形成される。これをレー
ザーアニール法という。このレーザーアニール法は、図７にシリコンウエハ１のスクライ
ブライン３領域への選択的な部分レーザー照射２の模式的斜視図に示すように、シャッタ
ー開閉制御やＸＹスキャン制御機構などを備えたレーザー光発生装置５により所望のパタ
ーンに部分的／選択的に照射することができるため、シリコンウエハ裏面上のスクライブ
ライン３上に選択的にレーザー照射を行って選択的に前記ＳｉＯ２膜４を形成することが
できる。レーザー光としては、ＹＡＧ２ωまたはＹＬＦ２ωのパルスレーザーが好ましい
。
【００２５】
　ＳｉＯ２膜４が形成されたシリコンウエハ１裏面に金属電極膜（Ａｌ／Ｔｉ／ＮＩ／Ａ
ｕ）６をスパッタリングや蒸着などより成膜（図１（ｃ））する。その後、粘着テープ７
をウエハ裏面全面に一旦貼付けて（図１（ｄ））から、再度粘着テープ７を引き剥がすと
、裏面金属電極がシリコン裏面に直接密着した領域に比べて、ＳｉＯ２膜４が介在する部
分はＳｉＯ２膜４と金属電極膜６との間の密着性が非常に弱いので、密着性の低いスクラ
イブライン上の金属電極膜だけを粘着テープに付着させて選択的に除去することができる
（図１（ｅ））。その後、スクライブラインに残っているＳｉＯ２膜４をＤＨＦ処理によ
り溶解して格子状の裏面金属電極膜除去領域１１を形成し（図１（ｆ））、ダイシング処
理を行う。なお、前記ＳｉＯ２膜４と金属電極膜６との密着性は、シンタリング（電極膜
形成後の熱処理）を行うと上昇してしまうため、シンタリング前に粘着テープの貼付け／
引き剥がし処理を行うのが望ましい。
【実施例２】
【００２６】
　実施例２は、実施例１とは異なり、金属電極膜６とシリコンウエハ１との密着性を低下
させる処理として、選択的に密着性を低下させる膜をシリコンウエハ１裏面と金属電極膜
６との間に形成する方法である。
　図６に、この場合のシリコンウエハのＤＨＦ処理（ａ）からウエハ裏面への粘着テープ
の貼付け／引き剥がし処理（ｅ）までのフロー図をそれぞれ半導体基板の断面図で示す。
また、図８に、ＤＨＦ処理（ａ）後からダイシング（ｉ）までのプロセスフロー図をそれ
ぞれシリコンウエハの斜視図で示す。
【００２７】
　図６（ａ）では、ウエハをＤＨＦ処理し、密着性を低下させる膜として、予め格子状に
加工しておいた弱粘着性シート８（シリコンウエハ１との密着性が弱いシート）をシリコ
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ンウエハ１の表面側スクライブライン３に対応するように裏面側に貼付け（図６（ｂ））
、実施例１と同様の方法で金属電極膜６を全面に成膜した後（図６（ｃ））、今度は金属
電極膜６の上に粘着力の強い強粘着性シート９をウエハ全面に一旦貼り付けてから再度引
き剥がす（図６（ｄ））。そうすると、弱粘着性シート８がシリコンウエハ１から剥がれ
て弱粘着性シート８上の金属電極膜６と共に除去することができるので、弱粘着性シート
８上の金属電極膜６のみをシリコンウエハ１から選択的に除去した格子状のライン領域１
１を簡単に形成することできる（図６（ｅ））。弱粘着性シート８および強粘着性シート
９は通常の半導体プロセスに用いられる種々の粘着性シートを利用することもできる。そ
の際、弱粘着性シート８、強粘着性シート９としては、弱粘着性シート８とシリコンウエ
ハ１との粘着力が強粘着性シート９と金属電極膜６との粘着力より弱くなるようにそれぞ
れ選択すればよい。さらに、弱粘着性シート８は弱粘着性シート８とシリコンウエハ１と
の密着力が弱粘着性シート８と金属電極膜６との密着力より弱いものを選択する。
【００２８】
　図８によれば、ＤＨＦ処理後のシリコンウエハ１と予め格子状に加工しておいた弱粘着
性シート８が貼り付けられたシート１０とを用意し（図８（ａ））、前記格子状の弱粘着
性シート８を有するシート１０を、ウエハ１の裏面に弱粘着性シート８側を向けて、ウエ
ハの表面側のスクライブラインに合わせて貼り付け（図８（ｂ）、その後シート１０を剥
がして弱粘着性シート８のみをシリコンウエハ裏面に転写する（図８（ｃ）、（ｄ））。
シリコンウエハ１の裏面の全面に金属電極膜６を形成する（図８（ｅ））。次に、金属電
極膜との密着性の強い強粘着性シート９を金属電極膜６上に貼り付ける（図８（ｆ））。
強粘着性シート９を引き剥がす（図８（ｇ））。すると、裏面スクライブライン３に相当
する部分の金属電極膜が選択的に除去された格子状のライン領域１１ができる（図８（ｈ
））。シリコンウエハ１の表面側からのダイシングブレード１２を高速回転させてダイシ
ング（図８（ｉ））することにより、ＩＧＢＴチップが完成する。
【００２９】
　なお、以上説明した実施例１、２における金属電極膜６が除去された裏面ダイシングラ
インの幅は、ダイシングで切断されるブレード（刃）幅（約５０μｍ）に左右１００μｍ
程度以上のマージンを持たせ、おおよそ２５０μｍ～３００μｍ程度とすることが好まし
い。
　以上、説明した実施例１、２によれば、従来よりも簡単な方法で確実にスクライブライ
ン上の裏面金属電極膜を除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明にかかるシリコンウエハのＤＨＦ処理（ａ）から裏面金属電極膜のスクラ
イブライン除去（ｆ）までのフロー図を示す半導体基板の断面図である。
【図２】従来のシリコンウエハのダイシング後の切断面を示す断面図（ａ）と斜視図（ｂ
）である。
【図３】従来のダイシング切断によるチッピング破断片の影響を示すシリコンチップの断
面図である。
【図４】シリコンウエハの裏面側スクライブラインを示す平面図である。
【図５】シリコンウエハ裏面のスクライブラインによる効果を示すシリコンウエハの断面
図である。
【図６】本発明にかかるシリコンウエハのＤＨＦ処理から粘着テープの貼付け／引き剥が
し処理までのフロー図を示す半導体基板の断面図である。
【図７】シリコンウエハのスクライブライン領域への選択的な部分レーザー照射を示す模
式的斜視図である。
【図８】本発明にかかるシリコンウエハのＤＨＦ処理からダイシングまでのフロー図を示
すシリコンウエハの斜視図である。
【符号の説明】
【００３１】
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　１、…　　　シリコンウエハ、半導体基板、
　２、…　　　レーザー照射、
　３、…　　　スクライブライン、
　４、…　　　酸化膜、
　５、…　　　レーザー発生装置、
　６、…　　　金属電極膜、
　７、…　　　粘着テープ、
　８、…　　　弱粘着性シート、
　９、…　　　強粘着性シート、
　１０…　　　シート、
　１１…　　　電極膜除去領域、格子状ライン領域。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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