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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ウェハのおもて面の中央部にデバイスの表面構造を形成する表面構造形成工程と
、
　第１の砥石を用いた研削によって、前記半導体ウェハの裏面の中央部を外周端部よりも
薄くする第１の研削工程と、
　前記第１の砥石よりも砥粒の平均粒径の粗い第２の砥石を用いた研削によって、前記第
１の研削工程で研削された領域より小さい径の領域をさらに薄くする第２の研削工程と、
　前記第２の砥石よりも砥粒の平均粒径の細かい第３の砥石を用いた研削によって、前記
第２の研削工程で研削された領域より小さい径の領域をさらに薄くする第３の研削工程と
、
　を含み、前記第１の研削工程、前記第２の研削工程および前記第３の研削工程を順次行
って、前記半導体ウェハの外周端部に、前記半導体ウェハの中央部よりも厚いリブ部を形
成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第３の研削工程の後に、前記半導体ウェハの裏面の中央部および前記リブ部の表面
を、前記第３の砥石の砥粒の平均粒径と同じかそれ以上の深さまでエッチングにより除去
するエッチング工程をさらに含む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】
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　前記第２の研削工程においては、前記半導体ウェハの裏面の中央部を、前記第３の研削
工程の取り代と前記エッチング工程のエッチング取り代とを残した厚さまで薄くすること
を特徴とする請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第１の研削工程においては、前記半導体ウェハの裏面の中央部を研削する深さは２
００μｍ以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項５】
　前記第２の砥石の砥粒の平均粒径が５０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～４
のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記表面構造形成工程と、前記第１の研削工程と、の間に、
　前記半導体ウェハのデバイスの表面構造が形成されたおもて面に、保護テープを貼付す
る貼付工程をさらに含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか一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】
　この発明は、電力変換装置などに使用されるパワー半導体装置の製造方法に関し、特に
デバイス厚が薄い薄型半導体デバイスを製造する半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔ
ｏｒ：絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）において、パンチスルー型とノンパンチスル
ー型とが使用されている。まず、従来のパンチスルー型ＩＧＢＴの製造方法について説明
する。なお、本明細書において、ｎまたはｐを冠した半導体は、それぞれ電子、正孔が多
数キャリアであることを意味する。また、ｎ+やｎ-などのように、ｎやｐに付す「+」ま
たは「-」は、それぞれそれらが付されていない半導体の不純物濃度よりも比較的高濃度
または比較的低濃度であることを表す。
【０００３】
　図１３は、従来のパンチスルー型ＩＧＢＴの構造について示す断面図である。パンチス
ルー型ＩＧＢＴは、オン時の低オン電圧化を目的としている。パンチスルー型ＩＧＢＴで
は、コレクタ側からキャリアを注入してＩＧＢＴ内に高濃度のキャリアを充満させる。さ
らに、高い電圧を支えるｎ+バッファ層１０２が設けられることで、薄いｎ-ドリフト層１
０３を実現し、低オン電圧化を実現している。また、速いターンオフ時間を実現するため
に、ライフタイムコントロールが併せて用いられる。その理由は、ＩＧＢＴ内に充満した
キャリアをすみやかに消去するためである。これにより、キャリア輸送効率を低下させ、
低いスイッチング損失が得られる。しかしながら、通常のオン状態においても、そのキャ
リア輸送効率を低下させる効果のためにオン電圧が増えてしまうという課題がある。
【０００４】
　図１３に示すように、ウェハのおもて面側に形成される表面構造は、例えば、ｎ-ドリ
フト層１０３の表面層の一部に、ｐベース領域１０４が設けられている。また、ｐベース
領域１０４の表面層の一部に、ｎ+エミッタ領域１０５が設けられている。そして、ｎ+エ
ミッタ領域１０５を貫通し、ｎ-ドリフト層１０３に達するトレンチ１１０が設けられて
いる。トレンチ１１０の内部には、ゲート酸化膜１０６を介してゲート電極１０７が設け
られている。また、ゲート酸化膜１０６およびゲート電極１０７の上には絶縁膜１２０が
設けられており、絶縁膜１２０によってゲート電極１０７とエミッタ電極１０８とが離れ
ている。また、エミッタ電極１０８は、ｐベース領域１０４と、ｎ+エミッタ領域１０５
と、に接するように設けられている。
【０００５】
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　また、図１３に示すように、パンチスルー型ＩＧＢＴにおいては、ｐ+コレクタ層１０
１となる高不純物濃度のｐ型シリコン基板上に高不純物濃度のｎ型エピタキシャル層を成
長させて、ｎ+バッファ層１０２を形成する。ついで、ｎ+バッファ層１０２の上に、低不
純物濃度のｎ型エピタキシャル層を成長させて、ｎ-ドリフト層１０３を形成する。パン
チスルー型ＩＧＢＴは、このようにエピタキシャル成長法によって作製されたウェハを用
いて製造される。
【０００６】
　図１４は、従来のノンパンチスルー型ＩＧＢＴの構造について示す断面図である。ノン
パンチスルー型ＩＧＢＴは、コレクタ側からのキャリアの注入を抑制し、注入効率を下げ
て輸送効率を上げるという、パンチスルー型ＩＧＢＴとは逆の設計思想に基づいている。
すなわち、ライフタイムのコントロールを行わず、コレクタ（ｐ+層）の不純物濃度コン
トロールで、キャリアの注入効率の制御を行うものである。ノンパンチスルー型ＩＧＢＴ
は、ｎ型ＦＺ（Ｆｌｏａｔｉｎｇ　Ｚｏｎｅ）ウェハなどの低価格のウェハを用いて製造
される。
【０００７】
　図１４に示すように、ノンパンチスルー型ＩＧＢＴにおいては、ｎ型ＦＺウェハのおも
て面側に表面構造を形成した後に、ウェハの裏面から研削して、ｎ-ドリフト層１０３を
薄くする。ついで、ｎ型ＦＺウェハの裏側から、例えば、ボロンイオンを照射する。照射
されたボロンイオンの一部を、例えば、４００度以下の低温度アニールにより活性化する
。これにより、ｐ+コレクタ層１０１を形成する。そして、コレクタ電極１０９を、ｐ+コ
レクタ層１０１に接するように形成する。
【０００８】
　近年、ＩＧＢＴでは、高性能化および低コスト化が重要な課題となっている。このため
、スイッチング損失の低減と高速スイッチング特性の改善が可能であり、尚且つ低コスト
化が可能であるノンパンチスルー型ＩＧＢＴが主流となっている。そして、ＩＧＢＴの特
性をさらに向上させるために、フィールドストップ（ＦＳ）層を用いた薄型のＩＧＢＴ構
造が用いられるようになっている。
【０００９】
　図１５は、ＦＺウェハを用いたフィールドストップ（ＦＳ）型ＩＧＢＴの構造について
示す断面図である。ＦＳ型ＩＧＢＴでは、ｎ+バッファ層１０２をフィールドストップ層
１０２として用いている。図１４に示したノンパンチスルー型ＩＧＢＴと同様に、キャリ
アの低注入、高輸送効率という効果を奏しながら、ノンパンチスルー構造よりもベース層
を薄くすることで更なるオン電圧、ターンオフ損失特性が改善されたものとなっている。
図１５に示すように、ＦＳ型ＩＧＢＴにおいては、ウェハのおもて面側にデバイスの表面
構造を形成した後に、ｎ型ＦＺウェハの裏面を削って薄化する。そして、裏面からリンイ
オンを照射し、その後ボロンイオンを照射する。さらに、ウェハのおもて面を冷却しなが
ら裏面にレーザ光を照射してアニールする。これによって、リン原子およびボロン原子を
活性化させることで、ｎ+バッファ層１０２およびｐ+コレクタ層１０１を形成する。
【００１０】
　ここで、図１５に示すようなＦＳ型ＩＧＢＴの特性を向上させるためには、耐圧に応じ
てｎ-ドリフト層１０３を薄くすればよい。具体的には、例えば、耐圧が１２００ＶのＩ
ＧＢＴを作成する場合、ｎ-ドリフト層１０３の厚さを１２０μｍから１３０μｍ程度に
することで、十分に所望の性能を得ることができる。また、耐圧が６００ＶのＩＧＢＴを
形成する場合、ｎ-ドリフト層１０３の厚さを６０μｍから７０μｍ程度にすればよい。
【００１１】
　このように、ｎ-ドリフト層１０３であるウェハの厚さを薄くすると、ウェハの反りが
増大し、剛性が著しく低下する。したがって、その後の製造工程や搬送工程において、例
えばアームや治具などでウェハを保持する際に、ウェハの強度が保てないという問題があ
る。
【００１２】
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　そこで、ウェハの裏面側にリブ構造を設けたウェハが提案されている。リブ構造のウェ
ハは、ウェハの裏面側において、外周端部が、中央部よりも厚くなっている。リブ構造の
ウェハを用いることで、ウェハの反りが大幅に緩和されて、搬送工程においてウェハを取
り扱う際に、ウェハの強度が大幅に向上し、ウェハの割れや欠けを軽減することができる
。
【００１３】
　このようなリブ構造のウェハを作製する方法としては、複数のデバイスが形成されたデ
バイス領域とデバイス領域を囲繞する外周余剰領域とが表面に形成されたウェハの裏面全
面を研削して所定の厚さのウェハを形成した後に、ウェハの裏面のうちデバイス領域に相
当する領域を研削して所定の厚さの凹部を形成し、その外周側にリング状補強部を形成す
る方法が提案されている（例えば、下記特許文献１参照。）。
【００１４】
　また、ウェハの薄層化に関して、待機位置で吸着チャックにシリコン基板を吸着させ、
その状態のまま吸着チャックとシリコン基板を移動させて、粗研削用ダイヤモンド砥石に
よる粗研削加工と、仕上げ研削用ダイヤモンド砥石による仕上げ研削加工と、酸化セリウ
ム砥粒を含む砥石による加工歪除去を順に連続して行う方法が提案されている（例えば、
下記特許文献２参照。）。
【００１５】
　そして、上述のような砥石によるウェハの薄膜化の際に、無数の気泡を有するビトリフ
ァイド接合剤によって、例えば粒度＃５０００から＃２００００のダイヤモンド砥粒を保
持し、その無数の気泡内に粘性を有する合成樹脂を含浸したダイヤモンド砥石によってウ
ェハの裏面を研削する方法が提案されている（例えば、下記特許文献３参照。）。
【００１６】
【特許文献１】特開２００７－０３５７５６号公報
【特許文献２】特開２００６－３０３３２９号公報
【特許文献３】特開２００７－０１２８１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、上述した特許文献１の技術では、ウェハ全体の厚みを薄くした後に、ウ
ェハの中央部を研削してウェハの外周端部をリブとして残している。そのため、ウェハの
リブの厚みは、ウェハ全体を薄くする前のウェハよりも薄くなっている。ウェハのリブの
厚みは、ウェハの剛性に影響を与える要因の一つであり、ウェハのリブが厚いほどウェハ
の剛性は高くなる。そのため、上述した特許文献１の技術で作製したウェハは、リブによ
り本来得られるはずの最大限の剛性を得ることができない。そこで、ウェハの中央部のみ
を薄くして、当初のウェハの厚みと同じ厚さのリブを形成する方法が考えられる。
【００１８】
　この場合、上述した特許文献１において、はじめに行う粗い砥石の砥粒を用いた研削（
以下、粗研削とする）によりウェハ全体の厚みを薄くする工程を省いて、細かい砥粒の砥
石を用いた研削（以下、精研削とする）のみを行いウェハの中央部を所定の厚さになるま
で薄くし、ウェハの外周端部を加工前のウェハの厚さのままリブとして残すという方法が
ある。一般に、研削により形成されたウェハの研削面には、研削の際に用いる砥石の砥粒
の粒径と同程度の深さの加工ダメージ層が生じる。したがって、精研削のみを行う場合に
は、ウェハの研削面の加工ダメージは、ウェハの厚さに対して砥石の砥粒の粒径が無視で
きる程度となる。つまり、この方法により、ウェハの研削面に加工ダメージをほとんど生
じさせない状態で、高い剛性を有するウェハを作製することができる。しかしながら、精
研削において研削速度を上げた場合、ウェハの研削面の焼き付きや砥石の破損などの問題
が生じてしまう。また、精研削では、ウェハ全体の加工時間が長くなり、ウェハの生産性
が損なわれるという問題がある。
【００１９】
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　そこで、次のような方法が考えられる。図８に、半導体ウェハの中央部に粗研削を行い
、続けて研削面の中央部に精研削を行って作製された半導体装置の断面図を示す。この方
法では、はじめに粗研削により、ウェハ１の能動領域２の厚さ、精研削の取り代およびエ
ッチング取り代を残した厚さまでウェハ１の中央部を薄くする。続いて精研削によって、
粗研削の領域よりも小さい径の領域で、ウェハ１の研削面の中央部を所定の厚さになるま
で薄くして、ウェハ１の外周端部を加工前のウェハの厚さのままリブ４として残す。この
とき、リブ４の側壁には、粗研削と精研削とで研削領域の径を変えていることにより、段
差が生じる。この方法では、はじめに粗研削を行うことで単位時間当たりの研削除去量が
多くなるため、上述した精研削のみを行う場合に比べて、加工時間が大幅に短縮される。
そして、その後の精研削において、粗研削により生じたウェハ１の中央部の加工ダメージ
層を除去することにより、ウェハ１の中央部の厚さのばらつきを軽減させることができる
。これにより、ウェハの中央部に加工ダメージをほとんど生じさせない状態で、高い剛性
を有するウェハを作製することができる。また、粗研削により加工時間を短縮することが
できるため、ウェハの生産性が向上する。
【００２０】
　しかしながら、上述した方法では、粗研削によって生じた加工ダメージ層がリブ４の側
壁に残ってしまう。図９は、半導体ウェハの中央部に粗研削を行い、続けて研削面の中央
部に精研削を行って作製された半導体装置の、エッチング前のリブ表面Ｂ（図８参照）の
内周端部の模式図である。また、図１０は、半導体ウェハの中央部に粗研削を行い、続け
て研削面の中央部に精研削を行って作製された半導体装置に、約２０μｍの深さでエッチ
ングを行った後のリブ表面Ｂ（図８参照）の内周端部の模式図である。なお、図９、１０
は、図８に示すリブ表面Ｂを矢印で示すように観察したときの様子を表している。上述し
た方法では、粗研削によるリブ４の側壁の加工ダメージ層に、精研削用の細かい砥粒の砥
石が接触した際に、砥石が破損する恐れがある。そのため、粗研削の後に続けて行う精研
削では、粗研削によるリブ４の側壁の加工ダメージ層に接触しないように、粗研削の研削
領域よりも小さい径の領域を研削する必要がある。したがって、粗研削によるリブ４の側
壁の加工ダメージ層は、上述した方法では軽減されない。また、はじめに粗研削を行って
いるため、ウェハ１のリブ表面Ｂの内周端部にも、粗研削によって生じる加工ダメージが
残ってしまう。このとき、ウェハ１のリブ表面Ｂの内周端部には、割れや欠けなどが生じ
ている場合がある。この割れや欠けは、その後ウェハ１をエッチングした際に、リブ表面
Ｂに流線状のスジ８を生じさせる原因の一つとなっている。このリブ表面Ｂの流線状のス
ジ８は、その後の製造工程や搬送工程において、例えばアームや治具などによりウェハの
リブ表面を吸着する際の真空吸着力の低下を招くという問題がある。なお、このウェハ１
において、吸着力の測定を行った結果、真空度２０ｋＰａ～８０ｋＰａの範囲では空気が
漏れてしまい、吸着力を維持することができなかった（吸着力の測定方法については、後
述する。）。
【００２１】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、ウェハの平坦性および剛
性を維持した状態で、ウェハの生産性を向上させることのできる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】
【００２２】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明にかかる半導体装置の製
造方法は、半導体ウェハのおもて面の中央部にデバイスの表面構造を形成する表面構造形
成工程と、第１の砥石を用いた研削によって、前記半導体ウェハの裏面の中央部を外周端
部よりも薄くする第１の研削工程と、前記第１の砥石よりも砥粒の粒径の粗い第２の砥石
を用いた研削によって、前記第１の研削工程で研削された領域より小さい径の領域をさら
に薄くする第２の研削工程と、前記第２の砥石よりも砥粒の粒径の細かい第３の砥石を用
いた研削によって、前記第２の研削工程で研削された領域より小さい径の領域をさらに薄
くする第３の研削工程と、を含み、前記第１の研削工程、前記第２の研削工程および前記



(6) JP 5422907 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

第３の研削工程を順次行って、半導体ウェハの外周端部に、半導体ウェハの中央部よりも
厚いリブ部を形成することを特徴とする。
【００２３】
　また、請求項２の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１に記載の発明におい
て、前記第３の研削工程の後に、前記半導体ウェハの裏面の前記中央部および前記リブ部
の表面を、前記第３の砥石の砥粒の平均粒径と同じかそれ以上の深さまでエッチングによ
り除去するエッチング工程をさらに含むことを特徴とする。
【００２４】
　また、請求項３の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項２に記載の発明におい
て、前記第２の研削工程においては、前記半導体ウェハの裏面の中央部を、前記第３の研
削工程の取り代と前記エッチング工程のエッチング取り代とを残した厚さまで薄くするこ
とを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項４の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～３のいずれか一つ
に記載の発明において、前記第１の研削工程においては、前記半導体ウェハの裏面の中央
部を研削する深さは２００μｍ以下であることを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項５の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～４のいずれか一つ
に記載の発明において、前記第２の砥石の砥粒の平均粒径が５０μｍ以下であることを特
徴とする。
【００２８】
　また、請求項６の発明にかかる半導体装置の製造方法は、請求項１～５のいずれか一つ
に記載の発明において、前記表面構造形成工程と、前記第１の研削工程と、の間に、前記
半導体ウェハのデバイスの表面構造が形成されたおもて面に、保護テープを貼付する貼付
工程をさらに含むことを特徴とする。
【００２９】
　上述した各請求項の発明によれば、半導体ウェハのおもて面の中央部にデバイスの表面
構造を形成し、半導体ウェハの裏面の中央部のみを砥石により研削するため、半導体ウェ
ハの外周端部の厚さが当初の半導体ウェハの厚さのままである。したがって、この半導体
ウェハにおける最大の剛性を得ることができる。また、はじめに細かい砥粒の砥石を用い
て研削することで、この研削領域に対応する半導体ウェハのリブ側壁に加工ダメージ層が
ほとんど生じない。そして、続けて行う粗い砥粒の砥石を用いた研削は、前の研削領域よ
りも小さい径の領域を研削するため、この粗い砥粒の砥石は、細かい砥粒の砥石により研
削されたウェハのリブ側壁に接触しない。そのため、半導体ウェハのリブ表面の内周端部
には、割れや欠けがほとんど生じない。後のエッチングにおいて、半導体ウェハのリブ表
面は、この割れや欠けによる影響をほとんど受けないため、平坦性が維持される。これに
より、半導体ウェハのリブ表面のアームなどへの吸着力を維持することができる。また、
粗い砥粒の砥石を用いて研削を行うことによって、砥粒の粒径が細かい砥石で研削する量
が減るため、研削に要する時間が短くなる。これにより、半導体ウェハの全体のスループ
ットが向上する。また、最後に細かい砥粒の砥石を用いて研削することで、デバイスの表
面構造の裏面の加工ダメージをほぼ完全に除去することができる。そのため、その後にエ
ッチングにより除去する量が少なくなるため、エッチング取り代を少なくすることができ
る。したがって、半導体ウェハの外周端部が中央部よりも厚いウェハを製造する際に、半
導体ウェハの中央部の厚さにばらつきが生じないため、この半導体ウェハを用いて作製さ
れたデバイスの特性が均一となる。また、この細かい砥粒の砥石を用いた研削は、前の粗
い砥粒の砥石を用いた研削の領域よりも小さい径の領域を研削する。そのため、この細か
い砥粒の砥石は、粗い砥粒の砥石により研削されたウェハのリブ側壁に接触しない。これ
により、砥石の破損などが生じないため、生産コストを抑えることができる。
【００３０】
　また、請求項２の発明によれば、研削工程最後の細かい砥粒の砥石を用いた研削により
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半導体ウェハの裏面の中央部に生じた加工ダメージは、エッチングによってほぼ完全に除
去されるため、半導体ウェハの中央部の厚さにばらつきが生じない。
【００３１】
　また、請求項４の発明によれば、後のエッチングの際に半導体ウェハのリブ表面の内周
端部に生じた割れや欠けの影響を受けないように、半導体ウェハのリブの内周端部の加工
ダメージを軽減させることができるため、半導体ウェハのリブ表面の吸着力を維持するこ
とができる。さらに、精研削による研削を比較的短時間で終わらせることができるため、
半導体ウェハ全体の加工時間を、従来の製造方法で作成された半導体ウェハの加工時間と
ほぼ同じにすることができる。
【００３２】
　また、請求項６の発明によれば、半導体ウェハのおもて面に保護テープを貼付すること
ができる。半導体ウェハのおもて面には、デバイスの表面構造が形成されているので、半
導体ウェハの裏面を研削する際に、デバイスの表面構造を衝撃や振動から保護することが
できる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明にかかる半導体装置の製造方法によれば、半導体ウェハのリブ表面の吸着力が維
持され、かつ生産性を向上させることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる半導体装置の製造方法の好適な実施の形
態を詳細に説明する。なお、以下の実施の形態の説明およびすべての添付図面において、
同様の構成には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００３５】
（実施の形態）
　図１～４は、実施の形態にかかる半導体装置の製造方法について順に示す断面図である
。まず、図１に示すように、半導体ウェハ１のおもて面の中央部に、デバイスの表面構造
を形成する。このデバイスの表面構造の形成された領域が能動領域２である。ついで、半
導体ウェハ１の能動領域２の表面に保護テープ３を貼付する。そして、研削定盤２０に半
導体ウェハ１を、保護テープ３を下にして載せる。保護テープ３を半導体ウェハ１の能動
領域２の表面に貼付することで、半導体ウェハ１の裏面を研削する際に、能動領域２を研
削時の衝撃や振動から保護することができる。これにより、この半導体ウェハ１を用いて
作製されたデバイスの特性が損なわれるのを防ぐことができる。なお、研削時の衝撃や振
動の影響が小さい場合には、保護テープ３を貼付しなくてもよい。
【００３６】
　ついで、砥粒の比較的細かい精研削用砥石２１が固着された精研削用研削ホイール２２
を用いて、半導体ウェハ１の裏面の中央部を精研削する（以下、第１段精研削とする）。
このとき、半導体ウェハ１の裏面の外周端部の厚さは、加工前の半導体ウェハ１の厚さの
ままにしておく。この外周端部がリブ４となる。つまり、半導体ウェハ１は、リブ４を残
すようにその裏面の中央部が研削されることになる。また、半導体ウェハ１の研削面（半
導体ウェハ１の裏面の中央部およびリブ４の側壁）には、加工ダメージの比較的少ない加
工ダメージ層５（以下、微細ダメージ層５とする）が残る。
【００３７】
　ついで、図２に示すように、砥粒の比較的粗い粗研削用砥石３１が固着された粗研削用
研削ホイール３２を用いて、第１段精研削の研削領域よりも小さい径の領域で、半導体ウ
ェハ１の研削面の中央部を粗研削する（以下、第２段粗研削とする）。このとき、半導体
ウェハ１の中央部の厚さは、少なくとも所定の厚さ（以下、目標厚さとする）に、後の研
削工程における取り代とエッチング取り代とを加えた厚さとする。また、半導体ウェハ１
の裏面の中央部には、加工ダメージの多い加工ダメージ層６（以下、粗ダメージ層６とす
る）が残る。そして、半導体ウェハ１のリブ４の側壁には、リブ表面の近傍部分に第１段
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精研削により生じた微細ダメージ層５が残り、それよりも深い部分に、第２段粗研削によ
り生じた粗ダメージ層６が残る。
【００３８】
　ついで、図３に示すように、砥粒の比較的細かい精研削用砥石４１が固着された精研削
用研削ホイール４２を用いて、第２段粗研削の研削領域よりも小さい径の領域で、半導体
ウェハ１の研削面の中央部を精研削する（以下、第３段精研削とする）。このとき、半導
体ウェハ１の中央部の厚さは、少なくとも目標厚さにエッチング取り代を加えた厚さ以上
とする。また、半導体ウェハ１の裏面の中央部には、加工ダメージの比較的少ない加工ダ
メージ層７（以下、微細ダメージ層７）が残る。そして、半導体ウェハ１のリブ４の側壁
には、第１段精研削により生じた微細ダメージ層５と、第２段粗研削により生じた粗ダメ
ージ層６および第３段精研削により生じた微細ダメージ層７が残る。すなわち、図３に示
すように半導体ウェハ１のリブ４の側壁には、第１段精研削、第２段粗研削および第３段
精研削により複数の段差が生じている。
【００３９】
　なお、エッチング取り代は、後のエッチング工程においてエッチングを行う深さであり
、第３段精研削の精研削用砥石４１の砥粒の平均粒径と同じかそれよりも大きい値とする
。また、各研削ホイール２２、３２、４２には、例えば図示しないモータが連結されてお
り、そのモータの駆動により研削ホイールが回転し、砥石も回転する構成となっている。
【００４０】
　ついで、図４に示すように、半導体ウェハ１の裏面全面を、例えば約２０μｍの深さで
エッチングする。すなわち、半導体ウェハ１の裏面の中央部と、リブ４とを同時にエッチ
ングする。エッチングにおいては、例えば、半導体ウェハ１をそのおもて面を下にしてス
ピンチャック２３に保持させ、その状態で回転させながら、半導体ウェハ１の裏面側に、
ノズル２４からエッチング液２５を噴出することでエッチングを行う。
【００４１】
　実施の形態にかかる半導体装置の製造方法において、第１段精研削は、半導体ウェハ１
のリブ４の表面に、後のエッチングにおける影響を受けないように、半導体ウェハ１のリ
ブ側壁の内周端部の加工ダメージを軽減させる目的で行われる。このとき、第１段精研削
による研削の深さは、５μｍ以上２００μｍ以下であるのが適当である。その理由は、研
削の深さが５μｍ未満では、後のエッチングによる影響が十分に緩和されず、半導体ウェ
ハ１のリブ４の表面に流線状のスジ８（図１０参照）ができてしまうからである。一方、
研削の深さが２００μｍより大きくなると、半導体ウェハの全体の加工時間が長くなり、
半導体ウェハ１の生産性が損なわれてしまうからである。
【００４２】
　また、第１段精研削に用いられる砥石２１は、例えばダイヤモンド砥石などであり、そ
の砥粒の平均粒径は、０．５μｍ以上でかつ第２段粗研削に用いられる砥石３１の砥粒の
粒径を超えない程度であるのが適当である。その理由は、砥粒の平均粒径が０．５μｍ未
満では、研削速度により、半導体ウェハの研削面に焼き付きがおこる場合があるからであ
る。一方、砥粒が砥石３１の砥粒の粒径以上の場合には、第１段精研削を行う必要がなく
なってしまうからである。また、砥石２１の砥粒の平均粒径を０．５μｍ以上とした根拠
については、後述する。
【００４３】
　また、第２段粗研削は、半導体ウェハ１の全体の加工時間を短縮する目的で行われる。
このとき、第２段粗研削に用いられる砥石３１の砥粒の平均粒径は、第１段精研削に用い
られる砥石２１の砥粒および第３段精研削に用いられる砥石４１の砥粒の平均粒径よりも
大きく５０μｍ以下であるのが適当である。その理由は、砥石３１の砥粒の粒径が砥石２
１の砥粒または砥石４１の砥粒の平均粒径以下の場合には、第１段精研削または第３段精
研削と同様の研削工程となってしまい、第２段粗研削を行う必要がなくなってしまうから
である。一方、砥石３１の砥粒の平均粒径が５０μｍを超える場合には、砥石３１の砥粒
が大きくなるほど、半導体ウェハ１の研削面に生じる粗ダメージ層６が深くなり、後の第
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３段精研削およびエッチング工程において、粗ダメージ層６を除去することができない場
合があるからである。また、砥石３１の砥粒の平均粒径を５０μｍ以下とした根拠につい
ては、後述する。
【００４４】
　また、第３段精研削は、第２段粗研削によって半導体ウェハ１の裏面の中央部に生じた
粗ダメージ層６をほぼ完全に除去する目的で行われる。このとき、第３段精研削に用いら
れる砥石４１の砥粒の平均粒径は、第１段精研削に用いられる砥石２１と同じ範囲の粒径
であってもよい。その理由は、第１段精研削と同様である。さらに、第３段精研削に用い
られる砥石４１の砥粒の粒径については、その後のエッチング工程において、エッチング
取り代を少なくできる程度であるのが望ましい。また、第１段精研削に用いられる砥石２
１と第３段精研削に用いられる砥石４１とは、その砥粒の粗細関係は問わない。つまり、
第１段精研削に用いられる砥石２１の砥粒の平均粒径が、第３段精研削に用いられる砥石
４１の砥粒の平均粒径に比べて細かくてもよい。反対に、第３段精研削に用いられる砥石
４１の平均砥粒が、第１段精研削に用いられる砥石２１の砥粒の平均粒径に比べて細かく
てもよい。
【００４５】
　また、エッチングは、加工ダメージ層をほぼ完全に除去する目的で行われる。さらに、
エッチングによって、半導体ウェハ１の中央部の厚さを、目標厚さに調整してもよい。ま
た、エッチングの深さ（図４中、半導体ウェハ１の裏面側の表面から二点鎖線までの領域
）は、第３段精研削に用いられる砥石４１の砥粒の平均粒径以上であることが好ましい。
その理由は、エッチングの深さが砥石４１の砥粒の平均粒径よりも小さい場合、研削面の
加工ダメージが除去されずに残ってしまうからである。
【００４６】
　以上、説明したように、実施の形態によれば、半導体ウェハの裏面の中央部のみを砥石
により研削するため、半導体ウェハの外周端部の厚さが当初の半導体ウェハの厚さのまま
である。したがって、この半導体ウェハにおける最大の剛性を得ることができる。また、
はじめに第１段精研削を行うことで、この研削領域に対応する半導体ウェハのリブ側壁に
加工ダメージ層がほとんど生じない。そして、続けて行う第２段粗研削は、前の研削領域
よりも小さい径の領域を研削するため、第２段粗研削に用いられる粗い砥粒の砥石は、第
１段精研削により生じた半導体ウェハのリブ側壁の微細加工ダメージ層に接触しない。そ
のため、半導体ウェハのリブ表面の内周端部には、割れや欠けがほとんど生じない。後の
エッチングにおいて、半導体ウェハのリブ表面は、この割れや欠けによる影響をほとんど
受けないため、平坦性が維持される。これにより、半導体ウェハのリブ表面のアームなど
への吸着力を維持することができる。また、第２段粗研削を行うことによって、砥粒の平
均粒径が細かい砥石で研削する量が減るため、研削に要する時間が短くなる。これにより
、半導体ウェハの全体のスループットが向上する。また、最後に第３段精研削を行うこと
で、デバイスの表面構造の裏面の加工ダメージをほぼ完全に除去することができる。その
ため、その後にエッチングにより除去する量が少なくなり、エッチング取り代を少なくす
ることができる。したがって、半導体ウェハの外周端部が中央部よりも厚いウェハを製造
する際に、半導体ウェハの中央部の厚さにばらつきが生じないため、この半導体ウェハを
用いて作製されたデバイスの特性が均一となる。また、第３段精研削は、前の第２段粗研
削の領域よりも小さい径の領域を研削する。そのため、第３段精研削に用いられる細かい
砥粒の砥石は、第２段粗研削により生じた半導体ウェハのリブ側壁の粗ダメージ層に接触
しない。これにより、砥石の破損などが生じないため、生産コストを抑えることができる
。
【００４７】
　また、第３段精研削に用いられる砥石の砥粒の平均粒径と同じかそれ以上の深さまで半
導体ウェハをエッチングすることで、第３段精研削により半導体ウェハ裏面の中央部に生
じた微細ダメージ層がほぼ完全に除去されるため、半導体ウェハの中央部の厚さにばらつ
きが生じない。また、第１段精研削による研削の深さを２００μｍ以下とすることで、後
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のエッチングの際に半導体ウェハのリブ表面の内周端部に生じた割れや欠けの影響を受け
ないように、半導体ウェハのリブ表面の内周端部の加工ダメージを軽減させることができ
る。そのため、半導体ウェハのリブ表面の吸着力を維持することができる。さらに、精研
削による研削を比較的短時間で終わらせることができるため、従来の製造方法で作成され
た半導体ウェハの加工時間とほぼ同じにすることができる。また、半導体ウェハのおもて
面に保護テープを貼付することで、半導体ウェハの裏面を研削する際に、デバイスの表面
構造を衝撃や振動から保護することができるため、半導体ウェハの生産性が向上する。
【００４８】
（実施例）
　図５は、実施の形態にかかる製造方法で作製された半導体装置について示す断面図であ
る。まず、上述した実施の形態にしたがい、半導体ウェハ１のおもて面の中央部に、デバ
イスの表面構造を形成する。そして、第１段精研削、第２段粗研削および第３段精研削を
行うことで半導体ウェハ１の裏面の中央部を薄くし、半導体ウェハの外周端部をリブ４と
して残した。これにより、図５に示すような外周端部にリブ４を有する半導体ウェハ１を
作製した。なお、半導体ウェハ１のリブ４の側壁には、第１段精研削、第２段粗研削およ
び第３段精研削による段差が生じている。このとき、第１段精研削では、半導体ウェハ１
の裏面側の表面から５μｍ以上２００μｍ以下の範囲内で、半導体ウェハ１の裏面の中央
部を精研削した。また、第２段粗研削では、第１段精研削の研削領域よりも小さい径の領
域の、半導体ウェハ１の研削面の中央部を粗研削した。その際、半導体ウェハの中央部が
、目標厚さに第３段精研削の取り代およびエッチング取り代を残した厚さになるまで研削
を続けた。第３段精研削においては、第２段粗研削の研削領域よりも小さい径の領域を研
削し、半導体ウェハ１の研削面の中央部の加工ダメージ層をほぼ完全に除去した。
【００４９】
　ついで、エッチング前の半導体ウェハ１において、半導体ウェハ１の裏面の方向（図５
に示す矢印の方向）からリブ４の表面Ａを観察した。図６は、実施の形態にかかる製造方
法で作製された、エッチング前の半導体装置の表面Ａを、半導体ウェハ１の裏面の方向か
ら観察した表面状態の模式図である。図６に示すように、実施の形態にかかる製造方法に
より作製された半導体ウェハ１では、リブ４の表面Ａの縁は第１段精研削により加工ダメ
ージの少ないほぼ平坦な面となっている。
【００５０】
　ついで、研削工程を行った後の半導体ウェハ１の裏面全体にエッチングを行い、約２０
μｍ薄くした。ついで、エッチング後の半導体ウェハ１において、半導体ウェハ１の裏面
の方向（図５に示す矢印の方向）からリブ４の表面Ａを観察した。図７は、実施の形態に
かかる製造方法で作製された、エッチング後の半導体装置の表面Ａを、半導体ウェハ１の
裏面の方向から観察した表面状態の模式図である。図７に示すように、実施の形態にかか
る製造方法により作製された半導体ウェハ１では、リブ４の表面Ａはエッチングによりほ
ぼ平坦な面となっている。また、リブ４の表面Ａの縁は、エッチング前の状態よりもさら
に平坦な面となっている。
【００５１】
　ついで、エッチング後の半導体ウェハ１の吸着力を測定した。図１１は、実施の形態に
かかる製造方法で作製された半導体装置の吸着力測定方法を示す概念図である。吸着力測
定には、例えばアルマイト材を用いて作製された吸着ハンド５１を使用した。吸着ハンド
５１は、半導体ウェハ１の径より長く、かつ半導体ウェハ１の径よりも狭い略矩形状をし
た板状の本体と、吸着ハンド５１の内部を真空引きするためのパイプ５３とを有している
。そして、吸着ハンド５１の吸着面には、半導体ウェハ１のリブ４の表面を吸着するため
の複数の真空吸着孔５２が備えられている。また、真空吸着孔５２は、パイプ５３に接続
されている。この真空吸着孔５２は、吸着ハンド５１の吸着面と半導体ウェハ１のリブ４
の表面とを合わせたときに、ちょうど半導体ウェハ１のリブ４と重なる部分に位置してい
る。そして、真空吸着孔５２は、パイプ５３を介して吸着ハンド５１の内部を真空引きす
ることで、半導体ウェハ１のリブ４の表面を吸着して保持できればよく、例えば、複数の
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真空吸着孔５２が吸着ハンド５１の内部で連結されていてもよい。この吸着ハンド５１を
用いて、真空度を変化させることで、半導体ウェハ１のリブ４の表面を吸着し保持できる
かを測定した。その結果、真空度２０ｋＰａ～８０ｋＰａの範囲で、半導体ウェハ１の吸
着力を維持できることがわかった。
【００５２】
　また、研削工程に用いられる砥石の好適な砥粒を特定するために、上述した実施の形態
にしたがい、研削条件を種々変化させて、半導体ウェハの強度を測定した。図１２は、研
削条件と半導体ウェハの剛性との関係を示す図である。まず、直径１５０ｍｍ、元の厚さ
６２５μｍのウェハを用いて、耐圧が６００Ｖとなるパンチスルー型のＩＧＢＴを作製し
た。このとき、半導体ウェハの裏面には厚さ２０ｎｍの自然酸化膜が形成されており、全
体の半導体ウェハの厚さは６２０μｍから６３０μｍの範囲にあった。この半導体ウェハ
の裏面の中央部のみに、はじめに第１段精研削を行い、続いて第２段粗研削を行い、最後
に第３段精研削を行うことで、外周端部にリブを形成した（Ｎｏ．１、Ｎｏ．２、Ｎｏ．
４の試料を除く。）。その際、それぞれの砥石の砥粒とを種々変化させて、５枚ずつ１４
通りのサンプルを作製した。そして、１４通りのサンプルに対して、砥石の焼き付き、お
よび、落下させた際にウェハに破損があったか否か（落下時基板破損有無）を調べた。そ
の結果を図１２に、Ｎｏ．１～Ｎｏ．１４として示している。また、第２段粗研削では、
第１段精研削の研削領域より小さい径の領域の、半導体ウェハ１の研削面の中央部を研削
した。そして、第３段精研削では、第２段粗研削の研削領域より小さい径の領域の、半導
体ウェハ１の研削面の中央部を研削した。
【００５３】
　なお、図１２において、落下時基板破損が有とは、同条件で作製された５枚の半導体ウ
ェハをウェハバスケットに収納して、このウェハバスケットを高さ１００ｍｍの位置から
３回落下させたときに、いずれか１枚に１箇所でも破損が生じた場合をいう。また、ウェ
ハの反りは、半導体ウェハを平坦なステージに置き、半導体ウェハの最も高い箇所から最
も低い箇所までの差をノギスにより測定した。
【００５４】
　Ｎｏ．１の試料は、第１段精研削を省略して、はじめに第２段粗研削により半導体ウェ
ハ１の中央部を所定の厚さにし、半導体ウェハ１の外周端部を残し、続いて第３段精研削
により半導体ウェハ１の研削面の中央部を薄くしたものである。その際、第３段精研削の
領域は、第２段粗研削の研削領域より小さい径の領域とした。Ｎｏ．１の試料では、落下
させた際に半導体ウェハに破損が生じた。また、Ｎｏ．２の試料は、第１段精研削により
半導体ウェハ１の中央部を薄くしたものである。Ｎｏ．２の試料では、第１段精研削の砥
石の砥粒が細かすぎ、第２段粗研削を行う前に半導体ウェハに焼き付きがおきてしまった
ため、落下させた際の基板の破損有無を測定していない。また、Ｎｏ．４の試料は、はじ
めに第１段精研削により半導体ウェハ１の中央部を薄くし、続いて第２段粗研削により半
導体ウェハ１の研削面の中央部を所定の厚さになるまで薄くして、半導体ウェハ１の外周
端部を残したものである。その際、第２段粗研削の領域は、第１段精研削の研削領域より
小さい径の領域とした。Ｎｏ．４の試料では、落下させた際に半導体ウェハに破損が生じ
た。また、Ｎｏ．３およびＮｏ．５～Ｎｏ．１４の試料は、いずれも、はじめに第１段精
研削により半導体ウェハ１の中央部を研削し、続いて第２段粗研削により半導体ウェハ１
の研削面の中央部を所定の厚さにし、最後に第３段精研削により半導体ウェハ１の研削面
の中央部を研削して、半導体ウェハ１の外周端部を残したものである。その際、第２段粗
研削の研削領域は、第１段精研削の研削領域より小さい径の領域とし、第３段精研削の研
削領域は、第２段粗研削の研削領域より小さい径の領域とした。Ｎｏ．５およびＮｏ．１
３の試料では、落下させた際に半導体ウェハに破損が生じた。そして、Ｎｏ．６～Ｎｏ．
１２の試料では、落下させた際に半導体ウェハに破損は生じなかった。また、Ｎｏ．１４
の試料では、第３段精研削の砥石の砥粒が細かすぎ、半導体ウェハに焼き付きがおきてし
まったため、落下させた際の基板の破損有無を測定しなかった。
【００５５】
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　この結果より、第１段精研削の砥石の砥粒を０．５μｍ以上とし、第２段粗研削の砥石
の砥粒を５０μｍ以下とし、第３段精研削の砥石の砥粒を０．５μｍ以上にすることで、
ウェハの剛性を維持できることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　以上のように、本発明にかかる半導体装置の製造方法は、デバイス厚の薄い半導体装置
を製造するのに有用であり、特に、電力変換装置などに使用されるパワー半導体装置を製
造するのに適している。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】実施の形態にかかる半導体装置の製造方法について示す断面図である。
【図２】実施の形態にかかる半導体装置の製造方法について示す断面図である。
【図３】実施の形態にかかる半導体装置の製造方法について示す断面図である。
【図４】実施の形態にかかる半導体装置の製造方法について示す断面図である。
【図５】実施の形態にかかる製造方法で作製された半導体装置について示す断面図である
。
【図６】実施の形態にかかる製造方法で作製された、エッチング前の半導体装置を表す模
式図である。
【図７】実施の形態にかかる製造方法で作製された、エッチング後の半導体装置を表す模
式図である。
【図８】粗研削に続いて精研削を行って作製された半導体装置の断面図である。
【図９】粗研削に続いて精研削を行って作製された、エッチング前の半導体装置を表す模
式図である。
【図１０】粗研削に続いて精研削を行って作製された、エッチング後の半導体装置を表す
模式図である。
【図１１】実施の形態にかかる製造方法で作製された半導体装置の吸着力測定方法を示す
概念図である。
【図１２】研削条件と半導体ウェハの剛性との関係を示す図である。
【図１３】従来のパンチスルー型ＩＧＢＴの構造について示す断面図である。
【図１４】従来のノンパンチスルー型ＩＧＢＴの構造について示す断面図である。
【図１５】ＦＺウェハを用いたフィールドストップ（ＦＳ）型ＩＧＢＴの構造について示
す断面図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　半導体ウェハ
　２　能動領域
　４　リブ
　５　加工ダメージ層（第１段精研削）
　６　加工ダメージ層（第２段粗研削）
　７　加工ダメージ層（第３段精研削）
　２３　スピンチャック
　２４　ノズル
　２５　エッチング液
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