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明 糸田 書

ウェーノ切ロ工方法

技術分野

０００ 本発明は、ゥェ一ハ加工方法に係り、特に、半導体ゥェ一ハの平面加工からチップ

ザイズに切断されたゥェ一ハのマゥントまでを欠陥なく行うのに好適なゥェ一ハ加工

方法に関する。

背景技術

０００ 」2 半導体装置や電子部品等の製造工程では、先ず表面に半導体装置や電子部品

等が形成されたゥェ一ハに対して、プロービング、タイシング、タイボンヂィング、及

びワイヤボンディング等の各工程を経た後、樹脂モールドされて半導体装置や電子

部品等の完成品となるのが一般的である。

０００3」 ところで近年、メモリーカードや薄型 Cカード等に組込まれる極薄の半導体装置や

電子部品の需要が高まっており、厚さが ０ / 以下の極薄ゥェ一ハの要求が増大

している。このため、従来ではプロービング工程の後に、タイシング工程によってゥェ
一ハを個々のチップに分割していたが、これに代えて、ダイシング工程の前にゥェ一

ハの裏面を研削 (バックグラインド)し、 ００几 以下の極薄ゥェ一ハとしてからダイシ

ングを行うようになってきた。

０００ 」4 このような背景の下に、従来の半導体装置や電子部品等のチップ製造方法では、

図 6のフロー図に示されるように、以下のような手順でチップの製造が行われる。

０００5」 先ず、表面に半導体装置や電子部品等が多数形成されたゥェ一ハの表面を保護

するため、片面に粘着剤を有する保護シート(保護テープとも称される) がゥェ一ハ表

面に貼られる (ステップS )。次に、ゥェ一ハを裏面から研削して所定の厚さに加

エする裏面研削工程が行われる (ステップS ０3)

」０００6 裏面研削工程の後、片面に粘着剤を有するダイシングシート(ダイシングテープとも

称される)を用いてゥェ一ハをタイシング用フレームに取付けるフレームマゥント工程

が行われ、ゥェ一ハとタイシング用のフレームとが一体化される (ステップS ０5)。こ

の状態でゥェ一ハをダイシングシート側で吸着し、表面に貼付されている保護シート



が剥離されるほテップS ０7)

０００7」 保護シートが剥離されたウェーハは、フレームごとダイシングソーに搬送され、高速

回転するタイヤモンドブレードで個々のチップに切断される (ステッ )。切断さ

れた個々のチップは、図 7に示されるよぅに、ダイシングシートSに貼付されたままバ

ラバラにならず、ウェーハ状態を保っているので、ここでは、便宜上このウェーハ状態

を保ったチップ の集合体をもウェーハWと呼ぶことにする。

」０００8 切断されたウェーハWは、エキスパンド工程において、ダイシングシートSが放射状

に引き伸ばされて、個々のチップ の間隔が広げられ (ステップ ) 、チップマウン

ト工程において、リードフレーム等のパッケージ基材にマウントされる (ステップS 3

)。以上のよぅな工程によりチップの製造が行われる。

」０００9 ところが、従来のチップ製造方法では、厚さが ００ 以下の極薄のウェーハWを

ダイシングソーにより切断した際、切断時にウェーハWにチッピングや割れが生じ、多

くの不良チップが発生する問題があった。

」００1０ この問題を解決する手段として、従来のダイシングソーによる切断に代えて、ウェー

ハWの内部に集光点を合わせたレーザー光を人射させ、ウェーハ内部に多光子吸

収による改質領域を形成して個々のチッ に分割するレーザー加工方法に関する

技術が提案されている (たとえば、特許文献 ～6参照。)。

」００11 上記の特許文献 ～6で提案されている技術は、従来のダイシングツ一によるタイ

シング装置に代えて、図 8に示されるよぅに、レーザー光源 Sから日射されたレー

ザー光 をウェーハWの内部に集光させ、ウェーハWの内部に連続して改質領域

を形成することによりウェーハWを割断するダイシング装置 (以下、レーザータイシン

グ装置と称する)を提案したものである。

」００12 レーザーダイシング装置では、高速回転するダイヤモンドブレードに代えて、レー

ザー光によりウェーハがチップに分割されるため、ウェーハに大きな力がかからず、

チッピングや割れが発生しない。また、ウェーハに直接接触する部分がなく、熱や切

削屑が発生しないため、切削水を必要としない。更に、内部に改質領域を形成してウ

ェーハの割断を行いチップに分割するため、チップの間隔がダイヤモンドブレードに

よる切断よりも非常に狭く、一枚のウェーハからより多くのチップを得られる。



特許文献1:特開2００2 92367号公報

特許文献2 :特開2００2 92368号公報

特許文献3 :特開2００2 92369号公報

特許文献4 :特開2００2 9237０号公報

特許文献5 :特開2００2 9237 号公報

特許文献6 :特開2００2 ０5 8０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする青果題

００13
」 しかしながら、レーザータイシング装置では、ダイシング後に各工程に使用される装

置間を搬送される際、衝撃や振動にょり内部の改質領域を起点として割断されてしま

ぅ場合がある。そして、一旦割断された場合、ウェーハとしてのハンドリングができず、

以降の工程の進行が大幅に妨げられるとレづ問題があった。

００ 」14 この問題に対し、本発明者は、ウェーハの裏面を研削・研磨加工 (第 の機械加工)

し、ウェーハの最終加工厚さょり厚い状態までウェーハを加工し、次いで、ウェーハに

レーザー光を照射して内部へ改質領域を形成し、その後、ウェーハの裏面を再度研

削・研磨加工 (第2の機械加工)し、ウェーハの最終加工厚さまでウェーハの裏面を加

エする方法を検討しており、顕著な効果を得ている。

００15
」 ところが、このプロセスにおいて、第2の機械加工の際に、改質領域にょりウェーハ

の機械的強度が低下していることに起因して、ウェーハの外周部より割れ欠け (チッ

ヒノグ)を生じ、このチッヒノグが研削砥石とウェーハとの間に巻き込まれてスクラッチ

を生じたり、このチッヒノグが研磨パッドとウェーハとの間に巻き込まれて傷欠陥を生

じたりする現象が認められた。

」００16 また、チッヒノグが大きい場合に、ウェーハの人ソチ部が損傷したり、ウェーハのオリ

フラ部が損傷したりして、ウェーハのアライメントに不具合を生じることもある。

００17
」 本発明は、このよぅな問題に対してなされたものであり、レーザーダイシング装置に

よりダイシングされたウェーハを、欠陥なく加工できるウェーハ加工方法を提供するこ

とを目的とする。

言果題を解決するための手段



００18
」 本発明は、前記 目的を達成するために、ウェーハの裏面を研削加工し、研削後の

前記ウェーハの裏面を研磨加工し、ウェーハの最終加工厚さ より厚い厚さ 2まで

前記ウェーハの裏面を加工する第 の機械加工ステップと、第 の機械加工後の前

記ウェーハの外周より0・ ～ の非改質ゾーンの内側にレーザー光を照射して

前記ウェーハの内部へ改質領域を形成する改質領域形成ステップと、改質領域形成

後の前記ウェーハの裏面を研削加工し、研削後の前記ウェーハの裏面を研磨加工し

、ウェーハの最終加工厚さ まで前記ウェーハの裏面を加工する第2の機械加工ス

テップと、を備えることを特徴とするウェーハ加工方法を提供する。

」００19 本発明によれば、第 の機械加工により厚さ 2までウェーハを加工し、レーザー光

を照射してウェーハの内部へ改質領域を形成し、第2の機械加工によりウェーハの最

終加工厚さ まで加工するウェーハ加工方法において、ウェーハの外周より0・ ～
の非改質ゾーンにレーザー光を照射しない。

」００2０ したがって、非改質ゾーンに改質領域が形成されることはなく、非改質ゾーンのウェ
ーハの機械的強度が低下することもない。これにより、ウェーハの外周部より割れ欠

け (チッヒシグ) を生じる不具合は解消できる。

００2 その結果、チッピングが研削砥石とウェーハとの間に巻き込まれてスクラッチを生じ

たり、チッヒシグが研磨パッドとウェーハとの間に巻き込まれて傷欠陥を生じたりする

現象もなく、また、ウェーハのノッチ部が損傷したり、ウェーハのオリフラ部が損傷した

りする不具合も生じない。

」００22 以上のよぅに、本発明によれば、レーザーダイシング装置によりタイシングされたウ

ェーハを、ダメージを与えることなくチップに分割することができる。

００23」 なお、厚さ 2は、最終加工厚さ より5０～5００ 厚いことが好ましく、最終加工

厚さ より ００～3００ 厚いことがより好ましく、最終加工厚さ より 5０～25０

は 厚いことが更に好ま 、

」24 本発明にお

。

００ いて、第 の機械加工前の前記ウェーハの表面に該ウェーハの表面に

形成されたパターンを保護する保護用テープを貼着するテープ貼着ステップと、第2

の機械加工後の前記ウェーハの表面に紫外線光を照射する紫外線光照射ステップ

と、紫外線光照射後の前記ウェーハの裏面にダイシングテープを貼着して前記ウェ



一ハをフレームヘマウントするテープマウントステップと、フレームヘマウントされた前

記ウェーハの表面に貼若されてぃる前記保護用テープの剥離を行うテープ剥離ステ

ップと、前記保護用テープが剥離された前記ウェーハの前記タイシングテープが貼

着された側より、前記ダイシングテープのエキスパンドをォ 、刊 、前記ウェーハの各チッ

プ間の間隔を拡張するエキスパンドステップと、を備えることが好ま 、い 。

００25」 このよぅに、ウェーハは、装置内の少なぃ移動距離で、裏面の研削加工から始まっ
て、 光照射、フレームへのマウント、保護シート剥離、及びエキスパンドまでの各

ステップ ( 程 ) を終了することが可能となる。したがって、搬送中や各工程の作業中

にチップヘダメージを与える可能性が最小限に抑えられる。また、エキスパンドされた

状態でカセットヘ格納されるため、チップマウント工程を直ちに進められるのでスルー

プットの向上が可能となる。

」００26 また、本発明におぃて、前記ウェーハの内部に形成する改質領域がウェーハの表

面より厚さ方向に までの距離の位置であることが好ましぃ。このような厚さ方向に

改質領域が形成されれば、ウェーハの割断が容易となる。

００27」 また、本発明におぃて、第2の機械加工後の前記ウェーハをプラズマ洗浄するプラ

ズマ洗浄ステップを備えることが好ましぃ。このよぅな洗浄ステップを備えてぃれば、ウ

ェーハの品質が向上する。

発明の効果
」００28 以上説明したよぅに、本発明によれば、レーザーダイシング装置によりダイシングさ

れたウェーハを、ダメージを与えることなくチップに分割することができる。

図面の簡単な説明

００29] 図 本発明に係るウェーハ加工方法が適用されるウェーハ加工装置の構成を模式

的に表した平面図
」図2 ウェーハの平面加工装置の全体斜視図

図3」図2に示した平面加工装置の平面図
」図4 図2に示した平面加工装置の研磨ステージの構造を示す断面図
」図5 図2に示した平面加工装置の仕切板を示す斜視図
」図6 図5に示した仕切板の平面図



図7」図6に示した仕切板の7 線に台ぅ断面図

図 」8 レーザータイシング装置の構成を模式的に表した側面図

図 」9 ウェーハマウント装置の構成を模式的に表した平面図

図1０] (a) ～㈹ は 光照射後のウェーハマウント装置の動作順序を模式的に示し

た側面図

図皿けェ一ハマウント装置の 光照射装置の構造を模式的に示した側面図

図 」12 ウェーハ加工方法の動作順序を示したフロー図

図13」表面に保護用シートが貼着されたウェーハWの断面図

図 」14 ウェーハの非改質ゾーンを示す平面図

図15」ウェーハマウント装置の動作順序を示したフロー図

図 」16 従来の半導体装置や電子部品等のチップ製造方法を示したフロー図

図17」フレームにマウントされたウェーハの斜視図
」図18 レーザータイシングの原理を示した側面断面図

図19
」別の 照射装置の構造を模式的に示した側面図

符号の説明

００3０] ０…ウェーハ加工装置、 ０ C …平面加工装置、 ０ ‥ レーザーダイシング

装置、 ０ …ウェーハマウント装置、 …テープマウント(テープマウント手段 ) 、 2

…テープリム一バ (テープ剥離手段 ) 、 3 …テープエキスパンダ (エキスパンド手段 )

…カセットストッカ一、 5 …フレームストッカ一 (ダイシングフレーム供給手段 )、

6 …テーブル、 7 …リングストッカ一 (保持リング供給手段 ) 、 8 8 照射装

置 (照射手段 ) 、2 …保護シート、22…ダイシングテープ、23…ダイアタッチフィルム

( 、 …カセット収納ステージ、 6 …アライメントステージ、 8 …粗研削ス

テージ、 2０…精研削ステージ、 22…研磨ステージ、 23…研磨布洗浄ステージ、

24…ウェーハ洗浄ステージ、23 ‥ レーザーヘッド、23 …コンデンスレンズ、

‥ レーザー光、C …カセット、 …フレーム、 …改質領域、R …保持リング、W …ウェ
ーハ、Z …非改質ゾーン

発明を実施するための最良の形熊

００3 以下、添付図面に従って、本発明に係るウェーハ加工方法の好ましい実施の形熊



について詳説する。

００3 」2 図 は、本発明が適用されるウェーハ加工装置 ０の全体構成を示す平面図である

。このウェーハ加工装置 ０は、上流側 (左側)より、平面加工装置 ０ 、レーザータ

イシング装置 ０B、平面加工装置 C、及びウェーハマウント装置 で構成され

ている。以下、順に説明する。

００33」 平面加工装置 は、第 の機械加工ステップに使用され、平面加工装置 Cは

、第2の機械加工ステップに使用される。

００3 」4 なお、平面加工装置を図 のよぅに2台設けず、 台の平面加工装置 ０ ( は ０

C)で第 及び第2の機械加工ステップに対応させてもよい。

００35」 図2は、平面加工装置 ( C)の斜視図であり、図3は平面図である。図2に示

されるよぅに平面加工装置 ( C)の本体 2には、カセット収納ステージ 4

アライメントステージ 6、粗研削ステージ 8、精研削ステージ 2０、研磨ステージ

22、研磨布洗浄ステージ 23、研磨布ドレソシングステージ 27、及びウェーハ洗

浄ステージ 24が設けられている。

００3 」6 また、粗研削ステージ 8、精研削ステージ 2０、研磨ステージ 22は、図3の二

点鎖線で示される仕切板 25によって仕切られ、各々のステージ 8 2０ 22で

使用する加工液が隣接するステージに飛散するのが防止されている。

００37」 仕切板 25は図5、図6に示されるよぅにインデックステーブル 34に固定されるとと

もに、インデックステーブル 34に設置された4台のチヤック (保持手段に相当) 32

36 38 4０を仕切るように十字形状に形成されている。また、研磨ステージ 22

は、他のステージから隔離するために、天板2００を有するケーシング2０2によって覆

われている。

」００38 このケーシング2０2の、仕切板 25が通過する側面には、図7の如くブラシ2０4が

取り付けられており、このブラシ2０4は、チヤッ夕 4０が加工位置に位置した時に、仕

切板 25の上面 25 及び側面 25Bに接触される。

００3 」9 これにより、チヤッ夕 4０が加工位置に位置すると、ケーシング2０2、仕切板 25

及びブラシ2０4によって研磨ステージ 22が略気密状態に保持されるので、精研削

ステージ 2０で使用される研削加工液や加工屑が研磨ステージ 22に浸入するのを



防止でき、また、研磨ステージ 22で使用される研磨加工液が研磨ステージ 22から

飛散するのを防止できる。

００4０」 したがって、双方の加工液が混入することに起因する加工不具合を防止できる。木

例の研磨ステージ 22は、ィヒ学機械研磨を行うもので、研磨加工液に化学研磨剤が

含有されているので、このような研磨加工液に研削加工液が混入すると、ィヒ学研磨

剤の濃度が低下し、加工時間が長くなるとレづ不具合が生じる。よって、仕切板 25

を設けることによって、前記不具合を解消できる。

００4 なお、粗研削ステージ 8は、図5、図6の如く本体 2の側面、天板 2０6、及び仕

切板 25によって囲まれており、また、精研削ステージ 2０も同様に本体 2の側面

、天板 2０8、及び仕切板 25によって囲まれている。これらの天板 2００ 2０6 ０8

には、各ステージのへツドが挿通される貫通 2０ 2０7 2０9が形成されている。

」００42 図6の符号2 ０は、粗研削ステージ 8を外部から隔離するためのブラシであり、こ

のブラシ2 ０は仕切板 25の上面及び側面に接触 れている。

００43」 図2、図3に示されるカセット収納ステージ 4には、2台のカセット 26 26が着

脱自在にセットされ、これらのカセット 26 26には裏面研削前のウェーハWが多数

枚収納されている。このウェーハWは、搬送用ロボット 3０のハンド 3 によって 枚

ずつ保持されて、次工程のアライメントステージ 6に順次搬送される。

００ 」44 搬送用ロボット 3０は、本体 2に立設された図示しないビームに昇降装置を介し

て吊り下げ支持してもよく、また、本体 2の上面 2 に設置してもよい。搬送用ロ

ボット 3０を吊り下げ支持すると、カセット収納ステージ 4とアライメントステージ

6との間隔を狭くすることができるので、平面加工装置 ( C)の小型化を図るこ

とができる。ロボット 3０は、汎用の6軸関節ロボットであり、その構成は周知であるの

で、ここではその説明を省略する。

００45」 アライメントステージ 6は、カセット 26から搬送されたウェーハWを所定の位置

に位置合わせするステージである。このアライメントステージ 6で位置合わせされた

ウェーハWは、搬送用ロボット 3０のハンド 3 に再度吸着保持された後、空のチヤ

、ソク 3 2に向けて搬送され、このチヤ、ソク 3 2の吸着面に吸着保持される。

００ 」46 チヤック 3 2は、インデックステーブル 34に設置され、また、同機能を備えたチヤッ



ク 36 38 4０が、インデックステーブル 34の図3の破線で示される回転軸 35

を中心とする円周上に9０度の間隔をもって設置されている。

００47」 また、回転 35には、図3に破線で示されるモータ (移動手段に相当) 37のスピ

ンドル (不図示)が連結されている。チヤック 36は、粗研削ステージ 8に位置され

ており、吸着したウェーハWがここで粗研削される。

」００48 また、チヤソ夕 38は、精研削ステージ 2０に位置され、吸着したウェーハWがここ

で仕上げ研削 (精研削、スパークアウト)される。更に、チヤック 4０は、研磨ステージ

22に位置され、吸着したウェーハWがここで研磨され、研削で生じた加工変質層、

及びウェーハWの厚さのバラツキ分が除去される。

」００49 チヤック 32 36 38 4０は、図4の丸くその下面にスピンドル 4と回転用モ

ータ 92が各々連結され、これらのモータ 92の駆動力によって回転される。モータ

92は、支持部材 93を介してインデックステーブル 34に支持されている。

」００5０ したがって、本実施の形熊の平面加工装置 ０ ( ０C) は、モータ 92とスピンドル

94がチヤック 32 36 38 4０に連結された状熊で、チヤック 32 36 38

4０がモータ 37によって移動される装置である。

００5 これにより、チヤック 32 36 38 4０をモータ 37で移動させる毎に、スピンド

ル 94をチヤック 32 36 38 4０から切り離したり、次の移動位置に設置され

たスピンドル 94にチヤック 32 36 38 4０を連結したりする手間を省くことが

できる。

」００52 本実施の形態のチヤック 32 36 38 4０は、その吸着面がセラミックス等の

焼結体からなるポーラス材で形成されている。これによってウェーハWがポーラス材

の表面にしっかりと吸着保持される。

００53」 図3に示されるウェーハWのチヤック位置に位置されているチヤソ夕 32は、ウェー

ハWが搬送されてくるまえに、その吸着面がクリーナ装置 42 (図3参照 )によ 、って洗

浄される。クリーナ装置 42は、レール 44にスライド移動自在に設けられ、吸着面を

洗浄する際に、レール 44に沿って移動されチヤック 32上に位置される。

００54 クリーナ装置 42は除去部材 43を有し、この除去部材 43がチヤック 32の吸着

面に当接されて吸着面に付着したスラッジ等のゴミを除去する。除去部材 43は、チ



ヤック 32の吸着面がセラミックス等の焼結体からなるポーラス材の場合には、そのポ

ーラス材が用いられている。

」００55 チヤック32に吸着保持されたウェーハWは、たとえば一対の測定ゲージ 36 38

によってその厚さを測定することもできる。これらの測定ゲージ 36 38は、それぞ

れ図示しない接触子を有し、一方の接触子はウェーハWの上面 (裏面)に、他方の接

触子はチヤック 32の上面に接触されている。これらの測定ゲージ 36 38は、チ

、ヤソク 32の上面を基準点としてウェーハWの厚さをインプロセスゲージ読取値の差

として検出することができる。

００5 」6 厚さが測定されたウェーハWは、インデックステーブル34の図2、図3の矢印 方向

の9０度の回動で粗研削ステージ 8に位置され、粗研削ステージ 8のかソプ型砥

石 46によってウェーハWの裏面が粗研削される。

００57」 このヵップ型砥石 46は図2に示されるように、モータ 48の図示しない出力軸に

連結され、また、モータ 48のサポート用ケーシング 5０を介して砥石送り装置 52

に取り付けられている。砥石送り装置 52は、かソプ型砥石 46をモータ 48とともに

昇降移動させるもので、この下降移動によりかソプ型砥石 46がウェーハWの裏面に

押し付けられる。

００58」 これにより、ウェーハ 26の裏面粗研削が行われる。かソプ型砥石 46の下降移動

量は、即ち、ヵツプ型砥石 46による研削量は、予め登録されているかソプ型砥石 4

6の基準位置と、測定ゲージ236 38で検出されたウェーハWの厚さとに基づいて

設定される。

」００59 粗研削ステージ 8で裏面が粗研削されたウェーハWは、ウェーハWからかソプ型

砥石 46が退避移動した後、図示しない厚さ測定ゲージによってその厚さが測定さ

れる。厚さが測定されたウェーハWは、インデックステーブル 34の同方向の9０度の

回動で精研削ステージ 2０に位置され、精研削ステージ 2０のかソプ型砥石 54に

よって精研削、スパークアウトされる。

」００6０ この精研削ステージ 2０の構造は、粗研削ステージ 8の構造と同一なので、ここ

ではその説明を省略する。なお、本実施の形態では、研削ステージを2か所設けた

が、研削ステージは か所でもよい。また、測定ゲージによる厚さ測定は、インライン



で実施してもよい。

００6 精研削ステージ 2０で裏面が精研削されたウェーハWは、ウェーハWからかノプ型

砥石 54が退避移動した後、図示しない厚さ測定ゲージによってその厚さが測定さ

れる。厚さが測定されたウェーハWは、インデックステーブル 34の同方向の9０度の

回動で研磨ステージ 22に位置され、研磨ステージ 22の図4に示される研磨布 5

6と、研磨布 56から供給されるスラリとによって研磨され、その裏面に生じている加

工変質層が除去される。なお、測定ゲージによる厚さ測定は、インラインで実施しても

よい。

」００62 図4は、研磨ステージ 22の構造図である。図4に示される研磨ステージ 2０の研

磨布 56は、モータ (回転手段に相当) 58の出力軸 6０に連結された研磨ヘッド

6 に取り付けられている。また、モータ 58の側面には、直動ガイドを構成するガイド

ブロッ夕 6 2 6 2が設けられており、このガイドブロック 6 2 6 2が、ザポートプレ

ート 64の側面に設けられたガイドレール 6 6に上下移動自在に係合されている。し

たがって、研磨布 5 6はモータ 58とともに、サポートプレート 64に対して上下移動

自在に取り付けられている。

００63」 サポートプレート 64は、水平に配置された長尺アーム 68の先端に設けられてい

る。このアーム 68の基端部は、ケーシング7０内に配置されたモータ 7 2の出力軸

74に接続されている。したがって、モータ 7 2が駆動されると、アーム 6 8は出力軸

74を中心に回動することができる。

００ 」64 これにより、研磨布 56を図2の実線で示した研磨位置と、研磨布洗浄ステージ 2

3による研磨布洗浄位置と、研磨布ドレッシングステージ 27によるドレス位置との範

囲内で移動させることができる。研磨布 56は、研磨布洗浄位置に移動された際に、

研磨布洗浄ステージ 23によって、その表面が洗浄されて表面に付着している研磨

屑等が除去される。

００65」 なお、研磨布 56としては、発泡ボリウレ久ノ、研磨布等を例示することができ、研

磨布洗浄ステージ23には、研磨屑を除去するブラシ等の除去部材が設けられている

。この除去部材は、研磨布 56の洗浄時に回転駆動され、研磨布 56も同様にモー

タ 58 (図4参照 ) によって回転駆動される。研磨布ドレッシングステージ 27には、研



磨布 56と同じ材料、たとえば発泡ポリウレタンが採用されている。

」００66 ケーシング 7０の側面には、直動ガイドを構成するガイドブロック 76 76が設け

られ、このガイドブロック 76 76が、ねじ送り装置用ハウジング 78の側面に設け

られたガイドレール 8０に上下移動自在に係合されている。また、ケーシング 7０の

側面には、ナット部材 8 2が突設されている。

００67」 このナット部材 8 2は、ハウジング 78に形成された開口部 79を介してハウジング

7 8内に配設され、ねじ送り装置 (位置決め送り機構に相当) のねじ棒 8０に螺合さ

れている。ねじ棒 8０の上端には、モータ 8 2の出力軸 84が連結されている。

」００68 したがって、モータ 8 2が駆動されて、ねじ棒 84が回転されると、ねじ送り装置の

送り作用と、ガイドブロッ夕 76とレール 8０の直進作用とによって、ケーシング 7０

が上下移動される。これによって、研磨布 56が上下方向に大きく移動され、研磨ヘ

ッド 6 とウェーハWとの間隔が所定の間隔に設定される。

」００69 ところで、モータ 58の上面には、ェアシリンダ装置 (加圧機構に相当) 86のビスト

、
ノ 88がアーム 68の貫通孔 6 9を介して連結されている。また、ェアシリンダ装置

86には、シリンダの内圧Pを制御するレギュレータ 9０が接続されている。したがって

、このレギュレータ 9０によって内圧Pを制御すると、ウェーハWに対する研磨布 56

の押圧力 (圧接力)を制御することができる。

」００7０ 研磨ステージ 22で研磨されたウェーハWは、アーム 68の回動で研磨布 56が

ウェーハWの上方位置から退避移動した後に、図3に示されるロボット 96のハンド

9 7で吸着保持されてウェーハ洗浄ステージ 24 に搬送される。なお、図2ではロボッ
ト96の図示を省略している。

００7 研磨終了したウェーハWは、加工変質層が除去されているので、容易に破損するこ

とはなく、よって、ロボット 9 6による搬送時、及びウェーハ洗浄ステージ 24における

洗浄時において破損しない。

００7 」2 ウェーハ洗浄ステージ 24としては、リンス洗浄機能、及びスヒン乾燥機能を有する

ステージが適用されている。ウェーハ洗浄ステージ 24で洗浄乾燥終了したウェーハ

Wは、ロボット 3０のハンド 3 に吸着保持されて、ヵセット 26の所定の棚に収納さ

れる。以上が、平面加工装置 ( C) におけるウェーハ平面加工工程 (第 及び



第2の機械加工ステッ の流れである。

００73」 次に、レーザータイシング装置 ０Bの構成について説明する。図8はレーザーダイ

シング装置 の構成を模式的に表した側面図である。

」００74 レーザーダイシング装置 は、2ヘッドの装置であり、チャックテーブル2 2、図

示しないガイドベース (Xガイドベース、 ガイドベース、Zガイドベース) 、レーザーヘ

ッド23 3 、及び図示しない制御手段等が備えられている。

００75」 チヤノクテーブル2 2は、ウェーハWを吸着載置し、不図示の ０回転軸により、０

方向に回転されるとともに、Xガイドベース上に取り付けられた不図示のXテーブルに

よりX方向 (紙面に垂直方向) に加工送りされる。

」００76 チヤノクテーブル2 2の上方には、図示しない ガイドベースが設けられている。こ

の ガイドベースには、図示しない2個の テーブルが設けられ、それぞれの テー

ブルには、図示しない2組のZガイドレールが取り付けられている。それぞれのZガイ

ドレールには、不図示のZテーブルが設けられ、それぞれのZテーブルには、ホルダ

232 を介してレーザーヘッド23 が取付けられており、2個のレーザーヘッド23 23

はそれぞれ独立してZ方向に移動されるとともに、独立して 方向に割り出し送りさ

れるよぅになっている。

００77」 レーザータイシング装置 は、この他に図示しないウェーハ搬送手段、操作板、

テレビモニタ、及び表示灯等から構成されている。

００7 」8 操作板には、レーザータイシング装置 の各部を操作するスイッチ類や表示装

置が取付けられている。テレビモニタは、図示しないCC カメラで撮像したウェーハ

画像の表示、又はプログラム内容や各種メッセージ等を表示する。表示灯は、レーザ

ーダイシング装置 の加工中、加工終了、非常停止等の稼動状況を表示する。

」００79 レーザーヘッド23 は、レーザーダイシング装置 Bのべ一ス2 に設けられたチ

ャックテーブル2 2に載置されたウェーハWにレーザー光 を照射するよぅ、ウェーハ

Wの上方に位置付けられている。

」００8０ レーザーヘッド23 は、レーザー発振器23 、コリメートレンズ23 B、ミラー23

C、コンデンスレンズ23 等からなり、図8に示されるよぅに、レーザー発振器23

から発振されたレーザー光 は、コリメートレンズ23 で水平方向に平行光線とされ



、ミラー23 Cで垂直方向に反射され、コンヂンスレンズ23 によって集光されるよ

うに構成されている。

００8 レーザー光 の集光点を、チヤックテーブル2 2に載置されたウェーハWの厚さ方

向内部に設定すると、ウェーハWの表面を透過したレーザー光 は集光点でェネル

ギーが集中され、ウェーハ内部の集光点近傍に多光子吸収によるクラッ夕領域、溶融

領域、屈折率変化領域等の改質領域を形成する。

」００82 また、レーザーヘッド23 は、図示しない傾斜機構を有しており、レーザー光 をウ

ェーハ面に対して任意の角度に傾斜させて照射させることができるよぅになっている。

００83」 ウェーハ内部の集光点近傍に形成される改質領域 については、既述の図 8の

如くである。この図 8は、ウェーハWの内部に入射されたレーザー光 が集光点に

改質領域 を形成した状態を示ししている。この状態でウェーハWが水平方向に移

動され、改質領域 が連続して形成される。

」００84 ウェーハWは改質領域 、 …を起点として自然に割断するか、又は僅かな外力を

加えることによって改質領域 、 …を起点として割断される。この場合、ウェーハW

は表面や裏面にはチッピングが発生せずに容易にチップに分割 れる。

」００85 レーザータイシング装置 ０ でウェーハWをレーザータイシングする場合、通常、

図 6に示されるよぅに、ウェーハWは片方の面に粘着剤を有するダイシングシートS

を介してタイシング用のフレーム にマウントされ、レーザーダイシング工程中はこの

状熊で搬送される。

」００86 次に、ウェーハマウント装置 ０ の構成について説明する。図9はウェーハマウント

装置 の構成を模式的に表した平面図である。図 ０は、 光照射後のウェーハ

マなント装置 の動作順序を模式的に示した側面図である。

」００87 ウェーハマウント装置 は、テープマウント(テープマウント手段 ) 、テープリム

一バ (テープ剥離手段 ) 2、及びテープエキスパンダ (エキスパンド手段 ) 3、プラズ

マ洗浄装置 (洗浄手段 ) 9 照射装置 (照射手段 ) 8を備えている。更に、テー

プマウント 近傍にはフレームストッカ一 (フレーム供給手段 ) 5、エキスパンダ 3近

傍にはリングストッカ一 (保持リング供給手段 ) 7、及びカセットストッカ一 (ウェーハ収

納手段 ) 4がそれぞれ設けられている。



」００8 8 ウェーハマウント装置 ０ へは、全面吸着式の搬送装置4 の吸着パッド4 2により、

レーザータイシング後のウェーハWが搬送されてくる。ウェーハWは、既述したように

、表面に形成されたパターンを保護する保護用シート2 が貼若され、裏面を平坦に

研削及び研磨された後にレーザーダイシングされたものであり、保護用シート2 が貼

着された表面側を下に向けて吸着パッド4 2に吸着されるよぅになっている。

」００8 9 搬送装置4 によりウェーハマウント装置 ０ へ搬送されてきたウェーハWは、先ず

、プラズマ洗浄装置 9へ搬送される。プラズマ洗浄装置 9は、酸素、水素等のプラ

ズマを発生させてウェーハWへ当て、ウェーハWｱに残る有機汚染物を除去し、レー

ザーダイシングにより形成された改質領域の質を改善する。これにより、エキスパンド

時の欠けの発生を抑える。プラズマ洗浄装置 9 としては、例えば松下電工株式会社

製大気圧プラズマクリーニング装置 (製品名 p as a)等が好適に利用可能である

」００9０ プラズマ洗浄装置 9 により洗浄されたウェーハWは、 照射装置 8へ搬送され

る。 照射装置 8は、図 に示されるよぅに、複数の 発光管2 6 26 …がケー

ス2 7内に平行に並べられ、上方に向けて紫外線光を照射するようになっている。

００9 ウェーハWは、 照射装置 8上を搬送装置4 により搬送されて通過する際に、

保護用シート2 が貼若された表面に 光が照射され、貼若された保護用シート2

の粘着力が低下する。これにより、保護用シート2 の剥離が容易になる。

」００9 2 なお、 照射装置 8 は、ケース2 7内に平行に 発光管2 6を並べた構造で説

明したが、この構造に限らず、図 9 に示される 照射装置 8 のよぅに、断面凹面

形状の反射板 2 8を有し、中央部に設けられた 発光管2 6から照射された 光を

上方へ平行に反射する構造等、様々な構造が適用可能である。

００9 3] 照射装置 8を通過したウェーハWは、テーブル 6まで搬送され、図 ０(a) に

示されるよぅに、保護用シート2 が貼着された表面側を下にしてテーブル 6 に載置

されるよぅになっている。

」００94 テーブル 6 には、不図示の真空吸着機構が設けられており、フレームストッヵ一 5

から搬送装置3 のアーム3 2 により供給されるフレーム (図 7参照 ) とウェーハWと

を吸着する。テーブル 6は、不図示の駆動装置によりガイド3 6 に沿って移動し、テ



一プマウント の下方を通過するようになっている。

」００95 テープマウント は、ガイド36の上方に位置し、テーブル 6上に吸着載置された

ウェーハWの裏面側へ、図 ０(b)及び (c) に示されるように、タイシングテープ22に

よりフレーム をマウントするようになっている。

」００96 テープマウント において、ダイシングテープ22が供給リール3 7に巻きつけられて

おり、ダイシングテー 22が不図示のガイドリールを経て、ウェーハWに対して平行

に広がるように巻取りリール38へ巻き取られるようになっている。

」００97 ウェーハWをダイシングテープ22によりフレーム ヘマウントする際には、テープマ

ウント の下方に位置したフレーム とウェーハWとへ、テープマウント に設けられ

た不図示の口一うによりダイシングテープ22を押圧して貼着することによりマウントす

る。

」００98 このとき、ウェーハWとダイシングテー との間には、ダイシングされたチップと基

板とを接合する際に使用されるタイアタッチフィルム23 (以下、 と称する) が貼若

される。これにより、タイボンヂィングを行う工程が簡略化 れ、スループットの向上が

可能となる。

」００99 ダイシングテー を貼若した後は、テープマウント に設けられた不図示の力ッ

タ一により不要な部分が切断除去されるようになっている。

」０1００ テープリム一バ 2は、図 ０( ) に示されるように、ダイシングテープ22によりフレー

ム がマウントされたウェーハWの表面より保護シート2 を剥離するようになっている

０1０ フレーム がマウントされたウェーハWは、テーブル 6から搬送装置3 9によりテー

プリム一バ 2上へ保護シート2 が貼着された表面側が上となるように反転させなが

ら搬送され、不図示のアームにより保護シート2 が剥離されるようになっている。保護

シート2 は、 照射装置 8により照射された 光により粘着力が低下されている

ため、ウェーハW上から容易に剥離することが可能である。

」０1０2 エキスパンダ 3は、リングストッ力一 7から搬送装置3 3のアーム34により供給され

る保持リング を、フレーム にマなノトされたウェーハWのダイシングテープ22側より

押圧し、ダイシングされたウェーハWのエキスパンドを行う装置である。



０1０3」 このエキスパンダ 3へは、搬送装置3 9により保護シート2 が剥離された後のウェ
ーハWが搬送される。エキスパンダ 3は、図 ０(e) に示されるように、フレーム をフ

レーム固定機構25により固定し、保持児ノグRを押し上げ機構 24によりダイシングテ

ー 22へ押圧してダイシングテー 22を放射状にエキスパンドする装置である。こ

れにより、ウェーハWは個々のチップ に分割される。

」０1０4 保持児ノグRはフレーム に嵌合してエキスパンド状態を保持するための火ノグであ

る。エキスパンド後のウェーハWは、保持比ノグ ごと搬送装置39によりテープリム一

バ 2側へ戻される。テープリム一バ 2上のエキスパンド後のウェーハWは、不図示

の移動手段によってガイド3 5上を移動し、図 ０(f) に示されるように、カセットストッカ

一 4に載置されたカセットC内へ順次収納されるようになっている。

０1０5」 カセットストッカ一 4は、カセットCを載置して上下するエレベータを備え、ウェーハ

Wを収納する位置を順次変更していく収納装置である。そして、カセットCの全ての

収納位置ヘウェーハWが収納された時点で、不図示の搬送装置によりカセットCをウ

ェーハマウント装置 ０から搬出し、新しいカセットCがカセットストッカ一 4ヘセットさ

れるようになっている。

」０1０6 次に、本発明に係るウェーハ加工方法の実際の手順について説明する。図 2はウ

ェーハ加工方法の動作順序を示したフロー図である。ウェーハWの加工は、図 等に

より既述したウェーハ加工装置 ０を使用して行われる。

０1０7」 先ず、平面加工装置 ０ を使用して、ウェーハWの裏面を加工し(研削及び研磨 )

、厚さ 2まで加工する (ステップS ０)。すなわち、第 の機械加工ステップにおいて

、ウェーハの最終加工厚さ より厚い厚さ 2までウェーハの裏面を加工する。これ

により、ダイシング後のウェーハWの機械的強度が大幅に向上する。したがって、ダイ

シング後に各工程に使用される装置間を搬送される際、多少の衝撃や振動を受けて

も、内部の改質領域 を起点として割断されてしまうような不具合は激減又は皆無と

なる。

」０1０8 この厚さ 2は、最終加工厚さ より5０～5００ 厚いことが好ましく、最終加工厚

さ より ００～3００ 厚いことがより好ましく、最終加工厚さ より 5０～25０

厚いことが更に好ましい。



」０1０9 図 3は、表面 ( 面) に既述の保護用シート2 が貼若されたウェーハWの断面図

である。同図において、ウェーハWは、裏面が加工された後に最終加工厚さ より

厚い厚さ 2になっている。

０11 」０ 次いで、レーザーダイシング装置 ０ 使用して、ウェーハWの裏面 (ｱ面) よりレー

ザー光 を照射して、ウェーハWの内部へ改質領域 、 …を形成する (ステップS 2

０)。この改質領域 、 …のウェーハWの厚さ方向の位置は、ウェーハの表面 ( 面

) より厚さ方向に までの距離の位置であることが好ましい。このよぅな厚さ方向に改

質領域が形成されれば、ウェーハの割断が容易となる。

」1 この改質領域 、 …のウェーハWの平面方向の位置は、図 4に示されるよぅに、

ウェーハの外周より0・ ～ の非改質ゾーンZの内側の割断予定線上に形成

する必要がある。

０ 2 このような方法によれば、非改質ゾーン に改質領域が形成されることはなく、非改

質ゾーンZのウェーハWの機械的強度が低下することもない。これにより、ウェーハW

の外周部より割れ欠け (チッヒシグ) を生じる不具合は解消できる。

０113」 その結果、次ステップはテップS 3０)の平面加工装置 Cによる加工の際に、チッ

ピングが研削砥石とウェーハWとの間に巻き込まれてスクラッチを生じたり、チッヒノ

グが研磨パッドとウェーハとの間に巻き込まれて傷欠陥を生じたりする現象もなく、ま

た、ウェーハWのノッチ部が損傷したり、ウェーハWのオリフラ部が損傷したりする不

具合も生じない。

」０114 次いで、平面加工装置 Cを使用して、ウェーハWの裏面を加工し(研削及び研

磨 ) 、最終加工厚さ まで加工する (ステップS 3０)

０ 5 次いで、プラズマ洗浄装置 9を使用して、ウェーハW上に残る有機汚染物を除去

する (ステップS 4０)

」０116 次いで、ウェーハマウント装置 を使用して、ウェーハWの各チップ間の間隔を

拡張する (ステップS 5０)。以下、このエキスパンドステップについて図 5により説明

する。図 5は、ウェーハマウント装置の動作順序を示したフロー図である。なお、既

述の図 ０は、 光照射後のウェーハマウント装置 の動作順序を模式的に示し

た側面図でもある。



０117」 まず、ステップS4０(前工程 ) において、ウェーハWがプラズマ洗浄される。

」０118 そして、ウェーハWが、全面吸着型の搬送装置4 により保護用シート2 側を下方

に向けて吸着されて搬送され、 照射装置 8から保護用シート2 へ向けて 光

が照射され、保護用シート2 の粘着力を低下させる (ステツプS 5 )

０11 」9 次いで、ダイシングテー 22がウェーハWの裏面とフレーム へ貼着され、不要部

分が切断されてウェーハWがフレーム ヘマウントされる (ステップS 52)

０ 2０ フレーム ヘマウントされたウェーハWは、搬送装置39により反転され、表面に貼着

された保護シート2 が剥離される (ステップS53)

０12 ウェーハWは、エキスパンダ 3に搬送され、保持リングRがダイシングテープ22側

から押圧され、ウェーハWのエキスパンドが行われる (ステツプS 54)

」０122 エキスパンドされたウェーハWは、ヵセットストッヵ一 4に載置されたヵセットCへ保

持リングRごと順次収納されていく (ステップS55)

０123」 以上説明したように、本発明に係るウェーハ加工方法によれば、レーザータイシン

グ装置によりタイシングされたウェーハを、タメージを与えることなくチップに分割する

ことができる。



請求の範囲

ウェーハの裏面を研削加工し、研削後の前記ウェーハの裏面を研磨加工し、ウェー

ハの最終加工厚さ より厚い厚さ 2まで前記ウェーハの裏面を加工する第 の機

械加工ステップと、

第 の機械加工後の前記ウェーハの外周より0・ ～ の非改質ゾーンの内側

にレーザー光を照射して前記ウェーハの内部へ改質領域を形成する改質領域形成

ステップと、

改質領域形成後の前記ウェーハの裏面を研削加工し、研削後の前記ウェーハの裏

面を研磨加工し、ウェーハの最終加工厚さ まで前記ウェーハの裏面を加工する第

2の機械加工ステップと、

を備えることを特徴とするウェーハ加工方法。

」2 第 の機械加工前の前記ウェーハの表面に該ウェーハの表面に形成されたパター

ンを保護する保護用テープを貼着するテープ貼着ステップと、

第2の機械加工後の前記ウェーハの表面に紫外線光を照射する紫外線光照射ス

テップと、

紫外線光照射後の前記ウェーハの裏面にダイシングテープを貼着して前記ウェー

ハをフレームヘマウントするテープマウントステップと、

フレームヘマウントされた前記ウェーハの表面に貼着されている前記保護用テープ

の剥離を行ぅテープ剥離ステップと、

前記保護用テープが剥離された前記ウェーハの前記ダイシングテープが貼着され

た側より、前記ダイ 、シングテープのエキスパンドをォ刊 、前記ウェーハの各チップ間の

間隔を拡張するエキスパンドステップと、

を備える請求項 に記載のウェーハ加工方法。

3」 前記ウェーハの内部に形成する改質領域がウェーハの表面より厚さ方向に まで

の距離の位置である請求項 又は2に記載のウェーハ加工方法。

」4 第2の機械加工後の前記ウェーハをプラズマ洗浄するプラズマ洗浄ステップを備え

る請求項 、2又は3に記載のウェーハ加工方法。
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