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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加工物にレーザー光線を照射してレーザー加工を施すレーザー加工方法であって、
　被加工物に対して透過性を有する波長のパルスレーザー光線を照射し、被加工物の屈折
率よりも高い屈折率のフィラメントを光伝送路として被加工物の入射面から内部に形成す
るフィラメント形成工程と、
　該フィラメント形成工程が実施された被加工物に加工を施すパルスレーザー光線を該フ
ィラメントに照射して該フィラメントに沿って伝送することにより加工を施すレーザー加
工工程と、を含み、
　該フィラメント形成工程は、被加工物の加工ラインに沿って隣接するフィラメント同士
が離間して形成されるように所定の間隔でパルスレーザー光線を照射し、上面から下面に
渡り被加工物の屈折率よりも高い屈折率となり光伝送路となる領域を形成して複数のフィ
ラメントをなし、
　該レーザー加工工程はパルスレーザー光線を照射することにより実施され、照射される
パルスレーザー光線は、隣接する全ての該フィラメントに対し、該フィラメントに沿って
内部に導かれ上面から下面に至る破壊層が形成されるようにスポット径、繰り返し周波数
、および加工送り速度が設定されるものであって、
　該フィラメント形成工程において照射されるパルスレーザー光線を集光する集光レンズ
の開口数（ＮＡ）を、０．２～０．３に設定する、
　ことを特徴とするレーザー加工方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウエーハや光デバイスウエーハ等の被加工物の内部に加工ラインに沿
ってレーザー加工を施すレーザー加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　当業者には周知の如く、半導体デバイス製造工程においては、シリコン等の基板の表面
に絶縁膜と機能膜が積層された機能層によって複数のＩＣ、ＬＳＩ等のデバイスをマトリ
ックス状に形成した半導体ウエーハが形成される。このように形成された半導体ウエーハ
は上記デバイスがストリートと呼ばれる加工ラインによって区画されており、このストリ
ートに沿って分割することによって個々の半導体デバイスを製造している。
【０００３】
　また、光デバイス製造工程においては、サファイア基板や炭化珪素基板の表面にn型窒
化物半導体層およびp型窒化物半導体層からなる光デバイス層が積層され格子状に形成さ
れた複数のストリートによって区画された複数の領域に発光ダイオード、レーザーダイオ
ード等の光デバイスを形成して光デバイスウエーハを構成する。そして、光デバイスウエ
ーハをストリートに沿って切断することにより光デバイスが形成された領域を分割して個
々の光デバイスを製造している。
【０００４】
　上述した半導体ウエーハや光デバイスウエーハ等の被加工物を分割する方法として、そ
の被加工物に対して透過性を有する波長のパルスレーザー光線を用い、分割すべき領域の
内部に集光点を合わせてパルスレーザー光線を照射するレーザー加工方法も試みられてい
る。このレーザー加工方法を用いた分割方法は、被加工物の一方の面側から内部に集光点
を合わせて被加工物に対して透過性を有する波長のパルスレーザー光線を照射し、被加工
物の内部にストリートに沿って改質層を連続的に形成し、この改質層が形成されることに
よって強度が低下したストリートに沿って外力を加えることにより、被加工物を分割する
技術である。（例えば、特許文献１参照。）
【０００５】
　また、半導体ウエーハや光デバイスウエーハ等の被加工物をストリートに沿って分割す
る方法として、その被加工物に対して吸収性を有する波長のパルスレーザー光線をストリ
ートに沿って照射することによりアブレーション加工を施してレーザー加工溝を形成し、
この破断起点となるレーザー加工溝が形成されたストリートに沿って外力を付与すること
により割断する技術が実用化されている。（例えば、特許文献２参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３４０８８０５号公報
【特許文献２】特開平１０―３０５４２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　而して、ウエーハの内部にレーザー光線の集光点を位置付けて改質層を形成するために
は開口数(NA)が０．８前後の集光レンズを用いる必要があり、例えば厚みが３００μmの
ウエーハを個々のデバイスに分割するためには改質層を数段重ねて形成しなければならず
生産性が悪いという問題がある。
　また、ウエーハに対して吸収性を有する波長のパルスレーザー光線を照射すると、ウエ
ーハの入射面近傍でアブレーション加工が施されてエネルギーがウエーハの内部まで浸透
しないため、ストリートに沿って複数回パルスレーザー光線を照射しなければならず生産
性が悪いという問題がある。
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【０００８】
　本発明は上記事実に鑑みてなされたものであり、その主たる技術的課題は、被加工物の
加工ラインに沿ってパルスレーザー光線を２回照射することにより、被加工物を加工ライ
ンに沿って破断可能な状態に加工することができるレーザー加工方法を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記主たる技術課題を解決するため、本発明によれば、被加工物にレーザー光線を照射
してレーザー加工を施すレーザー加工方法であって、
　被加工物に対して透過性を有する波長のパルスレーザー光線を照射し、被加工物の屈折
率よりも高い屈折率のフィラメントを光伝送路として被加工物の入射面から内部に形成す
るフィラメント形成工程と、
　該フィラメント形成工程が実施された被加工物に加工を施すパルスレーザー光線を該フ
ィラメントに照射して該フィラメントに沿って伝送することにより加工を施すレーザー加
工工程と、を含み、
　該フィラメント形成工程は、被加工物の加工ラインに沿って隣接するフィラメント同士
が離間して形成されるように所定の間隔でパルスレーザー光線を照射し、上面から下面に
渡り被加工物の屈折率よりも高い屈折率となり光伝送路となる領域を形成して複数のフィ
ラメントをなし、
　該レーザー加工工程はパルスレーザー光線を照射することにより実施され、照射される
パルスレーザー光線は、隣接する全ての該フィラメントに対し、該フィラメントに沿って
内部に導かれ上面から下面に至る破壊層が形成されるようにスポット径、繰り返し周波数
、および加工送り速度が設定されるものであって、
　該フィラメント形成工程において照射されるパルスレーザー光線を集光する集光レンズ
の開口数（ＮＡ）を、０．２～０．３に設定する、
　ことを特徴とするレーザー加工方法が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によるレーザー加工方法は、被加工物に対して透過性を有する波長のパルスレー
ザー光線を照射し、被加工物の屈折率よりも高い屈折率のフィラメントを光伝送路として
被加工物の入射面から内部に形成するフィラメント形成工程と、該フィラメント形成工程
が実施された被加工物に加工を施すパルスレーザー光線を該フィラメントに照射して該フ
ィラメントに沿って伝送することにより加工を施すレーザー加工工程とを含み、該フィラ
メント形成工程は、被加工物の加工ラインに沿って隣接するフィラメント同士が離間して
形成されるように所定の間隔でパルスレーザー光線を照射し、上面から下面に渡り被加工
物の屈折率よりも高い屈折率となり光伝送路となる領域を形成して複数のフィラメントを
なし、該レーザー加工工程はパルスレーザー光線を照射することにより実施され、照射さ
れるパルスレーザー光線は、隣接する全ての該フィラメントに対し、該フィラメントに沿
って内部に導かれ上面から下面に至る破壊層が形成されるようにスポット径、繰り返し周
波数、および加工送り速度が設定されるものであって、該フィラメント形成工程において
照射されるパルスレーザー光線を集光する集光レンズの開口数（ＮＡ）を、０．２～０．
３に設定するので、レーザー加工工程において照射されるパルスレーザー光線は、フィラ
メント形成工程において形成された被加工物の屈折率よりも高い屈折率のフィラメントを
光伝送路として導かれるため被加工物の入射面（上面）から下面に亘って加工することが
できるため、被加工物の厚みが厚くてもパルスレーザー光線をフィラメント形成工程とレ
ーザー加工工程の２回照射すればよいため生産性が極めて良好となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明によるレーザー加工方法によって加工される被加工物としての光デバイス
ウエーハの斜視図。
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【図２】図１に示す光デバイスウエーハを環状のフレームに装着されたダイシングテープ
の表面に貼着された状態を示す斜視図。
【図３】本発明によるレーザー加工方法におけるフィラメント形成工程を実施するための
レーザー加工装置の要部斜視図。
【図４】本発明によるレーザー加工方法におけるフィラメント形成工程の説明図。
【図５】本発明によるレーザー加工方法におけるウエーハ分割工程を実施するためのレー
ザー加工装置の要部斜視図。
【図６】本発明によるレーザー加工方法におけるウエーハ分割工程の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明によるレーザー加工方法について添付図面を参照して、更に詳細に説明す
る。
【００１４】
　図１には、本発明によるレーザー加工方法によって加工される被加工物としての光デバ
イスウエーハの斜視図が示されている。図１に示す光デバイスウエーハ２は、厚みが３０
０μmのサファイア基板の表面２aに発光ダイオード、レーザーダイオード等の光デバイス
２１がマトリックス状に形成されている。そして、各光デバイス２１は、格子状に形成さ
れたストリートと呼ばれる加工ライン２２によって区画されている。
【００１５】
　上述した光デバイスウエーハ２を加工ライン２２に沿って分割するために、加工ライン
２２に沿ってレーザー加工を施すレーザー加工方法について説明する。
　先ず、光デバイスウエーハ２を環状のフレームに装着されたダイシングテープの表面に
貼着するウエーハ支持工程を実施する。即ち、図２に示すように、環状のフレーム３の内
側開口部を覆うように外周部が装着されたダイシングテープ３０の表面に光デバイスウエ
ーハ２の裏面２bを貼着する。
【００１６】
　上述したウエーハ支持工程を実施したならば、被加工物である光デバイスウエーハ２を
構成するサファイア基板に対して透過性を有する波長のパルスレーザー光線を加工ライン
２２に沿って照射し、サファイア基板の屈折率よりも高い屈折率のフィラメントを光伝送
路としてサファイア基板の入射面から内部に形成するフィラメント形成工程を実施する。
このフィラメント形成工程は、図３に示すレーザー加工装置４を用いて実施する。図３に
示すレーザー加工装置４は、被加工物を保持するチャックテーブル４１と、該チャックテ
ーブル４１上に保持された被加工物にレーザー光線を照射するレーザー光線照射手段４２
と、チャックテーブル４１上に保持された被加工物を撮像する撮像手段４３を具備してい
る。チャックテーブル４１は、被加工物を吸引保持するように構成されており、図示しな
い加工送り手段によって図３において矢印Ｘで示す加工送り方向に移動せしめられるとと
もに、図示しない割り出し送り手段によって図３において矢印Ｙで示す割り出し送り方向
に移動せしめられるようになっている。
【００１７】
　上記レーザー光線照射手段４２は、実質上水平に配置された円筒形状のケーシング４２
１を含んでいる。ケーシング４２１内には図示しないパルスレーザー光線発振器や繰り返
し周波数設定手段を備えたパルスレーザー光線発振手段が配設されている。上記ケーシン
グ４２１の先端部には、パルスレーザー光線発振手段から発振されたパルスレーザー光線
を集光するための集光レンズ４２２aを備えた集光器４２２が装着されている。この集光
器４２２の集光レンズ４２２aは、開口数(NA)が０．２～０．３の範囲に設定されること
が重要である。図示の実施形態においては開口数(NA)が０．２５に設定されている。なお
、レーザー光線照射手段４２は、集光器４２２によって集光されるパルスレーザー光線の
集光点位置を調整するための集光点位置調整手段（図示せず）を備えている。
【００１８】
　上記レーザー光線照射手段４２を構成するケーシング４２１の先端部に装着された撮像
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手段４３は、被加工物を照明する照明手段と、該照明手段によって照明された領域を捕ら
える光学系と、該光学系によって捕らえられた像を撮像する撮像素子（ＣＣＤ）等を備え
、撮像した画像信号を図示しない制御手段に送る。
【００１９】
　上述したレーザー加工装置４を用いて、光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基
板に対して透過性を有する波長のパルスレーザー光線を加工ライン２２に沿って照射し、
サファイア基板の屈折率よりも高い屈折率のフィラメントを光伝送路としてサファイア基
板の入射面から内部に形成するフィラメント形成工程について、図３および図４を参照し
て説明する。
　先ず、上述した図３に示すレーザー加工装置４のチャックテーブル４１上に光デバイス
ウエーハ２が貼着されたダイシングテープ３０側を載置する。そして、図示しない吸引手
段を作動することにより、ダイシングテープ３０を介して光デバイスウエーハ２をチャッ
クテーブル４１上に保持する（ウエーハ保持工程）。従って、チャックテーブル４１に保
持された光デバイスウエーハ２は、表面２aが上側となる。なお、図３においてはダイシ
ングテープ３０が装着された環状のフレーム３を省いて示しているが、環状のフレーム３
はチャックテーブル４１に配設された適宜のフレーム保持手段に保持される。このように
して、光デバイスウエーハ２を吸引保持したチャックテーブル４１は、図示しない加工送
り手段によって撮像手段４３の直下に位置付けられる。
【００２０】
　チャックテーブル４１が撮像手段４３の直下に位置付けられると、撮像手段４３および
図示しない制御手段によって光デバイスウエーハ２のレーザー加工すべき加工領域を検出
するアライメント作業を実行する。即ち、撮像手段４３および図示しない制御手段は、光
デバイスウエーハ２の所定方向に形成されている加工ライン２２と、該加工ライン２２に
沿ってレーザー光線を照射するレーザー光線照射手段４２の集光器４２２との位置合わせ
を行うためのパターンマッチング等の画像処理を実行し、レーザー光線照射位置のアライ
メントを遂行する（アライメント工程）。また、光デバイスウエーハ２に上記所定方向と
直交する方向に形成された加工ライン２２に対しても、同様にレーザー光線照射位置のア
ライメントが遂行される。
【００２１】
　上述したアライメント工程を実施したならば、図４で示すようにチャックテーブル４１
をレーザー光線を照射するレーザー光線照射手段４２の集光器４２２が位置するレーザー
光線照射領域に移動し、所定の加工ライン２２を集光器４２２の直下に位置付ける。この
とき、図４の（ａ）で示すように光デバイスウエーハ２は、加工ライン２２の一端(図４
の（ａ）において左端)が集光器４２２の直下に位置するように位置付けられる。次に、
集光器４２２から照射されるパルスレーザー光線LB1の集光点Ｐ1を光デバイスウエーハ２
の入射面である表面２a（上面）から僅かに内部に位置付ける。このパルスレーザー光線
の集光点Ｐ1は、図示の実施形態においては図４の（c）に示すように光デバイスウエーハ
２の入射面である表面２a（上面）から１６０μm下方位置に設定されている。そして、集
光器４２２からサファイア基板に対して透過性を有する波長のパルスレーザー光線を照射
しつつチャックテーブル４１を図４の（ａ）において矢印Ｘ１で示す方向に所定の送り速
度で移動せしめる（フィラメント形成工程）。そして、図４の（ｂ）で示すようにレーザ
ー光線照射手段４２の集光器４２２の照射位置に加工ライン２２の他端(図４の（ａ）に
おいて左端)が達したら、パルスレーザー光線の照射を停止するとともにチャックテーブ
ル４１の移動を停止する。
【００２２】
　上記フィラメント形成工程における加工条件は、例えば次のように設定されている。
　波長　　　　　　　　　　　　　　：１０３０ｎｍのパルスレーザー
　繰り返し周波数　　　　　　　　　：５０ｋＨｚ
　パルス幅　　　　　　　　　　　　：１０ps
　平均出力　　　　　　　　　　　　：３Ｗ



(6) JP 6208430 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

　集光レンズの開口数(NA)　　　　　：０．２５
　集光スポット径　　　　　　　　　：φ１０μｍ
　ホーカス　　　　　　　　　　　　：－１６０μm（入射面からデホーカス）
　加工送り速度　　　　　　　　　　：８００ｍｍ／秒
【００２３】
　上述した加工条件によってフィラメント形成工程を実施することにより、光デバイスウ
エーハ２の内部には、入射面である表面２a（上面）から裏面２b（下面）に亘って加工ラ
イン２２に沿って所定の間隔（図示の実施形態においては１６μｍの間隔（（加工送り速
度：８００ｍｍ／秒）／（繰り返し周波数：５０ｋＨｚ））でサファイア基板の屈折率よ
りも高い屈折率のフィラメント２３が形成される。このフィラメント２３は、後述するレ
ーザー加工工程における光伝送路として機能する。
【００２４】
　上述したように所定の加工ライン２２に沿って上記フィラメント形成工程を実施したら
、チャックテーブル４１を矢印Ｙで示す方向に光デバイスウエーハ２に形成された加工ラ
イン２２の間隔だけ割り出し移動し（割り出し工程）、上記フィラメント形成工程を遂行
する。このようにして所定方向に形成された全ての加工ライン２２に沿って上記フィラメ
ント形成工程を実施したならば、チャックテーブル４１を９０度回動せしめて、上記所定
方向に形成された加工ライン２２に対して直交する方向に延びる加工ライン２２に沿って
上記フィラメント形成工程を実行する。
【００２５】
　上述したフィラメント形成工程を実施したならば、フィラメント形成工程が実施された
被加工物に加工を施すパルスレーザー光線をフィラメント２３に照射してフィラメント２
３に沿って伝送することにより加工を施すレーザー加工工程を実施する。このレーザー加
工工程は、上記図３に示すレーザー加工装置４と同様のレーザー加工装置を用いて実施す
ることができる。即ち、レーザー加工工程を実施するには、図５に示すようにレーザー加
工装置４のチャックテーブル４１上に光デバイスウエーハ２が貼着されたダイシングテー
プ３０側を載置する。そして、図示しない吸引手段を作動することにより、ダイシングテ
ープ３０を介して光デバイスウエーハ２をチャックテーブル４１上に保持する（ウエーハ
保持工程）。従って、チャックテーブル４１に保持された光デバイスウエーハ２は、表面
２aが上側となる。なお、図５においてはダイシングテープ３０が装着された環状のフレ
ーム３を省いて示しているが、環状のフレーム３はチャックテーブル４１に配設された適
宜のフレーム保持手段に保持される。このようにして、光デバイスウエーハ２を吸引保持
したチャックテーブル４１は、図示しない加工送り手段によって撮像手段４３の直下に位
置付けられる。そして、上述したアライメント工程が実施される。
【００２６】
　次に、チャックテーブル４１をレーザー光線を照射するレーザー光線照射手段４２の集
光器４２２が位置するレーザー光線照射領域に移動し、所定の加工ライン２２を集光器４
２２の直下に位置付ける。このとき、図６の（ａ）で示すように光デバイスウエーハ２は
、加工ライン２２の一端(図６の（ａ）において左端)が集光器４２２の直下に位置するよ
うに位置付けられる。次に、集光器４２２から照射されるパルスレーザー光線LB2の集光
点Ｐ2を光デバイスウエーハ２の入射面である表面２a（上面）に位置付ける。そして、集
光器４２２からサファイア基板に対して吸収性を有する波長のパルスレーザー光線を照射
しつつチャックテーブル４１を図６の（ａ）において矢印Ｘ１で示す方向に所定の送り速
度で移動せしめる（レーザー加工工程）。そして、図６の（ｂ）で示すようにレーザー光
線照射手段４２の集光器４２２の照射位置に加工ライン２２の他端(図６の（ａ）におい
て左端)が達したら、パルスレーザー光線の照射を停止するとともにチャックテーブル４
１の移動を停止する。
【００２７】
　上記フィラメント形成工程における加工条件は、例えば次のように設定されている。
　波長　　　　　　　　　　　　　　：３５５ｎｍのパルスレーザー
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　繰り返し周波数　　　　　　　　　：１０ｋＨｚ
　パルス幅　　　　　　　　　　　　：１０ps
　平均出力　　　　　　　　　　　　：７Ｗ
　集光レンズの開口数(NA)　　　　　：０．２５
　集光スポット径　　　　　　　　　：φ１０μｍ
　ホーカス　　　　　　　　　　　　：０μm（入射面でジャストホーカス）
　加工送り速度　　　　　　　　　　：１００ｍｍ／秒
【００２８】
　上述した加工条件においては、集光スポット径がφ１０μｍのパルスレーザー光線は加
工ライン２２に沿って１０μｍの間隔（（加工送り速度：１００ｍｍ／秒）／（繰り返し
周波数：１０ｋＨｚ））で照射されるので、上述したように１６μｍの間隔で形成された
フィラメント２３に照射することができる。このようにして光デバイスウエーハ２の入射
面である表面２a（上面）に加工ライン２２に沿って照射されたパルスレーザー光線は、
フィラメント２３に照射されるとフィラメント２３がサファイア基板の屈折率よりも高い
屈折率に形成されているため、図６の（c）で示すようにフィラメント２３に沿って内部
に導かれ破壊層２４を形成する。このように、レーザー加工工程において照射されるパル
スレーザー光線は、サファイア基板の屈折率よりも高い屈折率に形成されたフィラメント
２３を光伝走路として導かれるため光デバイスウエーハ２の入射面である表面２a（上面
）から裏面２b（下面）に亘って破壊層２４を形成することができるので、生産性が極め
て良好となる。このようにして形成された破壊層２４は、強度が低下せしめられた状態と
なる。
【００２９】
　上述したように所定の加工ライン２２に沿って上記レーザー加工工程を実施したら、チ
ャックテーブル４１を矢印Ｙで示す方向に光デバイスウエーハ２に形成された加工ライン
２２の間隔だけ割り出し移動し（割り出し工程）、上記レーザー加工工程を遂行する。こ
のようにして所定方向に形成された全ての加工ライン２２に沿って上記レーザー加工工程
を実施したならば、チャックテーブル４１を９０度回動せしめて、上記所定方向に形成さ
れた加工ライン２２に対して直交する方向に延びる加工ライン２２に沿って上記レーザー
加工工程を実行する。
【００３０】
　以上のようにしてフィラメント形成工程およびレーザー加工工程が実施された光デバイ
スウエーハ２は、破壊層２４が形成された加工ライン２２に沿って破断するウエーハ分割
工程に搬送される。そして、ウエーハ分割工程においては、破壊層２４が形成された加工
ライン２２に沿って外力を付与することにより、光デバイスウエーハ２は強度が低下せし
められた破壊層２４に沿って容易に破断され、個々の光デバイスに分割される。
【００３１】
　以上、本発明を図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明は実施形態のみに限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨の範囲で種々の変形は可能である。例えば、上述した実
施形態においては光デバイスウエーハを構成するサファイア基板の表面からレーザー光線
を入射させているが、裏面から入射してもよい。
　また、上述した実施形態においては光デバイスウエーハを個々の光デバイスに分割する
例を示したが、本発明はガラス板に細孔をあける場合にも適用できる。
【符号の説明】
【００３２】
　　　２：光デバイスウエーハ
　　２１：光デバイス
　　２２：加工ライン
　　２３：フィラメント
　　２４：破壊層
　　　３：環状のフレーム
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　　３０：ダイシングテープ
　　　４：レーザー加工装置
　　４１：レーザー加工装置のチャックテーブル
　　４２：レーザー光線照射手段
　４２２：集光器
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