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(57)【要約】
【課題】デバイスをプラズマから保護するためのマスク
を効率的に安価に形成することができるウエーハの分割
方法を提供すること。
【解決手段】ウエーハの分割方法は、ウエーハの裏面に
レーザー光線を吸収するレーザー光吸収剤が混合されて
いる液状樹脂を被覆して遮蔽膜を形成する遮蔽膜被覆ス
テップＳＴ２と、遮蔽膜が被覆されたウエーハに裏面側
からレーザー光線を分割予定ラインに沿って照射し、ア
ブレーション加工によって遮蔽膜を分割予定ラインに沿
って除去する遮蔽膜除去ステップＳＴ３と、遮蔽膜除去
ステップＳＴ３を実施した後、ウエーハの裏面側からウ
エーハをプラズマエッチングし、遮蔽膜が除去された分
割予定ラインの領域をエッチングしてウエーハを個々の
デバイスチップに分割する分割ステップＳＴ４とを備え
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面の分割予定ラインに区画された領域にデバイスが形成されたウエーハの分割方法で
あって、
　ウエーハの裏面に、レーザー光線を吸収するレーザー光吸収剤が混合されている液状ま
たはシート状の樹脂を被覆して遮蔽膜を形成する遮蔽膜被覆ステップと、
　該遮蔽膜が被覆されたウエーハに裏面側からレーザー光線を該分割予定ラインに沿って
照射し、アブレーション加工によって該遮蔽膜を該分割予定ラインに沿って除去する遮蔽
膜除去ステップと、
　該遮蔽膜除去ステップを実施した後、ウエーハの裏面側からウエーハをプラズマエッチ
ングし、該遮蔽膜が除去された該分割予定ラインの領域をエッチングしてウエーハを個々
のデバイスチップに分割する分割ステップと、を備え、
　該遮蔽膜は、ダイボンド用接着剤であることを特徴とするウエーハの分割方法。
【請求項２】
　該遮蔽膜被覆ステップでは、液状樹脂をウエーハの裏面に被覆する被覆ステップと、該
被覆した該液状樹脂を硬化させる硬化ステップと、を繰り返し、遮蔽膜層を２層以上積層
させ該遮蔽膜を形成することを特徴とする請求項１に記載のウエーハの分割方法。
【請求項３】
　該レーザー光吸収剤は、染料、色素又は紫外線吸収剤からなることを特徴とする請求項
１又は請求項２に記載のウエーハの分割方法。
【請求項４】
　該レーザー光吸収剤は、酸化物の微粉末または窒化物の微粉末であることを特徴とする
請求項１又は請求項２に記載のウエーハの分割方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウエーハをデバイスチップに分割するウエーハの分割方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウエーハを個々のデバイスチップに分割する方法としては、従来、切削ブレード
又はレーザー光線を用いた分割方法が用いられている。これらの分割方法は、１本ずつ分
割予定ラインを加工するため、分割予定ラインの数が増え、ウエーハの大径化が進むと、
加工時間が長くなるという課題がある。
【０００３】
　そこで、プラズマエッチングにより全ての分割予定ラインを一括で加工し、短時間に加
工する分割方法が開発されている（例えば、特許文献１参照）。この分割方法では、加工
時間の短時間化の他に、溝に対して機械的に加工していないため、デバイスチップの抗折
強度が高くできるという効果もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１２７０１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示すウエーハの分割方法では、デバイスをプラズマから保
護するためのマスクをいかに効率的に安価に形成するかという課題がある。
【０００６】
　本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、デバイスをプラズマから保護す
るためのマスクを効率的に安価に形成することができるウエーハの分割方法を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明のウエーハの分割方法は、表面
の分割予定ラインに区画された領域にデバイスが形成されたウエーハの分割方法であって
、ウエーハの裏面に、レーザー光線を吸収するレーザー光吸収剤が混合されている液状ま
たはシート状の樹脂を被覆して遮蔽膜を形成する遮蔽膜被覆ステップと、該遮蔽膜が被覆
されたウエーハに裏面側からレーザー光線を該分割予定ラインに沿って照射し、アブレー
ション加工によって該遮蔽膜を該分割予定ラインに沿って除去する遮蔽膜除去ステップと
、該遮蔽膜除去ステップを実施した後、ウエーハの裏面側からウエーハをプラズマエッチ
ングし、該遮蔽膜が除去された該分割予定ラインの領域をエッチングしてウエーハを個々
のデバイスチップに分割する分割ステップと、を備え、該遮蔽膜は、ダイボンド用接着剤
であることを特徴とする。
【０００８】
　該遮蔽膜被覆ステップでは、液状樹脂をウエーハの裏面に被覆する被覆ステップと、該
被覆した該液状樹脂を硬化させる硬化ステップと、を繰り返し、遮蔽膜層を２層以上積層
させ該遮蔽膜を形成することが望ましい。
【０００９】
　該レーザー光吸収剤は、染料、色素又は紫外線吸収剤からなることが望ましい。
【００１０】
　該レーザー光吸収剤は、酸化物の微粉末または窒化物の微粉末であることが望ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　そこで、本願発明のウエーハの分割方法では、デバイスをプラズマから保護するための
マスクを効率的に安価に形成することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施形態１に係るウエーハの分割方法の加工対象のウエーハを示す斜視
図である。
【図２】図２は、実施形態１に係るウエーハの分割方法によりウエーハから分割されたデ
バイスチップを示す斜視図である。
【図３】図３は、実施形態１に係るウエーハの分割方法の流れを示すフローチャートであ
る。
【図４】図４は、図３に示されたウエーハの分割方法の貼着ステップを示す斜視図である
。
【図５】図５は、図３に示されたウエーハの分割方法の貼着ステップ後のウエーハの斜視
図である。
【図６】図６は、図３に示されたウエーハの分割方法の遮蔽膜被覆ステップを示す側断面
図である。
【図７】図７は、図３に示されたウエーハの分割方法の遮蔽膜除去ステップを示す側断面
図である。
【図８】図８は、図３に示されたウエーハの分割方法の遮蔽膜除去ステップ後のウエーハ
の側断面図である。
【図９】図９は、図３に示されたウエーハの分割方法の分割ステップで用いられるエッチ
ング装置の一例を示す断面図である。
【図１０】図１０は、図３に示されたウエーハの分割方法の分割ステップ後のウエーハの
断面図である。
【図１１】図１１は、実施形態２に係るウエーハの分割方法の遮蔽膜被覆ステップを示す
斜視図である。
【図１２】図１２は、実施形態３に係るウエーハの分割方法の遮蔽膜被覆ステップの流れ
を示す斜視図である。
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【図１３】図１３は、実施形態３に係るウエーハの分割方法の遮蔽膜被覆ステップ後のウ
エーハの要部の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明を実施するための形態（実施形態）につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。
以下の実施形態に記載した内容により本発明が限定されるものではない。また、以下に記
載した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。
さらに、以下に記載した構成は適宜組み合わせることが可能である。また、本発明の要旨
を逸脱しない範囲で構成の種々の省略、置換又は変更を行うことができる。
【００１４】
〔実施形態１〕
　実施形態１に係るウエーハの分割方法を図面を参照して説明する。図１は、実施形態１
に係るウエーハの分割方法の加工対象のウエーハを示す斜視図である。図２は、実施形態
１に係るウエーハの分割方法によりウエーハから分割されたデバイスチップを示す斜視図
である。
【００１５】
　実施形態１に係るウエーハの分割方法は、図１に示すウエーハＷを加工する分割方法で
ある。図１に示すウエーハＷは、実施形態１ではシリコン、サファイア、ガリウムヒ素な
どを基板Ｓとする円板状の半導体ウエーハや光デバイスウエーハである。ウエーハＷは、
図１に示すように、表面ＷＳの交差（実施形態１では、直交）する複数の分割予定ライン
Ｌによって区画された領域にデバイスＤが形成されている。実施形態１において、ウエー
ハＷは、外径が３００ｍｍであり、デバイスＤの大きさが一辺５ｍｍ程度であり、プラズ
マエッチングにより図２に示すデバイスチップＤＴに分割されるのが好適なものである。
なお、デバイスチップＤＴは、基板Ｓの一部と基板Ｓの表面ＷＳに形成されたデバイスＤ
と基板Ｓの裏面ＷＲを被覆したダイボンド用接着剤Ｇとを含んで構成される。また、実施
形態１において、デバイスチップＤＴのダイボンド用接着剤Ｇは、デバイスチップＤＴを
マザー基板や他のチップに接着するためのものであり、プラズマ耐性を有する。
【００１６】
　次に、ウエーハの分割方法を図面を参照して説明する。図３は、実施形態１に係るウエ
ーハの分割方法の流れを示すフローチャートである。図４は、図３に示されたウエーハの
分割方法の貼着ステップを示す斜視図である。図５は、図３に示されたウエーハの分割方
法の貼着ステップ後のウエーハの斜視図である。図６は、図３に示されたウエーハの分割
方法の遮蔽膜被覆ステップを示す側断面図である。図７は、図３に示されたウエーハの分
割方法の遮蔽膜除去ステップを示す側断面図である。図８は、図３に示されたウエーハの
分割方法の遮蔽膜除去ステップ後のウエーハの側断面図である。図９は、図３に示された
ウエーハの分割方法の分割ステップで用いられるエッチング装置の一例を示す断面図であ
る。図１０は、図３に示されたウエーハの分割方法の分割ステップ後のウエーハの断面図
である。
【００１７】
　実施形態１に係るウエーハの分割方法（以下、単に分割方法と記す）は、ウエーハＷを
分割予定ラインＬに沿って切断して、ウエーハＷを図２に示すデバイスチップＤＴに分割
（個片化ともいう）する方法であり、デバイスチップＤＴの製造方法でもある。
【００１８】
　分割方法は、図３に示すように、貼着ステップＳＴ１と、遮蔽膜被覆ステップＳＴ２と
、遮蔽膜除去ステップＳＴ３と、分割ステップＳＴ４とを備える。
【００１９】
　貼着ステップＳＴ１は、ウエーハＷの表面ＷＳにダイシングテープＴを貼着するステッ
プである。実施形態１において、貼着ステップＳＴ１は、図４に示すように、ウエーハＷ
の表面ＷＳを、外周に環状フレームＦが貼着されたダイシングテープＴに対向させた後、
図５に示すように、ダイシングテープＴにウエーハＷの表面ＷＳを貼着する。
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【００２０】
　遮蔽膜被覆ステップＳＴ２は、ウエーハＷの裏面ＷＲにレーザー光線ＬＢ（図７に示す
）を吸収するレーザー光吸収剤が混合されている液状の樹脂である液状樹脂ＬＲを被覆し
て、遮蔽膜ＳＦを形成するステップである。遮蔽膜被覆ステップＳＴ２は、図６に示すよ
うに、ダイシングテープＴを介してウエーハＷの表面ＷＳを被覆装置１０のチャックテー
ブル１１に吸引保持し、環状フレームＦをクランパ１２によりクランプする。遮蔽膜被覆
ステップＳＴ２は、チャックテーブル１１を軸心回りに回転させつつ塗布ノズル１３から
液状樹脂ＬＲをウエーハＷの裏面ＷＲに滴下して、液状樹脂ＬＲをウエーハＷの裏面ＷＲ
全体に被覆し、液状樹脂ＬＲを継時的に硬化させる。
【００２１】
　液状樹脂ＬＲは、エポキシ樹脂などにより構成され、波長が３５５ｎｍのレーザー光線
ＬＢを吸収するレーザ光吸収剤が混合されており、硬化するとプラズマ耐性を有する遮蔽
膜ＳＦとなる。また、遮蔽膜ＳＦは、ダイボンド用接着剤Ｇでもある。
【００２２】
　液状樹脂ＬＲが混合されたレーザ光吸収剤は、染料、色素又は紫外線吸収剤からなる。
染料としては、例えば、アゾ染料（モノアゾおよびポリアゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピ
ラゾロンアゾ染料、スチルベンアゾ染料、チアゾールアゾ染料）、アントラキノン染料（
アントラキノン誘導体、アントロン誘導体）、インジゴイド染料（インジゴイド誘導体、
チオインジゴイド誘導体）、フタロシアニン染料、カルボニウム染料（ジワェニルメタン
染料、トリフェニルメタン染料、キサンテン染料、アクリジン染料）、キノンイミン染料
（アジン染料、オキサジン染料、チアジン染料）、メチン染料（シアニン染料、アゾメチ
ン染料）、キノリン染料、ニトロソ染料、ベンゾキノン及びナフトキノン染料、ナフタル
イミド染料、ペリノン染料その他の染料等の中より、少なくとも一以上が選択される。
【００２３】
　また、色素としては、環境負荷などの点から食品添加用色素、例えば食用赤色２号、食
用赤色４０号、食用赤色１０２号、食用赤色１０４号、食用赤色１０５号、食用赤色１０
６号、食用黄色ＮＹ、食用黄色４号タートラジン、食用黄色５号、食用黄色５号サンセッ
トエローＦＣＦ、食用オレンジ色ＡＭ、食用朱色Ｎｏ．１、食用朱色Ｎｏ．４、食用朱色
Ｎｏ．１０１、食用青色１号、食用青色２号、食用緑色３号、食用メロン色Ｂ、食用タマ
ゴ色Ｎｏ．３等の中より、少なくとも一以上が選択される。
【００２４】
　また、紫外線吸収剤としては、例えば４，４’－ジカルボキシベンゾフェノン、ベンゾ
フェノン－４－カルボン酸、２－カルボキシアントラキノン、１，２－ナフタリンジカル
ボン酸、１，８－ナフタリンジカルボン酸、２，３－ナフタリンジカルボン酸、２，６－
ナフタリンジカルボン酸、２，７－ナフタリンジカルボン酸等及びこれらのソーダ塩、カ
リウム塩、アンモニウム塩、第４級アンモニウム塩等、２，６－アントラキノンジスルホ
ン酸ソーダ、２，７－アントラキノンジスルホン酸ソーダ、フェルラ酸などのうち少なく
とも一以上が選択され、中でもフェルラ酸が好適である。
【００２５】
　また、液状樹脂ＬＲが混合されたレーザ光吸収剤は、酸化物の微粉末または窒化物の微
粉末である。酸化物の微粉末としては、ＴｉＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、ＺｎＯ、ＣｅＯ２、Ｃｕ
Ｏ、Ｃｕ２Ｏ、ＭｇＯのうち少なくとも一以上が選択される。窒化物の微粉末としては、
ＡｌＮ、ＺｒＮ、ＨｆＮ、六方晶ＢＮ、ＴｉＮのうち少なくとも一以上が選択される。こ
のように、本発明の液状樹脂ＬＲが混合されたレーザ光吸収剤は、前述した材料で構成さ
れた染料、色素、紫外線吸収剤、酸化物の微粉末及び窒化物の微粉末のうち少なくとも一
つにより構成される。なお、本発明において、レーザ光吸収剤は、遮蔽膜ＳＦのｇ吸光係
数ｋが、３×１０―３乃至２．５×１０－１ａｂｓ・Ｌ／ｇ（ａｂｓ：吸光度）の範囲と
なる量で使用されるのが望ましい。
【００２６】
　遮蔽膜除去ステップＳＴ３は、遮蔽膜ＳＦが被覆されたウエーハＷに裏面ＷＲ側からレ
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ーザー光線ＬＢを分割予定ラインＬに沿って照射し、アブレーション加工によって遮蔽膜
ＳＦを分割予定ラインＬに沿って除去するステップである。遮蔽膜除去ステップＳＴ３は
、図７に示すように、ダイシングテープＴを介してウエーハＷの表面ＷＳをアブレーショ
ン加工を行うレーザ加工装置２０のチャックテーブル２１に吸引保持し、環状フレームＦ
をクランパ２２によりクランプする。
【００２７】
　遮蔽膜除去ステップＳＴ３は、レーザ加工装置２０の図示しない赤外線カメラによりウ
エーハＷの裏面ＷＲをウエーハＷの表面ＷＳ側から撮像し、分割予定ラインＬの位置を割
り出した後、レーザー光線照射手段２３とチャックテーブル２１とを分割予定ラインＬに
沿って相対的に移動させながら図７に示すように、レーザー光線照射手段２３からレーザ
ー光線ＬＢを分割予定ラインＬに沿って照射する。遮蔽膜除去ステップＳＴ３は、分割予
定ラインＬにウエーハＷの厚み方向に重なる位置の遮蔽膜ＳＦにアブレーション加工を施
して、分割予定ラインＬにウエーハＷの厚み方向に重なる位置の裏面ＷＲを露出させる。
【００２８】
　実施形態１において、レーザー光線照射手段２３が照射するレーザー光線ＬＢの波長は
、３５５ｎｍであるが、遮蔽膜ＳＦをアブレーション加工可能であれば、レーザー光線Ｌ
Ｂの波長は３５５ｎｍに限定されない。遮蔽膜除去ステップＳＴ３後のウエーハＷは、図
８に示すように、分割予定ラインＬとウエーハＷの厚み方向に重なる位置の裏面ＷＲが遮
蔽膜ＳＦ外に露出し、デバイスＤとウエーハＷの厚み方向に重なる位置の裏面ＷＲが遮蔽
膜ＳＦにより被覆されている。なお、遮蔽膜除去ステップＳＴ３において、ウエーハＷの
裏面ＷＲ側から赤外線カメラにより撮像しても分割予定ラインＬの位置を割り出せない場
合には、チャックテーブル２１をガラスなどの透明な材料により構成して、チャックテー
ブル２１の下方からウエーハＷの表面ＷＳ側を撮像して、分割予定ラインＬの位置を割り
出しても良い。
【００２９】
　分割ステップＳＴ４は、遮蔽膜除去ステップＳＴ３を実施した後、ウエーハＷの裏面Ｗ
Ｒ側からウエーハＷをプラズマエッチングし、遮蔽膜ＳＦが除去された裏面ＷＲの分割予
定ラインＬの領域をエッチングしてウエーハＷを個々のデバイスチップＤＴに分割するス
テップである。分割ステップＳＴ４は、図９に示すプラズマエッチング装置３０のシャッ
ター３１を下降させて開口部３２を開口させた状態で、開口部３２からウエーハＷをチャ
ンバ３３の内部に進入し、裏面ＷＲが図９中の上を向いて露出した状態でチャックテーブ
ル３４に静電吸着する。分割ステップＳＴ４は、シャッター３１により開口部３２を閉め
、ガス排出部３５にチャンバ３３の内部を減圧排気する。
【００３０】
　次に、分割ステップＳＴ４は、エッチングガス供給手段３６を下降させ、ガス供給部３
７からガス流通孔３８にエッチングガスとしてフッ素系安定ガスを供給し、エッチングガ
ス供給手段３６の下面の噴出部３９からエッチングガスを噴出させると共に、高周波電源
４０からエッチングガス供給手段３６とチャックテーブル３４との間に高周波電圧を印加
する。分割ステップＳＴ４は、エッチングガスをプラズマ化させ、プラズマ中のイオンを
ウエーハＷの分割予定ラインＬとウエーハＷの厚み方向に重なる位置の露出した裏面ＷＲ
に引き込む。分割ステップＳＴ４は、プラズマのエッチング効果によりウエーハＷの裏面
ＷＲのうち、遮蔽膜ＳＦが被覆されていない部分、すなわち、分割予定ラインＬと厚み方
向に重なる位置がエッチングされる。そして、分割ステップＳＴ４は、ウエーハＷの裏面
ＷＲから表面ＷＳにかけて基板Ｓの厚み分だけエッチングし、図１０に示すように、すべ
ての分割予定ラインＬが厚み方向に貫通して、ウエーハＷが縦横に分離され、個々のデバ
イスチップＤＴに分割される。
【００３１】
　なお、実施形態１において、エッチングガスとして用いられるフッ素系安定ガスは、Ｓ
Ｆ６、ＣＦ４、Ｃ２Ｆ６、Ｃ２Ｆ４、ＣＨＦ３等のうち少なくとも一つが用いられる。ま
た、実施形態１において、遮蔽膜ＳＦのエッチングレートは、ウエーハＷを構成する基板
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Ｓのエッチングレートの１／１０以下であり、遮蔽膜ＳＦの厚みは、すべての分割予定ラ
インＬが厚み方向に貫通しても裏面ＷＲ上の遮蔽膜ＳＦが残存する厚みである。こうして
、実施形態１に係る分割方法は、デバイスＤをプラズマから保護するためのマスクとして
遮蔽膜ＳＦを用いる。
【００３２】
　実施形態１に係る分割方法は、デバイスチップＤＴをマザー基板や他のチップに接着す
るためのダイボンド用接着剤Ｇである遮蔽膜ＳＦ即ちマスクとして利用するため、プラズ
マエッチンング専用のマスクをウエーハＷの裏面ＷＲに敷設する必要が無く、さらに専用
のマスクを除去する必要もないため、工程が効率的になるという効果を奏する。さらに、
分割方法は、遮蔽膜ＳＦを構成する液状樹脂ＬＲにレーザー光線ＬＢを吸収するレーザー
光吸収剤が混合されているので、遮蔽膜除去ステップＳＴ３において、効率的で確実にレ
ーザー光線ＬＢによって分割予定ラインＬと厚み方向に重なる遮蔽膜ＳＦを除去できる。
その結果、分割方法は、デバイスＤをプラズマから保護するためのマスクを効率的に安価
に形成することができるという効果を奏する。
【００３３】
　このように、実施形態１に係る分割方法は、フッ素系安定ガスをエッチングガスとして
用いるプラズマエッチングにおいて、プラズマ耐性を有するダイボンド用接着剤Ｇである
遮蔽膜ＳＦを安価なマスクとして用いることを達成するために、遮蔽膜ＳＦにレーザ光吸
収剤を混合して、レーザー光線ＬＢを用いたアブレーション加工可能により分割予定ライ
ンＬに対応する位置の遮蔽膜ＳＦを除去し易くしたものであります。
【００３４】
〔実施形態２〕
　実施形態２に係るウエーハの分割方法を図面を参照して説明する。図１１は、実施形態
２に係るウエーハの分割方法の遮蔽膜被覆ステップを示す斜視図である。図１１は、実施
形態１と同一部分に同一符号を付して説明を省略する。
【００３５】
　実施形態２に係るウエーハの分割方法（以下、単に分割方法と記す）は、遮蔽膜被覆ス
テップＳＴ２が実施形態１と異なる以外、実施形態１と同一である。実施形態２に係る分
割方法の遮蔽膜被覆ステップＳＴ２は、ウエーハＷの裏面ＷＲに、レーザー光線ＬＢを吸
収するレーザー光吸収剤が混合されているシート状の樹脂ＳＲを被覆して遮蔽膜ＳＦを形
成する。
【００３６】
　実施形態２に係る分割方法のシート状の樹脂ＳＲは、ダイボンド用接着剤ＧであるＤＡ
Ｆ（ダイアタッチフィルム）である。ＤＡＦは、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、合成ゴム
、ポリイミド等からなる基材上にアクリル系又はゴム系の糊層が配設されて構成されてい
る。実施形態２に係る分割方法の遮蔽膜被覆ステップＳＴ２は、ウエーハＷの裏面ＷＲに
シート状の樹脂ＳＲを貼着して、遮蔽膜ＳＦを形成する。また、シート状の樹脂ＳＲは、
実施形態１と同じレーザー光吸収剤が混合されている。
【００３７】
　実施形態２に係る分割方法は、デバイスチップＤＴをマザー基板や他のチップに接着す
るためのダイボンド用接着剤Ｇである遮蔽膜ＳＦをマスクとして利用し、遮蔽膜ＳＦにレ
ーザー光吸収剤が混合されているため、実施形態１と同様に、デバイスＤをプラズマから
保護するためのマスクを効率的に安価に形成することができるという効果を奏する。
【００３８】
〔実施形態３〕
　実施形態３に係るウエーハの分割方法を図面を参照して説明する。図１２は、実施形態
３に係るウエーハの分割方法の遮蔽膜被覆ステップの流れを示す斜視図である。図１３は
、実施形態３に係るウエーハの分割方法の遮蔽膜被覆ステップ後のウエーハの要部の断面
図である。図１２及び図１３は、実施形態１と同一部分に同一符号を付して説明を省略す
る。
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　実施形態３に係るウエーハの分割方法（以下、単に分割方法と記す）は、遮蔽膜被覆ス
テップＳＴ２が実施形態１と異なる以外、実施形態１を同一である。実施形態３に係る分
割方法の遮蔽膜被覆ステップＳＴ２は、図１２に示すように、実施形態１と同様の被覆装
置１０を用いて、液状樹脂ＬＲをウエーハＷの裏面ＷＲに被覆する被覆ステップＳＴ２１
と、被覆した液状樹脂ＬＲを継時的に硬化させる硬化ステップＳＴ２２とを、硬化した液
状樹脂ＬＲにより構成される遮蔽膜層ＳＦＬが積層済となる（ステップＳＴ２３：Ｙｅｓ
）まで繰り返し、図１３に示すように、遮蔽膜層ＳＦＬを２層以上積層させて、遮蔽膜Ｓ
Ｆを形成する。実施形態３に係る分割方法は、遮蔽膜ＳＦを複数層の遮蔽膜層ＳＦＬによ
り構成する。なお、実施形態３は、図１３に示すように、遮蔽膜層ＳＦＬを２層形成した
が、本発明では、遮蔽膜層ＳＦＬを３層以上積層しても良い。
【００４０】
　実施形態３に係る分割方法は、デバイスチップＤＴをマザー基板や他のチップに接着す
るためのダイボンド用接着剤Ｇである遮蔽膜ＳＦ即ちマスクとして利用し、遮蔽膜ＳＦに
レーザー光吸収剤が混合されているため、実施形態１と同様に、デバイスＤをプラズマか
ら保護するためのマスクを効率的に安価に形成することができるという効果を奏する。
【００４１】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱
しない範囲で種々変形して実施することができる。
【符号の説明】
【００４２】
　Ｗ　ウエーハ
　ＷＳ　表面
　ＷＲ　裏面
　Ｌ　分割予定ライン
　ＬＢ　レーザー光線
　Ｄ　デバイス
　ＤＴ　デバイスチップ
　ＬＲ　液状樹脂（液状の樹脂）
　ＳＲ　シート状の樹脂
　ＳＦ　遮蔽膜
　ＳＦＬ　遮蔽膜層
　ＳＴ２　遮蔽膜被覆ステップ
　ＳＴ３　遮蔽膜除去ステップ
　ＳＴ４　分割ステップ
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