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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の表面に光デバイス層が積層され所定の方向に延びる複数の第１の分割予定ライン
と該第１の分割予定ラインと交差する方向に形成された複数の第２の分割予定ラインによ
って区画された複数の領域に光デバイスが形成され、該基板の裏面に該光デバイスの輝度
を向上させる金属膜が被覆された光デバイスウエーハの加工方法であって、
　該基板の裏面に被覆された金属膜側から該第１の分割予定ラインと対応する領域にレー
ザー光線を照射し、該第１の分割予定ラインに沿って該金属膜を除去することにより第１
のレーザー加工溝を形成する第１の金属膜除去工程と、
　該基板の裏面に被覆された金属膜側から該第２の分割予定ラインと対応する領域にレー
ザー光線を照射し、該第２の分割予定ラインに沿って該金属膜を除去することにより第２
のレーザー加工溝を形成する第２の金属膜除去工程と、を含み、
　該第２の金属膜除去工程は、該第１の金属膜除去工程において形成された第１のレーザ
ー加工溝との交差領域を除いてレーザー光線を照射する、
ことを特徴とする光デバイスウエーハの加工方法。
【請求項２】
　基板の表面に光デバイス層が積層され所定の方向に延びる複数の第１の分割予定ライン
と該第１の分割予定ラインと交差する方向に形成された複数の第２の分割予定ラインによ
って区画された複数の領域に光デバイスが形成され、該基板の裏面に該光デバイスの輝度
を向上させる金属膜が被覆された光デバイスウエーハの加工方法であって、
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　該基板の裏面に被覆された金属膜側から該第１の分割予定ラインと対応する領域にレー
ザー光線を照射し、該第１の分割予定ラインに沿って該金属膜を除去することにより第１
のレーザー加工溝を形成する第１の金属膜除去工程と、
　該基板の裏面に被覆された金属膜側から該第２の分割予定ラインと対応する領域にレー
ザー光線を照射し、該第２の分割予定ラインに沿って該金属膜を除去することにより第２
のレーザー加工溝を形成する第２の金属膜除去工程と、を含み、
　該第１の金属膜除去工程は、該第２の分割予定ラインと対応する領域との交差領域を除
いてレーザー光線を照射する、
ことを特徴とする光デバイスウエーハの加工方法。
【請求項３】
　該第２の金属膜除去工程を実施した後に、該基板の裏面側から該基板に対して透過性を
有する波長のレーザー光線を該第１のレーザー加工溝および該第２のレーザー加工溝に沿
って照射し、該基板の内部に該第１のレーザー加工溝および該第２のレーザー加工溝に沿
って改質層を形成する改質層形成工程を実施する、請求項１又は２記載の光デバイスウエ
ーハの加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板の表面に光デバイス層が積層され所定の方向に延びる複数の第１の分割
予定ラインと該第１の分割予定ラインと交差する方向に形成された複数の第２の分割予定
ラインによって区画された複数の領域に光デバイスが形成され、基板の裏面に金属膜が被
覆された光デバイスウエーハの加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光デバイス製造工程においては、略円板形状であるサファイア基板や炭化珪素基板等の
基板の表面に窒化ガリウム系化合物半導体からなる光デバイス層が被覆され所定の方向に
延びる複数の第１の分割予定ラインと該第１の分割予定ラインと交差する方向に形成され
た複数の第２の分割予定ライン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
イスウエーハを第１の分割予定ラインおよび第２の分割予定ライン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。
【０００３】
　上述した光デバイスウエーハを第１の分割予定ラインおよび第２の分割予定ラインに沿
って分割する分割方法として、光デバイスウエーハを構成する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第１の分割予定ラインおよび第２の分割予定ラインに沿っ
て照射してアブレーション加工することにより破断の起点となるレーザー加工溝を形成し
、この破断の起点となるレーザー加工溝が形成された第１の分割予定ラインおよび第２の
分割予定ラインに沿って外力を付与することにより割断する方法が提案されている。（例
えば、特許文献１参照。）
【０００４】
　また、光デバイスウエーハを第１の分割予定ラインおよび第２の分割予定ラインに沿っ
て分割する方法として、光デバイスウエーハを構成する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内部に集光点を合わせ第１の分割予定ラインおよび第２の分割予
定ラインに沿って照射し、基板の内部に第１の分割予定ラインおよび第２の分割予定ライ
ンに沿って破断の起点となる改質層を連続的に形成し、この破断の起点となる改質層が形
成された第１の分割予定ラインおよび第２の分割予定ラインに沿って外力を付与すること
により、ウエーハを分割する方法が提案されている。（例えば、特許文献２参照。）
【０００５】
　近年、光デバイスの輝度を向上させるために、光デバイスウエーハを構成する基板の裏
面にアルミニウムや金等の金属を１μm程度の厚みで被覆した光デバイスウエーハが実用
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化されている。このように基板の裏面に金属膜が被覆された光デバイスウエーハを第１の
分割予定ラインおよび第２の分割予定ラインに沿って分割するためには、先ず基板の裏面
に被覆された金属膜側から第１の分割予定ラインおよび第２の分割予定ラインと対応する
領域にレーザー光線を照射し、金属膜を第１の分割予定ラインおよび第２の分割予定ライ
ンと対応して除去している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－３０５４２０号公報
【特許文献２】特許第３４０８８０５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、基板の裏面に被覆された金属膜側から第１の分割予定ラインと対応する領域に
レーザー光線を照射して金属膜を第１の分割予定ラインと対応して除去した後に、第２の
分割予定ラインと対応する領域にレーザー光線を照射する際に、第１の分割予定ラインと
対応する交差領域においては既に金属膜が除去されているので、レーザー光線が基板を透
過して基板の表面に形成された光デバイス層に照射され、光デバイス層にダメージが生じ
光デバイスの品質を低下させるという問題がある。
【０００８】
　本発明は上記事実に鑑みてなされたものであり、その主たる技術課題は、光デバイス層
にダメージを与えることなく基板の裏面に被覆された金属膜における分割予定ラインと対
応する領域を除去することができる光デバイスウエーハの加工方法を提供することにある
。
【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、基板の表面に光デバイス層が積
層され所定の方向に延びる複数の第１の分割予定ラインと該第１の分割予定ラインと交差
する方向に形成された複数の第２の分割予定ラインによって区画された複数の領域に光デ
バイスが形成され、該基板の裏面に該光デバイスの輝度を向上させる金属膜が被覆された
光デバイスウエーハの加工方法であって、
　該基板の裏面に被覆された金属膜側から該第１の分割予定ラインと対応する領域にレー
ザー光線を照射し、該第１の分割予定ラインに沿って該金属膜を除去することにより第１
のレーザー加工溝を形成する第１の金属膜除去工程と、
　該基板の裏面に被覆された金属膜側から該第２の分割予定ラインと対応する領域にレー
ザー光線を照射し、該第２の分割予定ラインに沿って該金属膜を除去することにより第２
のレーザー加工溝を形成する第２の金属膜除去工程と、を含み、
　該第２の金属膜除去工程は、該第１の金属膜除去工程において形成された第１のレーザ
ー加工溝との交差領域を除いてレーザー光線を照射する、
ことを特徴とする光デバイスウエーハの加工方法が提供される。
【００１０】
　また、本発明によれば、基板の表面に光デバイス層が積層され所定の方向に延びる複数
の第１の分割予定ラインと該第１の分割予定ラインと交差する方向に形成された複数の第
２の分割予定ラインによって区画された複数の領域に光デバイスが形成され、該基板の裏
面に該光デバイスの輝度を向上させる金属膜が被覆された光デバイスウエーハの加工方法
であって、
　該基板の裏面に被覆された金属膜側から該第１の分割予定ラインと対応する領域にレー
ザー光線を照射し、該第１の分割予定ラインに沿って該金属膜を除去することにより第１
のレーザー加工溝を形成する第１の金属膜除去工程と、
　該基板の裏面に被覆された金属膜側から該第２の分割予定ラインと対応する領域にレー



(4) JP 5840875 B2 2016.1.6

10

20

30

40

50

ザー光線を照射し、該第２の分割予定ラインに沿って該金属膜を除去することにより第２
のレーザー加工溝を形成する第２の金属膜除去工程と、を含み、
　該第１の金属膜除去工程は、該第２の分割予定ラインと対応する領域との交差領域を除
いてレーザー光線を照射する、
ことを特徴とする光デバイスウエーハの加工方法が提供される。
【００１１】
　上記第２の金属膜除去工程を実施した後に、基板の裏面側から基板に対して透過性を有
する波長のレーザー光線を第１のレーザー加工溝および第２のレーザー加工溝に沿って照
射し、基板の内部に第１のレーザー加工溝および第２のレーザー加工溝に沿って改質層を
形成する改質層形成工程を実施する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、第２の金属膜除去工程は、第１の金属膜除去工程において形成された
第１のレーザー加工溝との交差領域を除いてレーザー光線を照射するので、第１のレーザ
ー加工溝によって除去された交差領域にはレーザー光線が照射されないため、レーザー光
線が基板の表面に形成された光デバイス層に照射されることはなく、光デバイス層にダメ
ージを与えることが防止できる。
　また、本発明によれば、第１の金属膜除去工程は、第２の分割予定ラインと対応する領
域との交差領域を除いてレーザー光線を照射するので、その後、第２の金属膜除去工程に
おいて第２の分割予定ラインと対応する領域にレーザー光線を照射する際に第１の金属膜
除去工程において形成された第１のレーザー加工溝との交差領域には金属膜が存在してい
るため、レーザー光線が基板の表面に形成された光デバイス層に照射されることはなく、
光デバイス層にダメージを与えることが防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明による光デバイスウエーハの加工方法によって加工される光デバイスウエ
ーハの斜視図および要部を拡大して示す断面図。
【図２】本発明による光デバイスウエーハの加工方法における保護部材貼着工程を示す説
明図。
【図３】本発明による光デバイスウエーハの加工方法における第１の金属膜除去工程およ
び第２の金属膜除去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】本発明による光デバイスウエーハの加工方法における第１の実施形態の第１の金
属膜除去工程を示す説明図。
【図５】本発明による光デバイスウエーハの加工方法における第１の実施形態の第２の金
属膜除去工程を示す説明図。
【図６】本発明による光デバイスウエーハの加工方法における第２の実施形態の第１の金
属膜除去工程を示す説明図。
【図７】本発明による光デバイスウエーハの加工方法における第２の実施形態の第２の金
属膜除去工程を示す説明図。
【図８】本発明による光デバイスウエーハの加工方法における改質層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９】本発明による光デバイスウエーハの加工方法における改質層形成工程を示す説明
図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明によるウエーハの加工方法の好適な実施形態について、添付図面を参照し
て詳細に説明する。
【００１５】
　図１の(a)および(b)には、ウエーハとしての光デバイスウエーハの斜視図および要部を
拡大して示す断面図が示されている。図１の(a)および(b)に示す光デバイスウエーハ２は
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、例えば厚みが１００μmのサファイア基板２０の表面２０aにn型窒化物半導体層２１１
およびp型窒化物半導体層２１２とからなる光デバイス層（エピ層）２１が例えば１０μ
ｍの厚みで積層されている。そして、光デバイス層（エピ層）２１は所定の方向に延びる
複数の第１の分割予定ライン２２１と該第１の分割予定ライン２２１と交差する方向に形
成された複数の第２の分割予定ライン２２２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２３が形成されている。また、サファイア基板
２０の裏面２０bには、アルミニウム、金等の金属膜２４が金属蒸着によって被覆されて
形成されている。この金属膜２４の厚みは、図示の実施形態においては１μmに設定され
ている。なお、光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の外周には結晶方位
を表すノッチ２０１が形成されている。以下、この光デバイスウエーハ２を第１の分割予
定ライン２２１および第２の分割予定ライン２２２に沿って加工する方法について説明す
る。
【００１６】
　先ず、光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の表面２０aに形成された
光デバイス２３を保護するために、光デバイスウエーハ２の表面２aに保護部材を貼着す
る保護部材貼着工程を実施する。即ち、図２に示すように光デバイスウエーハ２の表面２
aにポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）等のシート材からなる保護部材としての保護テープTを貼着
する。
【００１７】
　上述した保護部材貼着工程を実施したならば、サファイア基板２０の裏面２０bに被覆
された金属膜２４側から第１の分割予定ライン２２１と対応する領域にレーザー光線を照
射し、第１の分割予定ライン２２１に沿って金属膜２４を除去することにより第１のレー
ザー加工溝を形成する第１の金属膜除去工程、およびサファイア基板２０の裏面２０bに
被覆された金属膜２４側から第２の分割予定ライン２２２と対応する領域にレーザー光線
を照射し、第２の分割予定ライン２２２に沿って金属膜２４を除去することにより第２の
レーザー加工溝を形成する第２の金属膜除去工程を実施する。この第１の金属膜除去工程
および第２の金属膜除去工程は、図３に示すレーザー加工装置３を用いて実施する。図３
に示すレーザー加工装置３は、被加工物を保持するチャックテーブル３１と、該チャック
テーブル３１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３
２と、チャックテーブル３１上に保持された被加工物を撮像する撮像手段３３を具備して
いる。チャックテーブル３１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。
【００１８】
　上記レーザー光線照射手段３２は、実質上水平に配置された円筒形状のケーシング３２
１を含んでいる。ケーシング３２１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３２１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器３２２が装着されている。なお、レーザー光線照射手段３２は、
集光器３２２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。
【００１９】
　上記レーザー光線照射手段３２を構成するケーシング３２１の先端部に装着された撮像
手段３３は、図示の実施形態においては可視光線によって撮像する通常の撮像素子（ＣＣ
Ｄ）の外に、被加工物に赤外線を照射する赤外線照明手段と、該赤外線照明手段によって
照射された赤外線を捕らえる光学系と、該光学系によって捕らえられた赤外線に対応した
電気信号を出力する撮像素子（赤外線ＣＣＤ）等で構成されており、撮像した画像信号を
図示しない制御手段に送る。なお、図示しない制御手段のメモリには、上記図１に示す光
デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の表面２０aに形成された光デバイス
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層（エピ層）２１に設けられた複数の第１の分割予定ライン２２１および複数の第２の分
割予定ライン２２２の座標値（設計値）がノッチ２０１を基準として格納されている。
【００２０】
　上述したレーザー加工装置３を用いて上記第１の金属膜除去工程および第２の金属膜除
去工程を実施するには、図３に示すようにチャックテーブル３１上に光デバイスウエーハ
２を構成するサファイア基板２０の表面２０aに貼着された保護テープT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、光デバイスウエーハ２を保護テープT
を介してチャックテーブル３１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３１に保持された光デバイスウエーハ２は、サファイア基板２０の裏面２０bに被
覆された金属膜２４が上側となる。
【００２１】
　上述したウエーハ保持工程を実施したならば、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３１は、図示しない加工送り手段によって撮像手段３３の直下に位置付け
られる。チャックテーブル３１が撮像手段３３の直下に位置付けられると、撮像手段３３
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が所定の座標値に位置付けられ
ているか否可のアライメント作業を実行する。即ち、撮像手段３３は、光デバイスウエー
ハ２を構成するサファイア基板２０の外周に形成されたノッチ２０１を撮像し、その画像
信号を図示しない制御手段に送る。そして、図示しない制御手段は、撮像手段３３から送
られた画像信号に基づいてノッチ２０１が所定の座標値に位置しているか否かを判定し、
ノッチ２０１が所定の座標値に位置していない場合には、チャックテーブル３１を回動し
てノッチ２０１を所定の座標値に位置付けるように調整し、設計値から第１の分割予定ラ
イン２２１、第２の分割予定ライン２２２を検出する（アライメント工程）。
【００２２】
　以上のようにしてアライメント工程を実施したならば、上記第１の金属膜除去工程およ
び第２の金属膜除去工程を実施する。この第１の金属膜除去工程および第２の金属膜除去
工程の第１の実施形態について、図４および図５を参照して説明する。
　即ち、図４の（ａ）で示すようにチャックテーブル３１をレーザー光線照射手段３２の
集光器３２２が位置するレーザー光線照射領域に移動し、所定の第１の分割予定ライン２
２１の一端（図４の（ａ）において左端）に対応する座標値をレーザー光線照射手段３２
の集光器３２２の直下に位置付ける。次に、レーザー光線照射手段３２の集光器３２２か
らレーザー光線を照射しつつチャックテーブル３１を図４の（ａ）において矢印Ｘ１で示
す方向に所定の加工送り速度で移動せしめる。そして、図４の（ｂ）で示すように第１の
分割予定ライン２２１の他端（図４の（ｂ）において右端）が集光器３２２の直下位置に
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３１の移動を
停止する。この第１の金属膜除去工程においては、パルスレーザー光線の集光点Ｐを図４
の(a)に示すように光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の裏面２０bに被
覆された金属膜２４の上面付近に合わせる。この結果、図４の（b）で示すように光デバ
イスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の裏面２０bに被覆された金属膜２４は、
第１の分割予定ライン２２１と対応する領域が除去されて第１のレーザー加工溝２４１が
形成される（第１の金属膜除去工程）。
【００２３】
　なお、上記第１の金属膜除去工程は、例えば以下の加工条件で行われる。
　レーザー光線の波長　　　　　　：３５５ｎｍ
　繰り返し周波数　　　　　　　　：４０ｋＨｚ
　平均出力　　　　　　　　　　　：０．５～２Ｗ（金属膜２４の金属によって異なる）
　集光スポット径　　　　　　　　：５０μｍ
　加工送り速度　　　　　　　　　：３００ｍｍ／秒
【００２４】
　このようにして、光デバイスウエーハ２に形成された全ての第１の分割予定ライン２２
１に沿って上記第１の金属膜除去工程を実施したならば、チャックテーブル３１を９０度
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回動せしめる。そして、第２の分割予定ライン２２２と対応する領域にレーザー光線を照
射し、第２の分割予定ライン２２２に沿って金属膜２４を除去することにより第２のレー
ザー加工溝を形成する第２の金属膜除去工程を実施する。
【００２５】
　第２の金属膜除去工程は、図５の（ａ）で示すようにチャックテーブル３１をレーザー
光線照射手段３２の集光器３２２が位置するレーザー光線照射領域に移動し、所定の第２
の分割予定ライン２２２の一端（図５の（ａ）において左端）に対応する座標値をレーザ
ー光線照射手段３２の集光器３２２の直下に位置付ける。次に、レーザー光線照射手段３
２の集光器３２２からレーザー光線を照射しつつチャックテーブル３１を図５の（ａ）に
おいて矢印Ｘ１で示す方向に所定の加工送り速度で移動せしめる。そして、上記第１の金
属膜除去工程において形成された第１のレーザー加工溝２４１との交差領域が集光器３２
２の直下に達したらパルスレーザー光線の照射を停止し、第１のレーザー加工溝２４１と
の交差領域が集光器３２２の直下を越えたらパルスレーザー光線を再度照射する。このよ
うにして、パルスレーザー光線の照射と停止を繰り返し、図５の（ｂ）で示すように第２
の分割予定ライン２２２の他端（図５の（ｂ）において右端）が集光器３２２の直下位置
に達したら、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３１の移動
を停止する。この第２の金属膜除去工程においては、パルスレーザー光線の集光点Ｐを図
５の(a)に示すように光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の裏面２０bに
被覆された金属膜２４の上面付近に合わせる。この結果、図５の（c）で示すように光デ
バイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の裏面２０bに被覆された金属膜２４は
、第１の金属膜除去工程において形成された第１のレーザー加工溝２４１との交差領域を
除いて第２の分割予定ライン２２２と対応する領域が除去されて第２のレーザー加工溝２
４２が形成される（第２の金属膜除去工程）。なお、第２の金属膜除去工程によって形成
される第２のレーザー加工溝２４２は、図５の（d）で示すように第１のレーザー加工溝
２４１と僅かに重合してもよく、また、図５の（e）で示すように第１のレーザー加工溝
２４１と僅かに離れていてもよい。
【００２６】
　このようにして、光デバイスウエーハ２に形成された全ての第２の分割予定ライン２２
２に沿って上記第２の金属膜除去工程を実施する。なお、第２の金属膜除去工程の加工条
件は、上記第１の金属膜除去工程の加工条件と同一でよい。
【００２７】
　以上のように第１の実施形態における第２の金属膜除去工程は、第１の金属膜除去工程
において形成された第１のレーザー加工溝２４１との交差領域を除いてレーザー光線を照
射するので、第１のレーザー加工溝２４１によって除去された交差領域にはレーザー光線
が照射されないため、パルスレーザー光線がサファイア基板２０を透過して表面２０aに
形成された光デバイス層２１に照射されることはなく、光デバイス層２１にダメージを与
えることが防止できる。
【００２８】
　次に、第１の金属膜除去工程および第２の金属膜除去工程の第２の実施形態について説
明する。
　この第２の実施形態においては、第１の金属膜除去工程は第２の分割予定ライン２２２
と対応する領域との交差領域を除いてレーザー光線を照射する。第２の実施形態における
第１の金属膜除去工程は、図６の（ａ）で示すようにチャックテーブル３１をレーザー光
線照射手段３２の集光器３２２が位置するレーザー光線照射領域に移動し、所定の第１の
分割予定ライン２２１の一端（図６の（ａ）において左端）に対応する座標値をレーザー
光線照射手段３２の集光器３２２の直下に位置付ける。次に、レーザー光線照射手段３２
の集光器３２２からレーザー光線を照射しつつチャックテーブル３１を図６の（ａ）にお
いて矢印Ｘ１で示す方向に所定の加工送り速度で移動せしめる。そして、上記第２の分割
予定ライン２２２と対応する領域との交差領域が集光器３２２の直下に達したらパルスレ
ーザー光線の照射を停止し、第２の分割予定ライン２２２と対応する領域との交差領域が
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集光器３２２の直下を越えたらパルスレーザー光線を再度照射する。このようにして、パ
ルスレーザー光線の照射と停止を繰り返し、図６の（ｂ）で示すように第２の分割予定ラ
イン２２２の他端（図６の（ｂ）において右端）が集光器３２２の直下位置に達したら、
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３１の移動を停止する。
この第１の金属膜除去工程においては、パルスレーザー光線の集光点Ｐを図６の(a)に示
すように光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の裏面２０bに被覆された
金属膜２４の上面付近に合わせる。この結果、図６の（b）で示すように光デバイスウエ
ーハ２を構成するサファイア基板２０の裏面２０bに被覆された金属膜２４は、第２の分
割予定ライン２２２と対応する領域との交差領域を除いて第１の分割予定ライン２２１と
対応する領域が除去されて第１のレーザー加工溝２４１が形成される（第１の金属膜除去
工程）。
【００２９】
　このようにして、光デバイスウエーハ２に形成された全ての第１の分割予定ライン２２
１に沿って上記第１の金属膜除去工程を実施したならば、チャックテーブル３１を９０度
回動せしめる。そして、第２の分割予定ライン２２２と対応する領域にレーザー光線を照
射し、第２の分割予定ライン２２２に沿って金属膜２４を除去することにより第２のレー
ザー加工溝を形成する第２の金属膜除去工程を実施する。
【００３０】
　第２の実施形態における第２の金属膜除去工程は、図７の（ａ）で示すようにチャック
テーブル３１をレーザー光線照射手段３２の集光器３２２が位置するレーザー光線照射領
域に移動し、所定の第２の分割予定ライン２２２の一端（図７の（ａ）において左端）に
対応する座標値をレーザー光線照射手段３２の集光器３２２の直下に位置付ける。次に、
レーザー光線照射手段３２の集光器３２２からレーザー光線を照射しつつチャックテーブ
ル３１を図７の（ａ）において矢印Ｘ１で示す方向に所定の加工送り速度で移動せしめる
。そして、図７の（ｂ）で示すように第２の分割予定ライン２２２の他端（図７の（ｂ）
において右端）が集光器３２２の直下位置に達したら、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３１の移動を停止する。この第１の金属膜除去工程におい
ては、パルスレーザー光線の集光点Ｐを図７の(a)に示すように光デバイスウエーハ２を
構成するサファイア基板２０の裏面２０bに被覆された金属膜２４の上面付近に合わせる
。この結果、図７の（b）で示すように光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板
２０の裏面２０bに被覆された金属膜２４は、第２の分割予定ライン２２２と対応する領
域が除去されて第２のレーザー加工溝２４２が形成される（第２の金属膜除去工程）。こ
のようにして、光デバイスウエーハ２に形成された全ての第２の分割予定ライン２２２に
沿って上記第２の金属膜除去工程を実施する。
【００３１】
　以上のように第２の実施形態における第１の金属膜除去工程は、第２の分割予定ライン
２２２と対応する領域との交差領域を除いてパルスレーザー光線を照射するので、その後
、第２の金属膜除去工程において第２の分割予定ライン２２２と対応する領域にパルスレ
ーザー光線を照射する際に第１の金属膜除去工程において形成された第１のレーザー加工
溝２４１との交差領域には金属膜が存在しているため、パルスレーザー光線がサファイア
基板２０の表面２０aに形成された光デバイス層２１に照射されることはなく、光デバイ
ス層２１にダメージを与えることが防止できる。
【００３２】
　上述したように第１の金属膜除去工程および第２の金属膜除去工程を実施したならば、
後に、サファイア基板２０の裏面２０b側からサファイア基板２０に対して透過性を有す
る波長のレーザー光線を第１のレーザー加工溝２４１および第２のレーザー加工溝２４２
に沿って照射し、サファイア基板２０の内部に第１のレーザー加工溝２４１および第２の
レーザー加工溝２４２に沿って改質層を形成する改質層形成工程を実施する。この改質層
形成工程は、図８に示すレーザー加工装置３０を用いて実施する。図８に示すレーザー加
工装置３０は、照射するパルスレーザー光線以外は上記図３に示すレーザー加工装置３と
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実質的に同様な構成であるため、同一部材には同一符号を付して、その説明は省略する。
【００３３】
　上述したレーザー加工装置３０を用いて、改質層形成工程を実施するには、先ず図８に
示すレーザー加工装置３０のチャックテーブル３１上に上記第１の金属膜除去工程および
第２の金属膜除去工程が実施された光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０
の表面２０aに貼着された保護テープT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、光デバイスウエーハ２を保護テープTを介してチャックテーブル３１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３１に保持された光デバイ
スウエーハ２は、サファイア基板２０の裏面２０bに被覆された金属膜２４が上側となる
。
【００３４】
　上述したウエーハ保持工程を実施したならば、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３１は、図示しない加工送り手段によって撮像手段３３の直下に位置付け
られる。チャックテーブル３１が撮像手段３３の直下に位置付けられると、撮像手段３３
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が所定の座標値に位置付けられ
ているか否可のアライメント作業を実行する。即ち、撮像手段３３および図示しない制御
手段は、上記第１の金属膜除去工程によって光デバイスウエーハ２を構成するサファイア
基板２０の裏面２０bに被覆された金属膜２４に形成された第１のレーザー加工溝２４１
と、該第１のレーザー加工溝２４１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３２の集光器３２２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、上
記第２の金属膜除去工程によって光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の
裏面２０bに被覆された金属膜２４に形成された第２のレーザー加工溝２４２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。
【００３５】
　以上のようにしてチャックテーブル３１上に保持された光デバイスウエーハ２を構成す
るサファイア基板２０の裏面２０bに被覆された金属膜２４に形成された第１のレーザー
加工溝２４１および第２のレーザー加工溝２４２を検出し、レーザー光線照射位置のアラ
イメントが行われたならば、図９の（ａ）で示すようにチャックテーブル３１をレーザー
光線照射手段３２の集光器３２２が位置するレーザー光線照射領域に移動し、所定の第１
のレーザー加工溝２４１の一端（図９の（ａ）において左端）をレーザー光線照射手段３
２の集光器３２２の直下に位置付ける。そして、パルスレーザー光線の集光点Ｐをサファ
イア基板２０の厚み方向中央部に合わせる。次に、集光器３２２からサファイア基板２０
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３１を
図９の（ａ）において矢印Ｘ１で示す方向に所定の加工送り速度で移動せしめる。そして
、図９の（ｂ）で示すようにレーザー光線照射手段３２の集光器３２２の照射位置に第１
のレーザー加工溝２４１の他端（図９の（b）において右端）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３１の移動を停止する。この結果、光
デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の内部には、図９の（b）に示すよう
に第１のレーザー加工溝２４１に沿って改質層２４３が形成される。この改質層２４３は
、溶融再固化層として形成される。
【００３６】
　上記改質層２４３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。
　レーザー光線の波長　　　：１０４５ｎｍ
　繰り返し周波数　　　　　：１００ｋＨｚ
　平均出力　　　  　　　　：０．３W
　集光スポット径　　　　　：φ１～２μｍ
　加工送り速度　　　　　　：４００ｍｍ／秒
【００３７】
　このようにして、光デバイスウエーハ２に形成された全ての第１の分割予定ライン２２
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１に沿って上記改質層形成工程を実行したならば、チャックテーブル３１を９０度回動せ
しめる。そして、光デバイスウエーハ２に形成された全ての第２の分割予定ライン２２２
に沿って上記改質層形成工程を実行する。
【００３８】
　上述した改質層形成工程が実施された光デバイスウエーハ２は、外力を付与することに
より破断起点となる改質層２４３が形成された第１の分割予定ライン２２１および第２の
分割予定ライン２２２に沿って破断し、個々の光デバイスに分割するウエーハ分割工程に
搬送される。
【符号の説明】
【００３９】
　　　２：光デバイスウエーハ
　　２０：サファイア基板
　　２１：光デバイス層
　２２１：第１の分割予定ライン
　２２２：第２の分割予定ライン
　　２３：光デバイス
　　２４：金属膜
　　　３：レーザー加工装置
　　３０：レーザー加工装置
　　３１：チャックテーブル
　　３２：レーザー光線照射手段
　３２２：集光器
　　３３：撮像手段
　　　T：保護テープ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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