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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法：
　（ａ）主面と、前記主面に形成された層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成された低
誘電率膜と、前記主面とは反対側の裏面とを備えた半導体基板を有する半導体ウエハを用
意する工程；
　（ｂ）前記半導体ウエハの切断領域にレーザを照射し、前記半導体ウエハの内部を加熱
および溶融することで、改質領域を形成する工程；
　（ｃ）前記（ｂ）工程の後、前記改質領域を起点として前記半導体ウエハを複数の半導
体チップに分割する工程；
　ここで、
　前記（ｂ）工程では、前記半導体ウエハの前記切断領域に前記レーザを照射することで
形成される前記改質領域が前記低誘電率膜の一部、前記層間絶縁膜の一部、および前記半
導体基板の一部と接し、かつ前記切断領域における前記主面に形成されたアライメントタ
ーゲットまたはパッドとは接しないように、前記レーザを照射する。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、前記改質領域を、前記半導体ウエハの
主面に沿って直線状または破線状に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３】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、前記低誘電率膜を分割することが難し
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い箇所に集中して前記改質領域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４】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、前記半導体ウエハの前記配線層の最上
層に形成されている表面保護膜から前記低誘電率膜までの積層膜のうち、前記分離領域の
表面保護膜から前記低誘電率膜の一部を前記分離領域に沿って除去する工程を有すること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、前記半導体ウエハをペルチェ素子によ
り冷却することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　以下の工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法：
　（ａ）主面と、前記主面に形成された層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成された低
誘電率膜と、前記主面とは反対側の裏面とを備えた半導体基板を有する半導体ウエハを用
意する工程；
　（ｂ）前記半導体ウエハの切断領域にレーザを照射し、前記半導体ウエハの内部を加熱
および溶融することで、第１改質領域と、前記第１改質領域から離れた位置に第２改質領
域を形成する工程；
　（ｃ）前記（ｂ）工程の後、前記第１および第２改質領域を起点として前記半導体ウエ
ハを複数の半導体チップに分割する工程；
　ここで、
　前記（ｂ）工程では、前記半導体ウエハの前記切断領域に前記レーザを照射することで
形成される前記第２改質領域が前記低誘電率膜の一部、前記層間絶縁膜の一部、および前
記半導体基板の一部と接し、かつ前記切断領域における前記主面に形成されたアライメン
トターゲットまたはパッドと接しないように、前記レーザを照射する。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、前記第１改質領域の形状と、前記第２
改質領域の形状とを変えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体装置の製造方法において、前記第２改質領域の方が、前記第１改
質領域よりも小さいことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項７記載の半導体装置の製造方法において、前記第１改質領域を前記半導体ウエハ
の主面に沿って直線状に形成し、前記第２改質領域を前記半導体ウエハの主面に沿って破
線状に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１０】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、前記低誘電率膜を分割することが難し
い箇所に前記第２改質領域を集中して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１１】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、前記半導体ウエハの前記配線層の最上
層の表面保護膜から前記低誘電率膜までの積層膜のうち、前記分離領域の表面保護膜から
前記低誘電率膜の一部を前記分離領域に沿って除去する工程を有することを特徴とする半
導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、前記半導体ウエハをペルチェ素子によ
り冷却することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造技術に関し、特に、ステルスダイシング（Stealth Dicing
）技術に適用して有効な技術に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　ステルスダイシング技術は、レーザ光を半導体ウエハの内部に照射して選択的に改質層
を形成し、その改質層を分割起点として半導体ウエハを切断するダイシング技術である。
この技術によれば、厚さ３０μｍ程度の極めて薄い半導体ウエハでも、物理的にストレス
を与えずに直接切断できるので、チッピングを低減でき、半導体チップの抗折強度を向上
でき、半導体装置の歩留まりや信頼性を向上できる上、半導体ウエハの厚さに関わらず、
毎秒３００ｍｍ以上の高速ダイシングが可能なので、スループットを向上させることもで
きる。
【０００３】
　このようなステルスダイシング技術については、例えば特開２００４－２３５６２６号
公報（特許文献１）に記載があり、その段落００４８～００５３、図１９および図２０に
は、ウエハの裏面にレーザを照射し変質層を形成してダイシングする方法においてウエハ
の温度上昇を防止するためにウエハの表面を冷却槽あるいはペルチェ素子による冷却チャ
ック上に保持してレーザダイシングする技術が開示されている。
【０００４】
　また、例えば特開２００５－５７２５７号公報（特許文献２）の段落００８７、図１３
および図１４、例えば特開２００５－４７２９０号公報（特許文献３）の段落００４０お
よび図１６、例えば特開２００４－１０７６号公報（特許文献４）の段落００７５、段落
００７６および図２３には、ウエハの裏面からレーザを照射するときにウエハの厚さに応
じてレーザの焦点をウエハの厚さ方向の数点に分けて照射する技術が開示されている。
【０００５】
　また、例えば特開２００５－２８４３８号公報（特許文献５）の段落００２２および図
３には、ウエハ中の深さ方向に複数点の変質層を形成する場合にレーザ光をスプリッタを
用いて分割して異なる深さに焦点を合わせて一度にレーザ光を照射する技術が開示されて
いる。
【０００６】
　また、例えば特開２００３－１７３９８８号公報（特許文献６）の段落００１１、図１
および図３、例えば特開２００４－１８６６３５号公報（特許文献７）の段落００５７お
よび図５には、ウエハ表面からレーザ光を照射してウエハを溶断してダイシングする場合
にウォータージェットの中にレーザ光を通過させてレーザビームのガイドとするとともに
、切断部位の冷却を行い熱変異を防止する技術が開示されている。
【０００７】
　また、例えば特開２００４－２８２０３７号公報（特許文献８）の段落００３５、段落
００３６、図２および段落００４９には、ウエハの上面をハーフダイシングした後、レー
ザをダイシング領域に照射して切削条痕をレーザで溶融あるいは気化させる技術がある。
そのときにウエハを水中の処理槽内に設置した状態でレーザを照射することによりウエハ
の温度上昇を防止してダイシングする技術が開示されている。
【０００８】
　また、例えば特開平７－２５６４７９号公報（特許文献９）の段落００３１～００３４
および図１には、基板を処理槽内の水中に設置した状態で基板にレーザを照射することに
より基板の温度上昇を防止した状態でダイシングする技術が開示されている。
【０００９】
　また、例えば特開２００４－２５１８７号公報（特許文献１０）の段落００１０、段落
００１１および図１には、基板の一方の面をペルチェ素子により冷却して他方の面をレー
ザ照射して分割する技術が開示されている。
【００１０】
　また、例えば特開平９－２９４７２号公報（特許文献１１）の段落００２７～００３１
、図１および図２には、基板の割断開始点をペルチェ素子により冷却して他方側からレー
ザを照射して初期亀裂を形成して分割する技術が開示されている。また、この特許文献１
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１の段落００２２～００２５および図１には、Ｌｏｗ－ｋ膜が形成されたウエハのダイシ
ング領域のレーザ光を吸収する配線層を形成してチップの仕上がりを良くする技術が開示
されている。
【００１１】
　また、例えば特開２００３－３２０４６６号公報（特許文献１２）の段落０００７およ
び段落０００８には、ウエハ上の低誘電率膜をレーザビームで除去した後にシリコンウエ
ハをダイシング分割する技術が開示されている。
【００１２】
　また、例えば特開２００３－１５１９２４号公報（特許文献１３）の段落００２７～０
０２９、図１、図２および図３には、ウエハ上の一方の面にブレードにより溝を形成しな
がら同時に水中を通過させたレーザビームによりウエハの他方の面に達するレーザ照射に
よりウエハを分割する技術が開示されている。
特許文献等
【特許文献１】特開２００４－２３５６２６号公報（段落００４８～００５３、図１９、
図２０）
【特許文献２】特開２００５－５７２５７号公報（段落００８７、図１３および図１４）
【特許文献３】特開２００５－４７２９０号公報（段落００４０および図１６）
【特許文献４】特開２００４－１０７６号公報（段落００７５、段落００７６および図２
３）
【特許文献５】特開２００５－２８４３８号公報（段落００２２および図３）
【特許文献６】特開２００３－１７３９８８号公報（段落００１１、図１および図３）
【特許文献７】特開２００４－１８６６３５号公報（段落００５７、図５）
【特許文献８】特開２００４－２８２０３７号公報（段落００３５、段落００３６、図２
および段落００４９）
【特許文献９】特開平７－２５６４７９号公報（段落００３１～００３４および図１）
【特許文献１０】特開２００４－２５１８７号公報（段落００１０、段落００１１および
図１）
【特許文献１１】特開平９－２９４７２号公報（段落００２２～００２５、段落００２７
～００３１、図１および図２）
【特許文献１２】特開２００３－３２０４６６号公報（段落０００７および段落０００８
）
【特許文献１３】特開２００３－１５１９２４号公報（段落００２７～００２９、図１、
図２および図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ところが、配線層に低誘電率膜（Ｌｏｗ－ｋ膜）を有する半導体装置のステルスダイシ
ング工程においては、以下の課題があることを本発明者は見出した。
【００１４】
　すなわち、ウエハを個々のチップに分割するときに、低誘電率膜の分割が上手くいかず
、低誘電率膜の分割部分に形状不良が発生する問題がある。そこで、レーザ光でウエハに
改質層を形成すると同時に低誘電率膜に分割起点を形成すると低誘電率膜を綺麗に分割す
ることができるが、レーザ光による熱により低誘電率膜が変色してしまうという新たな問
題が発生することを本発明者が初めて見出した。
【００１５】
　そこで、本発明の目的は、低誘電率膜を有する半導体装置のステルスダイシング工程に
おいて、低誘電率膜の分割部分に形状不良や変色等のような外観不良が生じるのを抑制ま
たは防止することのできる技術を提供することにある。
【００１６】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
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ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１８】
　すなわち、本発明は、ウエハの個々のチップの分離領域に沿って前記ウエハの裏面から
前記ウエハの内部に集光点を合わせてレーザを照射することにより、後のウエハ切断工程
において前記ウエハおよび前記ウエハの主面上の配線層に形成された低誘電率膜の分割起
点となる改質領域を形成する際にウエハを冷却するものである。
【００１９】
　また、本発明は、ステルスダイシング処理に際してウエハの裏面からレーザ光を照射す
ることによりウエハに改質領域を形成する工程と、前記ウエハの主面側からウエハの主面
側の配線層中の低誘電率膜に溝を形成する工程とを有するものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００２１】
　すなわち、ウエハの個々のチップの分離領域に沿って前記ウエハの裏面から前記ウエハ
の内部に集光点を合わせてレーザを照射することにより、後のウエハ切断工程において前
記ウエハおよび前記ウエハの主面上の配線層に形成された低誘電率膜の分割起点となる改
質領域を形成する際にウエハを冷却することにより、低誘電率膜の分割部分に形状不良や
変色等のような外観不良が発生するのを抑制または防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。ま
た、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言及す
る場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、
その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良い。さらに、以下
の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明示した場合お
よび原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではな
いことは言うまでもない。同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置
関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考えら
れる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。
このことは、上記数値および範囲についても同様である。また、本実施の形態を説明する
ための全図において同一機能を有するものは同一の符号を付すようにし、その繰り返しの
説明は可能な限り省略するようにしている。以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて
詳細に説明する。
【００２３】
　（実施の形態１）
　本実施の形態１の半導体装置の製造方法を図１および図２のフロー図に沿って図３～図
１５により説明する。
【００２４】
　前工程１００では、まず、例えば直径３００ｍｍ程度の平面略円形状の半導体ウエハ（
以下、ウエハという）を用意する。ウエハ１Ｗは、その厚さ方向に沿って互いに反対側と
なる主面と裏面とを有している。続いて、そのウエハ１Ｗの主面に複数の半導体チップ（
以下、チップという）を形成する。この前工程１００は、ウエハプロセス、拡散工程また
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はウエハファブリケーションとも呼ばれ、ウエハの主面にチップ（素子や回路）を形成し
、プローブ等により電気的試験を行える状態にするまでの工程である。前工程には、成膜
工程、不純物導入（拡散またはイオン注入）工程、フォトリソグラフィ工程、エッチング
工程、メタライズ工程、洗浄工程および各工程間の検査工程等がある。
【００２５】
　図３はこの前工程１００後のウエハ１Ｗの主面の全体平面図、図４は図３のウエハ１Ｗ
の一例の要部拡大平面図、図５は図４の領域Ｒ１の拡大平面図、図６は図５のＸ１－Ｘ１
線の断面図を示している。ウエハ１Ｗの主面には、例えば平面四角形状の複数のチップ１
Ｃが、その各々の周囲に切断領域（分離領域）ＣＲを介して配置されている。ウエハ１Ｗ
の半導体基板（以下、基板という）１Ｓは、例えばシリコン（Ｓｉ）単結晶からなり、そ
の主面には素子および配線層１Ｌが形成されている。この段階のウエハ１Ｗの厚さ（基板
１Ｓの厚さと配線層１Ｌの厚さとの総和）は、例えば７７５μｍ程度である。図３の符号
Ｎはノッチを示している。また、図５の符号ＣＬは切断線を示している。なお、切断線Ｃ
Ｌは切断領域ＣＲの幅方向（短方向）のほぼ中心を通るように配置される。
【００２６】
　配線層１Ｌには、層間絶縁膜１Ｌｉ、配線、ボンディングパッド（外部端子；以下、パ
ッドという）１ＬＢ、テスト（ＴＥＧ：Test Element Group）用のパッド１ＬＢｔ、アラ
イメントターゲットＡｍおよび表面保護膜（以下、保護膜という）１Ｌｐが形成されてい
る。
【００２７】
　層間絶縁膜１Ｌｉは、層間絶縁膜１Ｌｉ１，１Ｌｉ２，１Ｌｉ３を有している。層間絶
縁膜１Ｌｉ１，１Ｌｉ３は、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ２等）のような無機系の絶縁膜
により形成されている。層間絶縁膜１Ｌｉ２は、有機ポリマーまたは有機シリカガラス等
のような低誘電率膜（Ｌｏｗ－ｋ膜）を有している。
【００２８】
　この有機ポリマー（完全有機系低誘電性層間絶縁膜）としては、例えばＳｉＬＫ（米Th
e Dow Chemical Co製、比誘電率＝２．７、耐熱温度＝４９０℃以上、絶縁破壊耐圧＝４
．０～５．０ＭＶ／Ｖｍ）またはポリアリルエーテル（ＰＡＥ）系材料のＦＬＡＲＥ（米
Honeywell Electronic Materials製、比誘電率＝２．８、耐熱温度＝４００℃以上）等が
ある。このＰＡＥ系材料は、基本性能が高く、機械的強度、熱的安定性および低コスト性
に優れるという特徴を有している。
【００２９】
　上記有機シリカガラス（ＳｉＯＣ系材料）としては、例えばＨＳＧ－Ｒ７（日立化成工
業製、比誘電率＝２．８、耐熱温度＝６５０℃）、Ｂｌａｃｋ Ｄｉａｍｏｎｄ（米Appli
ed Materials，Inc製、比誘電率＝３．０～２．４、耐熱温度＝４５０℃）またはｐ－Ｍ
ＴＥＳ（日立開発製、比誘電率＝３．２）等がある。この他のＳｉＯＣ系材料としては、
例えばＣＯＲＡＬ（米Novellus Systems,Inc製、比誘電率＝２．７～２．４、耐熱温度＝
５００℃）、Ａｕｒｏｒａ２．７（日本エー・エス・エム社製、比誘電率＝２．７、耐熱
温度＝４５０℃）等がある。
【００３０】
　また、他の低誘電率膜材料としては、例えばＦＳＧ等のような完全無機系のＳｉＯＦ系
材料、あるいはＨＳＱ（hydrogen silsesquioxane）系材料、ＭＳＱ（methyl silsesquio
xane）系材料、ポーラスＨＳＱ系材料、ポーラスＭＳＱ材料またはポーラス有機系材料を
用いることもできる。
【００３１】
　上記ＨＳＱ系材料としては、例えばＯＣＤ Ｔ－１２（東京応化工業製、比誘電率＝３
．４～２．９、耐熱温度＝４５０℃）、ＦＯｘ（米Dow Corning Corp．製、比誘電率＝２
．９）またはＯＣＬ Ｔ－３２（東京応化工業製、比誘電率＝２．５、耐熱温度＝４５０
℃）等がある。
【００３２】
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　上記ＭＳＱ系材料としては、例えばＯＣＤ Ｔ－９（東京応化工業製、比誘電率＝２．
７、耐熱温度＝６００℃）、ＬＫＤ－Ｔ２００（ＪＳＲ製、比誘電率＝２．７～２．５、
耐熱温度＝４５０℃）、ＨＯＳＰ（米Honeywell Electronic Materials製、比誘電率＝２
．５、耐熱温度＝５５０℃）、ＨＳＧ－ＲＺ２５（日立化成工業製、比誘電率＝２．５、
耐熱温度＝６５０℃）、ＯＣＬ Ｔ－３１（東京応化工業製、比誘電率＝２．３、耐熱温
度＝５００℃）またはＬＫＤ－Ｔ４００（ＪＳＲ製、比誘電率＝２．２～２、耐熱温度＝
４５０℃）等がある。
【００３３】
　上記ポーラスＨＳＱ系材料としては、例えばＸＬＫ（米Dow Corning Corp．製、比誘電
率＝２．５～２）、ＯＣＬ Ｔ－７２（東京応化工業製、比誘電率＝２．２～１．９、耐
熱温度＝４５０℃）、Ｎａｎｏｇｌａｓｓ（米Honeywell Electronic Materials製、比誘
電率＝２．２～１．８、耐熱温度＝５００℃以上）またはＭｅｓｏＥＬＫ（米Air Produc
tsand Chemicals,Inc、比誘電率＝２以下）等がある。
【００３４】
　上記ポーラスＭＳＱ系材料としては、例えばＨＳＧ－６２１１Ｘ（日立化成工業製、比
誘電率＝２．４、耐熱温度＝６５０℃）、ＡＬＣＡＰ－Ｓ（旭化成工業製、比誘電率＝２
．３～１．８、耐熱温度＝４５０℃）、ＯＣＬ Ｔ－７７（東京応化工業製、比誘電率＝
２．２～１．９、耐熱温度＝６００℃）、ＨＳＧ－６２１０Ｘ（日立化成工業製、比誘電
率＝２．１、耐熱温度＝６５０℃）またはｓｉｌｉｃａ　ａｅｒｏｇｅｌ（神戸製鋼所製
、比誘電率１．４～１．１）等がある。
【００３５】
　上記ポーラス有機系材料としては、例えばＰｏｌｙＥＬＫ（米Air Productsand Chemic
als,Inc、比誘電率＝２以下、耐熱温度＝４９０℃）等がある。
【００３６】
　上記ＳｉＯＣ系材料、ＳｉＯＦ系材料は、例えばＣＶＤ法（Chemical Vapor Depositio
n）によって形成されている。例えば上記Ｂｌａｃｋ　Ｄｉａｍｏｎｄは、トリメチルシ
ランと酸素との混合ガスを用いたＣＶＤ法等によって形成される。また、上記ｐ－ＭＴＥ
Ｓは、例えばメチルトリエトキシシランとＮ２Ｏとの混合ガスを用いたＣＶＤ法等によっ
て形成される。それ以外の上記低誘電率の絶縁材料は、例えば塗布法で形成されている。
【００３７】
　なお、図６では、説明を簡単にするため層間絶縁膜１Ｌｉ２は単層で示しているが、実
際は、複数の低誘電率膜が積層されている。この複数の低誘電率膜の間には、例えば炭化
シリコン（ＳｉＣ）や炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）等のような絶縁膜が介在されている。
また、その炭化シリコンや炭窒化シリコン等のような絶縁膜と低誘電率膜との間には、例
えば二酸化シリコン（ＳｉＯ２）に代表される酸化シリコン（ＳｉＯｘ）等からなるキャ
ップ絶縁膜が介在される場合もある。このキャップ絶縁膜は、例えば化学機械研磨処理（
ＣＭＰ；Chemical Mechanical Polishing）時における低誘電率膜の機械的強度の確保、
表面保護および耐湿性の確保等のような機能を有している。このキャップ絶縁膜の厚さは
、低誘電率膜よりも相対的に薄く形成されている。ただし、キャップ絶縁膜は、酸化シリ
コン膜に限定されるものではなく種々変更可能であり、例えば窒化シリコン（ＳｉｘＮｙ

）膜、炭化シリコン膜または炭窒化シリコン膜を用いても良い。これら窒化シリコン膜、
炭化シリコン膜または炭窒化シリコン膜は、例えばプラズマＣＶＤ法によって形成するこ
とができる。プラズマＣＶＤ法で形成された炭化シリコン膜としては、例えばＢＬＯｋ（
ＡＭＡＴ社製、比誘電率＝４．３）がある。その形成に際しては、例えばトリメチルシラ
ンとヘリウム（またはＮ２、ＮＨ３）との混合ガスを用いる。
【００３８】
　また、図６では、説明を簡単にするため層間絶縁膜１Ｌｉ２中に配線を示していないが
、実際には、層間絶縁膜１Ｌｉ２には、上記配線が多層になって形成されている。この配
線は、例えば埋込配線とされている。すなわち、この配線は、層間絶縁膜１Ｌｉ２の絶縁
膜に形成された配線溝内に導体膜が埋め込まれることで形成されている。配線を形成する
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導体膜は、主導体膜と、その外周面（底面および側面）を覆うように形成されたバリアメ
タル膜とを有している。主導体膜は、例えば銅（Ｃｕ）により形成されている。バリアメ
タル膜は、例えば窒化チタン（ＴｉＮ）、窒化タングステン（ＷＮ）、窒化タンタル（Ｔ
ａＮ）、タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）またはチタンタングス
テン（ＴｉＷ）あるいはそれらの積層膜により形成されている。
【００３９】
　層間絶縁膜１Ｌｉ３上の配線、パッド１ＬＢ，１ＬＢｔおよびアライメントターゲット
Ａｍは、例えばアルミニウム等のような金属膜により形成されている。このような最上の
配線およびパッド１ＬＢ，１ＬＢｔ等は、配線層１Ｌの最上層に形成された保護膜１Ｌｐ
により覆われている。保護膜１Ｌｐは、例えば酸化シリコンのような無機系の絶縁膜と、
その上に堆積された、例えば窒化シリコンのような無機系の絶縁膜と、さらにその上に堆
積された、例えばポリイミド樹脂のような有機系の絶縁膜との積層膜により形成されてい
る。この保護膜１Ｌｐの一部には、開口部２が形成されており、そこからパッド１ＬＢ，
１ＬＢｔの一部が露出されている。パッド１ＬＢは、チップ１Ｃの外周に沿って並んで配
置され、配線を通じてチップ１Ｃの集積回路素子と電気的に接続されている。
【００４０】
　テスト用のパッド１ＬＢｔおよびアライメントターゲットＡｍは、チップ１Ｃの切断領
域ＣＲに配置されている。テスト用のパッド１ＬＢｔは、例えば平面矩形状に形成され、
上記配線を通じてＴＥＧ用の素子と電気的に接続されている。アライメントターゲットＡ
ｍは、例えば露光装置等のような製造装置とウエハ１Ｗのチップ１Ｃとの位置合わせの際
に用いられるパターンで、例えば平面十字状に形成されている。アライメントターゲット
Ａｍは、十字状の他に、Ｌ字状やドット状に形成される場合もある。
【００４１】
　次に、図１のテスト工程１０１では、ウエハ１Ｗの各チップ１Ｃのパッド１ＬＢおよび
切断領域ＣＲのテスト用のパッド１ＬＢｔにプローブを当てて各種の電気的特性検査を行
う。このテスト工程は、Ｇ／Ｗ（Good chip/Wafer）チェック工程とも呼ばれ、主として
ウエハ１Ｗに形成された各チップ１Ｃの良否を電気的に判定する試験工程である。
【００４２】
　続く図１の後工程１０２は、上記チップ１Ｃを封止体（パッケージ）に収納し完成する
までの工程であり、裏面加工工程１０２Ａ、チップ分割工程１０２Ｂおよび組立工程１０
２Ｃを有している。
【００４３】
　まず、裏面加工工程１０２Ａでは、ウエハ１Ｗの主面（チップ形成面）にテープを貼り
付けた後（工程１０２Ａ１）、ウエハ１Ｗの厚さを測定し、その測定値に基づいて適切な
量だけ、ウエハ１Ｗの裏面を研削し、研磨する（工程１０２Ａ２，１０２Ａ３）。図７は
これらの工程後のウエハ１Ｗの要部断面図を示している。テープ３ａは、その接着層によ
りウエハ１Ｗの主面にしっかりと貼り付けられている。このテープ３ａとして、例えばＵ
Ｖテープを使用することも好ましい。ＵＶテープは、接着層の材料として紫外線（ＵＶ）
硬化性樹脂が使用された粘着テープであり、強力な粘着力を持ちつつ、紫外線を照射する
と接着層の粘着力が急激に弱くなる性質を有している。
【００４４】
　裏面研削、裏面研磨処理後のウエハ１Ｗの厚さは、例えば１００μｍ以下（ここでは、
例えば９０μｍ程度）の極めて薄い厚さ（極薄）とされている。ここで、チップの厚さが
薄くなり１００μｍ以下になってくると上記裏面研削処理によりウエハ１Ｗの裏面に生じ
た損傷やストレスが原因でチップの抗折強度が低下しチップを実装する時の圧力でチップ
が割れてしまう不具合が生じ易くなってくる。裏面研磨処理は、そのような不具合が生じ
ないようにウエハ１Ｗの裏面の損傷やストレスを無くす上で重要な処理となっている。裏
面研磨処理としては、研磨パッドとシリカとを用いて研磨する方法や化学機械研磨（Chem
ical Mechanical Polishing：ＣＭＰ）法の他、例えば硝酸とフッ酸とを用いたエッチン
グ法を用いても良い。ただし、ウエハ１Ｗの厚さが、１５０μｍより厚い場合は、裏面研
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磨を行わないでも良い場合もある。なお、図７の破線は、裏面研削、裏面研磨前の基板１
Ｓを示している。
【００４５】
　次に、チップ分割工程１０２Ｂに移行する。ここでは、まず、極薄のウエハ１Ｗをその
主面にテープ３ａを貼り付けたままの状態でレーザダイシング装置のローダに搬送し、ロ
ーダを介して、図８に示すように、ウエハ１Ｗをレーザダイシング装置の吸着ステージ５
に載置する（図２の工程１０２Ｂ１－１）。図８はレーザ照射工程中のウエハ１Ｗの要部
断面図を示している。吸着ステージ５は、ウエハ１Ｗを真空吸着により仮固定することが
可能な上、内蔵された冷却体５ａによりウエハ１Ｗの温度を室温よりも低い温度に冷却す
ることが可能になっている。冷却温度は、例えば－４０℃～５℃程度である。冷却体５ａ
としては、例えばペルチェ素子が使用されている。ペルチェ素子を用いることによりドラ
イ雰囲気中で冷却処理が可能となっている。また、結露などの心配も不要である。図８の
矢印Ａは放熱の様子を模式的に示している。また、吸着ステージ５は、図８の左右方向（
ウエハ１Ｗの直径方向）に移動可能なようになっている。
【００４６】
　続いて、冷却体５ａによりウエハ１Ｗの冷却を開始した後、ウエハ１Ｗの裏面から赤外
線カメラ（以下、ＩＲカメラという）を用いて、ウエハ１Ｗの主面のパターン（チップ１
Ｃや切断領域ＣＲのパターンの他、切断領域ＣＲに配置されているテスト用のパッド１Ｌ
ＢｔやアライメントターゲットＡｍ、チップ１Ｃ内に配置されているパッド１ＬＢ等）を
認識する。その後、ＩＲカメラで得られたパターン情報に基づいて切断線ＣＬの位置合わ
せ（位置補正）を実施する（図２の工程１０２Ｂ－２）。
【００４７】
　続いて、ウエハ１Ｗを冷却した状態で、レーザ発生部から放射されたレーザ光（エネル
ギービーム）ＬＢをウエハ１Ｗの裏面からウエハ１Ｗの内部に集光点を合わせた状態で照
射するとともに、上記パターン情報に基づいて位置合わせされた切断線ＣＬに沿って相対
的に移動させる（図２の工程１０２Ｂ－３）。これにより、ウエハ１Ｗの内部に多光子吸
収による改質領域（光学的損傷部）ＰＬを形成する。
【００４８】
　この改質領域ＰＬは、ウエハ１Ｗの内部が多光子吸収によって加熱され溶融されたこと
で形成されており、後のチップ分割工程時のウエハ１Ｗの切断起点領域となる。この溶融
処理領域は、一旦溶融した後に再固化した領域や、まさに溶融状態の領域や、溶融状態か
ら再固化する状態の領域であり、相変化した領域や結晶構造が変化した領域ということも
できる。また、溶融処理領域とは単結晶構造、非晶質構造、多結晶構造において、ある構
造が別の構造に変化した領域ということもできる。例えば基板１Ｓ部分では、単結晶構造
から非晶質構造に変化した領域、単結晶構造から多結晶構造に変化した領域、単結晶構造
から非晶質構造および多結晶構造を含む構造に変化した領域を意味する。基板１Ｓに形成
されている改質領域ＰＬは、例えば非晶質シリコンとされている。
【００４９】
　なお、ウエハ１Ｗの裏面は、レーザ光ＬＢの入射面となっているので、レーザ光ＬＢの
散乱を低減または防止するために平坦かつ滑面であることが好ましい。また、改質領域Ｐ
Ｌの形成において、ウエハ１Ｗの裏面ではレーザ光ＬＢがほとんど吸収されていないので
、ウエハ１Ｗの裏面が溶融することはない。また、特に限定されるものではないが、レー
ザ光ＬＢの照射条件は、例えば以下の通りである。すなわち、レーザ種類は、ＬＤ励起固
体パルスレーザ、光源は、例えば波長が１０６４ｎｍのＹＡＧレーザ、周波数は、例えば
４００ｋＨｚ、レーザパワーは、例えば１Ｗ以下、レーザスポット径は、例えば１～２μ
ｍ、レーザ発振器は、例えば高繰り返しタイプ、レーザ光の移動速度は、例えば３００ｍ
ｍ／ｓ程度である。
【００５０】
　図９は、上記改質領域ＰＬの断面形状の一例を示すウエハ１Ｗの要部拡大断面図を示し
ている。図９の左側に示すように、改質領域ＰＬは、基板１Ｓの一部から層間絶縁膜１Ｌ
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ｉ１を介して層間絶縁膜１Ｌｉ２の低誘電率膜Ｌｋ１の一部に渡って形成されている。す
なわち、改質領域ＰＬの長手方向の一端は基板１Ｓに入り込み、長手方向の他端は層間絶
縁膜１Ｌｉ２の低誘電率膜Ｌｋ１の一部に入り込んでいる。この改質領域ＰＬが基板１Ｓ
に入り込んでいる部分は、後の分割工程時の基板１Ｓの分割起点（亀裂が入る部分）とな
る。一方、改質領域ＰＬが層間絶縁膜１Ｌｉ２の低誘電率膜Ｌｋ１に入り込んでいる部分
は、後の分割工程時の層間絶縁膜１Ｌｉ２の低誘電率膜Ｌｋ１の分割起点となる。すなわ
ち、改質領域ＰＬは、基板１Ｓと低誘電率膜Ｌｋ１との双方の分割起点となっている。こ
れにより、後の分割工程時に改質領域ＰＬを分割起点として基板１Ｓおよび低誘電率膜Ｌ
ｋ１の両方を綺麗に切断することができる。すなわち、ステルスダイシング工程において
、低誘電率膜Ｌｋ１の分割部分に形状不良のような外観不良が生じるのを抑制または防止
することができる。
【００５１】
　ところで、改質領域ＰＬが上記低誘電率膜Ｌｋ１に接するあるいは入り込むようにレー
ザ光ＬＢを照射すると、低誘電率膜Ｌｋ１は熱伝導率が低いため、レーザ光ＬＢの照射に
より低誘電率膜Ｌｋ１に熱がこもり低誘電率膜Ｌｋ１が変色する場合がある。そこで、本
実施の形態１では、レーザ照射工程においてウエハ１Ｗをその主面側から上記冷却体５ａ
により冷却した状態でレーザ光ＬＢを照射する。これにより、レーザ照射工程において低
誘電率膜Ｌｋ１の温度上昇を抑制または防止できるので、低誘電率膜Ｌｋ１の変色を抑制
または防止できる。すなわち、ステルスダイシング工程において、低誘電率膜Ｌｋ１の分
割部分に変色のような外観不良が生じるのを抑制または防止することができる。
【００５２】
　このような改質領域ＰＬは、基板１Ｓの厚さ方向の長さＤ１の方が、これに直交する基
板１Ｓの径方向の長さＤ２よりも大きくなるようになっている。これにより、分割工程時
に分割起点を小さな範囲に集中させることができる上、切れ目が入ってほしい方向に沿っ
て改質領域ＰＬが長くなるようにできるので、ウエハ１Ｗ（基板１Ｓおよび低誘電率膜）
を綺麗に切断することができる。改質領域ＰＬの長手方向の長さ（基板１Ｓの厚さ方向の
長さ）Ｄ１は、例えば２０～４０μｍ程度である。また、改質領域ＰＬの短方向（幅方向
）の長さ（基板１Ｓの厚さ方向に直交する径方向の長さ）Ｄ２は、例えば２～５μｍ程度
である。
【００５３】
　ここで、改質領域ＰＬの先端があまり低誘電率膜Ｌｋ１に入り込み過ぎるとレーザ光Ｌ
Ｂの熱により低誘電率膜Ｌｋ１が変色してしまう場合もある。そこで、レーザ光照射時の
冷却温度等により変わるので一概には言えないが、改質領域ＰＬが低誘電率膜Ｌｋ１の一
部に入り込む長さＤ３は、例えば５μｍ以内が好ましい。特に、長さＤ３は、例えば３μ
ｍ程度が好ましい。これにより、改質領域ＰＬの形成時に低誘電率膜Ｌｋ１が変色するの
を抑制または防止できるとともに分割工程時に低誘電率膜をきれいに分割できる。
【００５４】
　ただし、改質領域ＰＬの端部が低誘電率膜Ｌｋ１からあまり離れていると、低誘電率膜
Ｌｋ１の変色は防止できるものの、改質領域ＰＬが低誘電率膜Ｌｋ１の分割起点として作
用しなくなってしまう。そこで、改質領域ＰＬの端部は、図９の右側に示すように、少な
くとも低誘電率膜Ｌｋ１に接していることが好ましい。この場合も、改質領域ＰＬの形成
時に低誘電率膜Ｌｋ１が変色するのを抑制または防止でき、かつ、改質領域ＰＬを低誘電
率膜Ｌｋ１の分割起点として作用させることができる。
【００５５】
　また、図１０および図１１は、上記改質領域ＰＬの平面形状の一例を示すウエハ１Ｗの
要部拡大平面図を示している。なお、図１０および図１１は平面図であるが、図面を見易
くするために改質領域ＰＬにハッチングを付した。
【００５６】
　図１０では、改質領域ＰＬが切断線ＣＬに沿って破線状（ドット状）に配置されている
。すなわち、改質領域ＰＬが切断線ＣＬに沿って途切れ途切れに等間隔に配置されている
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。この場合、改質領域ＰＬ形成のためのレーザ光ＬＢの照射面積を小さくでき、レーザ光
ＬＢの照射による熱の発生を極力抑えることができるので、熱による低誘電率膜Ｌｋ１の
変色を抑制または防止できる。
【００５７】
　また、図１１では、改質領域ＰＬが、例えば互いに直交する切断線ＣＬの交点部分やＴ
ＥＧの微細なパターンが集中して配置されている箇所等、分割工程時に分割し難い箇所に
集中的に配置されている。これにより、分割し難い部分も容易に分割できるようになるの
で、ウエハ１Ｗを綺麗に分割できる。ただし、改質領域ＰＬの平面形状は、上記したもの
に限定されるものではなく種々変更可能であり、例えば切断線ＣＬに沿って直線状に形成
しても良い。
【００５８】
　以上のようなレーザ照射工程の終了後、ウエハ１Ｗをレーザダイシング装置のアンロー
ダに搬送し、ウエハ１Ｗを治具に収納する（図２の工程１０２Ｂ１－４）。
【００５９】
　次いで、レーザダイシング装置から取り出したウエハ１Ｗを、図１２および図１３に示
すように、治具８のテープ８ａに貼り付けた状態で収容した後（図１のウエハマウント工
程１０２Ｂ２）、ウエハ１Ｗの主面のテープ３ａを剥離する（図１の工程１０２Ｂ３）。
【００６０】
　図１２はウエハ１Ｗおよびこれが貼り付けられた治具８の全体平面図、図１３は図１２
のＸ２－Ｘ２線の断面図を示している。治具８は、テープ８ａとリング（枠体）８ｂとを
有している。テープ８ａのテープベース８ａ１は、例えば柔軟性を持つプラスチック材料
からなり、その主面には接着層８ａ２が形成されている。テープ８ａは、その接着層８ａ
２によりウエハ１Ｗの裏面にしっかりと貼り付けられている。すなわち、ウエハ１Ｗはそ
の主面を上に向けた状態で治具８のテープ８ａに貼り付けられている。このテープ８ａと
して、例えばＵＶテープを使用することも好ましい。ＵＶテープは、接着層８ａ２の材料
として紫外線（ＵＶ）硬化性樹脂が使用された粘着テープであり、強力な粘着力を持ちつ
つ、紫外線を照射すると接着層８ａ２の粘着力が急激に弱くなる性質を有している。
【００６１】
　上記リング８ｂは、テープ８ａが撓まないように支える機能を有する補強部材である。
この補強の観点からリング８ｂは、例えばステンレス等のような金属により形成すること
が好ましいが、金属と同程度の硬度を持つように厚さを設定したプラスチック材料により
形成しても良い。リング８ｂの外周には、切り欠き部８ｂ１，８ｂ２が形成されている。
この切り欠き部８ｂ１，８ｂ２は、治具８のハンドリング時や治具８と治具８を載置する
製造装置との位置合わせ時に使用する他、製造装置に治具８を固定する際の引っかかり部
として使用される。
【００６２】
　続いて、図１４に示すように、治具８を載置台１０に載せた状態で、治具８のリング８
ｂを矢印Ｅに示す方向に押し下げテープ８ａを矢印Ｆに示す方向に引き伸ばす。すると、
テープ８ａの伸びる力により、改質領域ＰＬを分割起点としてウエハ１Ｗの厚さ方向に沿
って亀裂が入り、図１４および図１５に示すように、ウエハ１Ｗが個々のチップ１Ｃに分
割される（図１の工程１０２Ｂ４）。図１４は分割工程１０２Ｂ４後のウエハ１Ｗの断面
図、図１５は図１４のウエハ１Ｗの要部拡大断面図を示している。
【００６３】
　本実施の形態１によれば、上記改質領域ＰＬが基板１Ｓと低誘電率膜Ｌｋ１の両方に入
り込むように形成されているので、この改質領域ＰＬを分割起点として基板１Ｓおよび低
誘電率膜Ｌｋ１を綺麗に切断することができる。したがって、半導体装置の歩留まりを向
上させることができる。また、ダイシングブレードによりウエハ１Ｗを切断するブレード
ダイシング方式の場合、ウエハ１Ｗが薄くなってくると切断時にチッピングが生じ易くな
りチップの抗折強度が低下するので、チップ１Ｃの品質を確保する観点から低速（例えば
毎秒６０ｍｍ程度またはウエハ１Ｗの厚さに応じてそれ以下）で処理せざるを得なくなっ
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てくる。これに対して、本実施の形態１の場合、ウエハ１Ｗの表面に損傷を与えず内部の
みを割断するため、チップ１Ｃの表面に存在するチッピングを極少に抑えることができる
。このため、チップ１Ｃの抗折強度を向上させることができる。また、例えば毎秒３００
ｍｍという高速な改質領域形成による切断前処理ができるので、スループットを向上させ
ることができる。また、上記のようにウエハ１Ｗの主面の切断領域ＣＲには、レーザ光が
透過することができないテスト用のパッド１ＬＢｔが存在するので、ウエハ１Ｗの主面側
からレーザ光を照射するとテスト用のパッド１ＬＢｔが邪魔になりその部分の加工（改質
層の形成）が上手くできない場合がある。これに対して、本実施の形態１では、テスト用
のパッド１ＬＢｔ等のようなメタルの存在しないウエハ１Ｗの裏面側からレーザ光を照射
するので、上記のような不具合を生じることなく良好に改質領域ＰＬを形成でき、ウエハ
１Ｗを良好に切断することができる。
【００６４】
　次いで、組立工程１０２Ｃに移行する。ここでは、複数のチップ１Ｃを保持した治具３
をピックアップ装置に搬送する。続いて、テープ８ａの裏面を真空吸引した状態で、押上
ピンによりテープ８ａの裏面からチップ１Ｃを押し上げる。この時、テープ８ａとして上
記ＵＶテープを使用した場合にはテープ８ａの接着層８ａ２に紫外線を照射することによ
り接着層８ａ２を硬化させ接着力を弱める。この状態でチップ１Ｃをピックアップ装置の
コレットにより真空吸引して引き上げる（図１のピックアップ工程１０２Ｃ１）。
【００６５】
　続いて、上記のようにしてピックアップしたチップ１Ｃを、例えばプリント配線基板や
リードフレームのチップ実装領域まで移送し、チップ１Ｃをプリント配線基板等のチップ
実装領域に接着剤を介して実装する。これにより、チップ１Ｃの裏面とプリント配線基板
等とを固着する（図１のダイボンディング工程１０２Ｃ２）。なお、ピックアップしたチ
ップ１Ｃを搬送トレイに収容して他の製造工場（例えばアセンブリファブ）に搬送出荷し
、この工程後の組立を依頼しても良い（図１の工程１０３Ａ）。
【００６６】
　続いて、チップ１Ｃの主面のパッド１ＬＢとプリント配線基板等の電極とをボンディン
グワイヤ（以下、ワイヤという）により接続する（図１の工程１０２Ｃ３）。その後、ト
ランスファモールド法を用いてエポキシ樹脂等のようなプラスチック材料からなる封止体
によりチップ１Ｃを封止する（図１の工程１０２Ｃ４）。
【００６７】
　チップ１Ｃがバンプ電極を持つ場合は、上記ピックアップ工程１０２Ｃ１においてチッ
プ１Ｃをその主面が下を向いた状態でプリント配線基板等のチップ実装領域に移送し、チ
ップ１Ｃのバンプ電極とチップ実装領域の電極とをペースト材を用いて仮固定した後、リ
フロ処理（熱処理）することでチップ１Ｃのバンプ電極とプリント配線基板１５の電極と
を固着する（フリップチップボンディング）。その後、チップ１Ｃとプリント配線基板等
との対向面間にアンダーフィルを充填した後、チップ１Ｃを上記と同様に封止する。
【００６８】
　図１６は、本実施の形態１の半導体装置の製造方法により製造された半導体装置１４の
断面図の一例を示している。この半導体装置１４は、１つのパッケージ内に所望の機能の
システムが構築されたＳＩＰ（System In Package）とされている。この半導体装置１４
を構成するプリント配線基板１５の裏面には、複数のバンプ電極１６がマトリックス状に
配置されている。また、プリント配線基板１５の主面上には、複数の薄型のチップ１Ｃ１
～１Ｃ３（１Ｃ）が積層されている。最下層のチップ１Ｃ１は、その主面のバンプ電極Ｂ
ＭＰを介してプリント配線基板１５の主面上に実装されている。このチップ１Ｃの主面に
は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）やＤＳＰ（Digital Signal Processor）
等のような論理回路が形成されている。このチップ１Ｃの裏面上には、ダイアタッチフィ
ルム１７を介してチップ１Ｃ２が実装されている。チップ１Ｃ２の主面には、例えばＳＲ
ＡＭ（Static Random Access Memory）やフラッシュメモリ等のようなメモリ回路が形成
されている。このチップ１Ｃ２の主面のパッド１ＬＢは、ワイヤ１８を介してプリント配
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線基板１５の主面の電極と電気的に接続されている。このチップ１Ｃ２の主面上には、ス
ペーサ１９およびダイアタッチフィルム１７を介してチップ１Ｃ３が実装されている。こ
のチップ１Ｃ３には、例えばＳＲＡＭやフラッシュメモリ等のようなメモリ回路が形成さ
れており、チップ１Ｃ３の主面のパッド１ＬＢは、ワイヤ１８を介してプリント配線基板
１５の主面の電極と電気的に接続されている。このようなチップ１Ｃ１～１Ｃ３およびワ
イヤ１８は、例えばエポキシ樹脂からなる封止体２０により封止されている。
【００６９】
　（実施の形態２）
　本実施の形態２では、主として上記基板１Ｓの分割起点となる改質領域と、主として上
記低誘電率膜Ｌｋ１の分割起点となる改質領域とをそれぞれ別々に設けた場合を図１７～
図２０により説明する。
【００７０】
　図１７は図１のレーザ照射工程１０２Ｂ１後のウエハ１Ｗの断面図であって、図５のＸ
１－Ｘ１線に相当する箇所の断面図、図１８は図１のレーザ照射工程１０２Ｂ１後のウエ
ハ１Ｗの断面図であって、図５のＸ１－Ｘ１線に直交するＹ１－Ｙ１線に相当する箇所の
断面図、図１９は図１７の領域Ｒ２の拡大断面図をそれぞれ示している。
【００７１】
　本実施の形態２では、レーザ照射により、ウエハ１Ｗに２つの改質領域ＰＬ１，ＰＬ２
（ＰＬ）が形成されている。改質領域ＰＬ１は、主として基板１Ｓの分割起点として作用
する領域である。改質領域ＰＬ１は、断面で見ると基板１Ｓの厚さ方向の中央に形成され
ている。これにより、分割工程１０２Ｂ４時に基板１Ｓを綺麗に分割することができる。
また、改質領域ＰＬ１は、平面で見ると切断線ＣＬに沿って連続的に直線状に延在した状
態で形成されている。基板１Ｓの厚さ方向の改質領域ＰＬ１の長さＤ４は、例えば２０～
４０μｍ程度、幅は前記実施の形態１で説明したのと同じ程度である。
【００７２】
　一方、改質領域ＰＬ２は、主として低誘電率膜Ｌｋ１の分割起点として作用する領域で
あり、上記改質領域ＰＬ１とは離れた位置に形成されている。改質領域ＰＬ２は、断面で
見ると、上記改質領域ＰＬ１よりも断面積が小さい上、低誘電率膜Ｌｋ１の一部に入り込
むように形成されている。低誘電率膜Ｌｋ１に対する改質領域ＰＬ２の相対位置関係は前
記実施の形態１の改質領域ＰＬの構成で説明したのと同じである。また、改質領域ＰＬ２
は、平面で見ると切断線ＣＬに沿って間欠的に破線状に形成されている。すなわち、改質
領域ＰＬ２は、断面で見ても平面で見ても上記改質領域ＰＬ１よりも平面積が小さくなる
ように形成されている。これにより、改質領域ＰＬ２形成のためのレーザ光ＬＢの照射部
分を小さくでき、レーザ光ＬＢの照射による熱の発生を極力抑えることができるので、熱
による低誘電率膜Ｌｋ１の変色を抑制または防止できる。基板１Ｓの厚さ方向の改質領域
ＰＬ２の長さＤ５は、例えば１０～２０μｍ程度、幅は前記実施の形態１で説明したのと
同じ程度である。なお、改質領域ＰＬ１，ＰＬ２は、２焦点にして１回のレーザ照射で形
成しても良いし、それぞれ別々のレーザ照射（同一ラインに沿って２回走査）により形成
しても良い。また、改質領域ＰＬ１，ＰＬ２の形成のためのレーザ照射は前記実施の形態
１と同様にウエハ１Ｗを冷却しながら行う。
【００７３】
　次に、図２０は本実施の形態２における図１の分割工程１０２Ｂ４後のウエハ１Ｗの要
部拡大断面図を示している。分割の方法は、前記実施の形態１の図１４および図１５で説
明したのと同じである。ただし、本実施の形態２の場合は、図１４に示したように、治具
８を載置台１０に載せた状態で、治具８のリング８ｂを矢印Ｅに示す方向に押し下げテー
プ８ａを矢印Ｆに示す方向に引き伸ばすと、テープ８ａの伸びる力により、ウエハ１Ｗの
厚さ方向に沿って、改質領域ＰＬ１を分割起点として基板１Ｓに亀裂が入るとともに、改
質領域ＰＬ２を分割起点として低誘電率膜Ｌｋ１に亀裂が入る。これにより、図２０に示
すように、基板１Ｓおよび低誘電率膜Ｌｋ１を綺麗に切断した状態でウエハ１Ｗを個々の
チップ１Ｃに分割することができる。
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【００７４】
　（実施の形態３）
　本実施の形態３では、上記レーザ照射工程時における冷却方法の変形例について説明す
る。
【００７５】
　図２１および図２２はレーザ照射工程時のウエハ１Ｗの断面図を示している。図２１で
は、ノズル２５から噴射させた冷却水ＣＷをウエハ１Ｗの裏面に掛けながらレーザ光ＬＢ
をウエハ１Ｗの裏面側から照射する。これにより、ウエハ１Ｗを冷却する。冷却温度は、
例えば－４０℃～５℃程度である。
【００７６】
　また、図２２では、冷却槽２６内の冷却水ＣＷにウエハ１Ｗの全体を入れた状態でレー
ザ光ＬＢをウエハ１Ｗの裏面側から照射する。この際、レーザ光ＬＢのレーザ光放射部２
７を冷却水ＣＷ内に入れる。これにより、屈折率の違いに起因するレーザ光ＬＢの進路の
曲がりを低減または無くすことができる。冷却温度は、例えば－４０℃～５℃程度である
。
【００７７】
　上記の冷却方法は、いずれもレーザ光ＬＢを照射しながら冷却するものであるが、これ
に限定されるものではなく、ウエハ１Ｗを冷却した後直ぐに、ウエハ１Ｗに対してレーザ
光ＬＢを照射するようにしても良い。図２３はその場合のレーザ照射工程時のフロー図、
図２４は冷却時の説明図を示している。
【００７８】
　ここでは、前記実施の形態１と同様にウエハ１Ｗをその主面にテープ３ａを貼り付けた
ままの状態でレーザダイシング装置のローダに搬送した後（図２３の工程１０２Ｂ１－１
）、図２４に示すように、冷凍庫２８のシャッタ２８ａを開いて上記ウエハ１Ｗを冷凍庫
２８内に収容し、シャッタ２８ａを閉じて所望の時間だけウエハ１Ｗを冷却する（図２３
の工程１０２Ｂ１－Ｃ）。冷却温度は、例えば－３０℃～５℃程度である。続いて、ウエ
ハ１Ｗを所望温度に冷却した後、シャッタ２８ａを開いて取り出し、ウエハ１Ｗをレーザ
ダイシング装置の吸着ステージ５に載置する。これ以降は前記実施の形態１と同様である
。
【００７９】
　（実施の形態４）
　本実施の形態４では、チップ１Ｃの裏面にダイアタッチフィルム１７を設ける場合を図
２５および図２６により説明する。それ以外は、前記実施の形態１～３と同じである。
【００８０】
　図２５は図１のウエハマウント工程１０２Ｂ２後の治具８およびウエハ１Ｗの断面図、
図２６は図１の分割工程１０２Ｂ４後の治具８およびウエハ１Ｗの断面図をそれぞれ示し
ている。
【００８１】
　まず、前記実施の形態１，２で説明したのと同様に、前工程１００からレーザ照射工程
１０２Ｂ１までを経た後、ウエハマウント工程１０２Ｂ２では、図２５に示すように、テ
ープ８ａの接着層８ａ２上にダイアタッチフィルム１７が貼り付けられている治具８を用
意し、そのテープ８ａ上にダイアタッチフィルム１７を介してウエハ１Ｗを貼り付ける。
すなわち、本実施の形態４の場合、ウエハマウント工程１０２Ｂ２において、ウエハ１Ｗ
の裏面にダイアタッチフィルム１７が接着される。ダイアタッチフィルム１７は、引き伸
ばすことで切断できるくらいの柔らかい材料であり、例えばポリイミド樹脂により形成さ
れている。その後、図２６に示すように、前記実施の形態１と同様にウエハ１Ｗを個々の
チップ１Ｃに分割する。この時に、ダイアタッチフィルム１７も一緒に切断される。この
ようにして、裏面にダイアタッチフィルム１７を設けたチップ１Ｃを用意することができ
る。
【００８２】
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　（実施の形態５）
　本実施の形態５では、切断領域ＣＲに配置されている導体パターン（テスト用のパッド
１ＬＢｔ等）に溝を形成する場合の例を図２７～図２９により説明する。それ以外は、前
記実施の形態１～４と同じである。
【００８３】
　図２７および図２８は図１の前工程１００後のウエハ１Ｗの主面の要部拡大平面図、図
２９は図２７および図２８のＸ３－Ｘ３線の断面図をそれぞれ示している。
【００８４】
　本実施の形態５では、切断領域ＣＲに配置されているテスト用のパッド１ＬＢｔおよび
アライメントターゲットＡｍの上面に分割用の溝Ｓが形成されている。この分割用の溝Ｓ
は、ステルスダイシング処理によりウエハ１Ｗを個々のチップ１Ｃに分割する時に、切断
領域ＣＲに位置するパッド１ＬＢｔやアライメントターゲットＡｍが、破線で示す切断線
ＣＬに沿ってきれいに分割されるように分割を誘導する部分あるいは分割の起点となる部
分である。
【００８５】
　溝Ｓは、平面で見ると、図２７に示すように直線状（連続的）または図２８に示すよう
に破線状（間欠的）に切断線ＣＬに沿って延び、断面で見ると、図２９に示すように、パ
ッド１ＬＢｔやアライメントターゲットＡｍの厚さ方向の途中の深さ位置まで延びるよう
に形成されている。溝Ｓの断面形状がＶ字形状となっているが、これに限定されるもので
なく種々変更可能であり、例えばＵ字形状や凹部となっていても良い。
【００８６】
　また、溝Ｓは、例えばフォトレジストパターンをエッチングマスクとしたエッチング（
ウエットまたはドライエッチング）処理により形成されている。ただし、溝Ｓの形成方法
は、これに限定されるものではなく種々変更可能であり、例えば加工ツールをパッド１Ｌ
ＢｔやアライメントターゲットＡｍの上面に押し当てる等して機械的に形成しても良いし
、レーザビームや集束イオンビーム等のようなエネルギービームを切断線ＣＬ上に沿って
照射することで形成しても良い。これらの方法の場合、フォトレジストパターンを形成し
ないので、製造工程を簡略化できる。
【００８７】
　また、図２８に示したように、溝Ｓを破線状に形成した場合、図１のテスト工程１０１
時に、テスト用のパッド１ＬＢｔとこれに当てるプローブとの接触状態を良好にできるの
で、テストの信頼性を向上できる。
【００８８】
　このような溝Ｓを設けたことにより、前記実施の形態１，２等のようにウエハ１Ｗを個
々のチップ１Ｃに分割する工程において、テスト用のパッド１ＬＢｔやアライメントター
ゲットＡｍに形成された溝Ｓに沿ってパッド１ＬＢｔやアライメントターゲットＡｍをき
れいな形状で分割でき、ひげ状の導体異物の発生を低減できるので、半導体装置の信頼性
を向上させることができる。
【００８９】
　（実施の形態６）
　本実施の形態６の半導体装置の製造方法を図３０のフロー図に沿って図３１～図３５に
より説明する。
【００９０】
　まず、前記実施の形態１等で説明したのと同様に、前工程１００から裏面研磨工程１０
２Ａ３までを経た後、チップ分割工程１０２Ｂに移行する。チップ分割工程では、前記実
施の形態１と同様に、ウエハ１Ｗをレーザダイシング装置の吸着ステージ５に載置し（図
２の工程１０２Ｂ１－１）、ＩＲカメラで得られたパターン情報に基づいて切断線ＣＬの
位置合わせを実施する（図２の工程１０２Ｂ－２）。続いて、図３１に示すように、レー
ザ発生部から放射されたレーザ光ＬＢをウエハ１Ｗの裏面からウエハ１Ｗの内部に集光点
を合わせた状態で照射するとともに、上記切断線ＣＬに沿って相対的に移動させる（図２
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の工程１０２Ｂ－３）。これにより、ウエハ１Ｗの内部に改質領域ＰＬ３を形成する。
【００９１】
　図３１はレーザ照射工程中のウエハ１Ｗの要部断面図を示している。改質領域ＰＬ３は
、分割工程１０２Ｂ４において基板１Ｓの分割起点となるもので、基板１Ｓの厚さ方向の
ほぼ中央に形成されている。ただし、改質領域ＰＬ３は、層間絶縁膜１Ｌｉ２の低誘電率
膜Ｌｋ１には入り込んでいないし接触もしていない。また、本実施の形態６では、上記レ
ーザ照射工程においてウエハ１Ｗを冷却しなくても良い。
【００９２】
　続いて、前記実施の形態１と同様に、図３０のウエハマウント工程１０２Ｂ２およびテ
ープ剥離工程１０２Ｂ３を経た後、図３２、図３３および図３４に示すように、ウエハ１
Ｗの切断領域ＣＲの切断線ＣＬに沿ってウエハ１Ｗの主面に溝３０を形成する。図３２は
ウエハ１Ｗの一例の要部拡大平面図、図３３は図３２のＸ４－Ｘ４線の断面図、図３４は
図３２のＸ５－Ｘ５線の断面図をそれぞれ示している。
【００９３】
　溝３０は、分割工程１０２Ｂ４において層間絶縁膜１Ｌｉ２の低誘電率膜Ｌｋ１の分割
起点となるもので、保護膜１Ｌｐおよびパッド１ＬＢｔの上面から低誘電率膜Ｌｋ１に接
する程度または低誘電率膜Ｌｋ１の一部に入り込む程度まで延びている。溝３０は分割起
点と作用させるものなので、その幅は狭いほど良く、例えば５μｍ程度である。溝３０は
、例えばダイシングソーやカッター等により形成されている。ただし、溝３０を、例えば
表面保護膜や層間絶縁膜とのエッチング選択性を有するハードマスクを用いてドライエッ
チングやウエットエッチング法によって形成しても良い。
【００９４】
　このように本実施の形態６では、層間絶縁膜１Ｌｉ２の低誘電率膜Ｌｋ１に接するよう
に、または、層間絶縁膜１Ｌｉ２の低誘電率膜Ｌｋ１の一部に入り込むように溝３０を形
成することにより、分割工程において低誘電率膜Ｌｋ１の分割部分に形状不良等のような
外観不良が発生するのを抑制または防止することができる。また、低誘電率膜Ｌｋ１の分
割起点を改質領域で形成せず溝３０で形成することにより、分割起点の形成時に低誘電率
膜Ｌｋ１が変色するような問題も生じない。したがって、半導体装置の歩留まりを向上さ
せることができる。また、本実施の形態６では、上記レーザ照射工程においてウエハ１Ｗ
を冷却しなくても良いので、半導体装置の製造時間を短縮できる。
【００９５】
　続いて、前記実施の形態１と同様にして、図３５に示すように、ウエハ１Ｗを個々のチ
ップ１Ｃに分割する（図３０の工程１０２Ｂ４）。図３５は分割工程１０２Ｂ４後のウエ
ハ１Ｗの要部拡大断面図を示している。本実施の形態６では、基板１Ｓは改質領域ＰＬ３
を分割起点として切断され、低誘電率膜Ｌｋ１は溝３０を分割起点として切断される。こ
れにより、ウエハ１Ｗを綺麗に分割することができる。これ以降は前記実施の形態１と同
じなので説明を省略する。
【００９６】
　（実施の形態７）
　本実施の形態７では、前工程の段階でウエハ１Ｗの主面の切断領域ＣＲの保護膜１Ｌｐ
を切断線ＣＬに沿って除去し溝を形成しておく場合について説明する。
【００９７】
　図３６は本実施の形態７の場合の前工程１００後のウエハ１Ｗの要部拡大平面図、図３
７および図３８はそれぞれ図３６のＸ６－Ｘ６線およびＸ７－Ｘ７線の断面図を示してい
る。本実施の形態７では、前工程１００後のウエハ１Ｗの主面の切断領域ＣＲの保護膜１
Ｌｐの一部分が切断線ＣＬに沿って除去されており、保護膜１Ｌｐに溝３１が形成されて
いる。
【００９８】
　この溝３１は、平面で見ると、切断線ＣＬに沿って直線状に延び、途中、開口部２と繋
がっている。また、溝３１は、断面で見ると、保護膜１Ｌｐの上面から層間絶縁膜１Ｌｉ
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３の上面に接する位置または層間絶縁膜１Ｌｉ３の一部に入り込む程度まで延びている。
この溝３１は、分割工程１０２Ｂ４において保護膜１Ｌｐを綺麗に切断するために設けら
れた溝である。これにより、分割工程１０２Ｂ４において保護膜１Ｌｐの分割部分の形状
を綺麗に形成できる。また、溝３１は、開口部２を形成するためのエッチング処理時に同
時に形成されている。これにより、工程を簡略化できる。これ以外の工程は、前記実施の
形態１～６と同様にする。保護膜１Ｌｐに溝３１を形成しておく方法と前記実施の形態６
とを組み合わせた場合は、低誘電率膜Ｌｋ１の一部に入り込む溝３０の形成を容易にする
ことができる。
【００９９】
　また、前工程１００の段階で溝３１内を埋め込み配線で埋め込んでおいた後、最後に溝
３１の部分の埋め込み配線をすべて除去して溝３１を形成する方法等を用いて層間絶縁膜
１Ｌｉ２の低誘電率膜Ｌｋ１に接するまたは一部入り込むように形成しても良い。この場
合、溝３１は分割工程１０２Ｂ４において低誘電率膜Ｌｋ１の分割起点としても機能する
。これにより、低誘電率膜Ｌｋ１の分割部分の形状を綺麗に形成できる。
【０１００】
　この場合の改質領域の形成のためのレーザ照射工程は、前記実施の形態６で説明したの
と同じである。すなわち、レーザ照射工程では基板１Ｓの分割起点として作用する改質領
域ＰＬ３を形成する。したがって、レーザ照射時に低誘電率膜Ｌｋ１が変色するような問
題も生じない。このため、半導体装置の歩留まりを向上させることができる。
【０１０１】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることは言うまでもない。
【０１０２】
　以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野で
ある半導体装置の製造方法に適用した場合について説明したが、それに限定されるもので
はなく種々適用可能であり、例えばマイクロマシンの製造方法にも適用できる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明は、半導体装置の製造業に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程のフロー図である。
【図２】図１の製造工程のフローのレーザ照射工程のフロー図である。
【図３】図１のこの前工程後の半導体ウエハの主面の全体平面図である。
【図４】図３の半導体ウエハの一例の要部拡大平面図である。
【図５】図４の領域Ｒ１の拡大平面図である。
【図６】図５のＸ１－Ｘ１線の断面図である。
【図７】図１の裏面加工工程後の半導体ウエハの要部断面図である。
【図８】図１のレーザ照射工程中の半導体ウエハの要部断面図である。
【図９】図８の改質領域の断面形状の一例を示す半導体ウエハの要部拡大断面図である。
【図１０】図８の改質領域の平面形状の一例を示す半導体ウエハの要部拡大平面図である
。
【図１１】図８の改質領域の平面形状の他の一例を示す半導体ウエハの要部拡大平面図で
ある。
【図１２】図１のウエハマウント工程後の半導体ウエハおよびこれが貼り付けられた治具
の全体平面図である。
【図１３】図１２のＸ２－Ｘ２線の断面図である。
【図１４】図１の分割工程後の半導体ウエハの断面図である。
【図１５】図１４の半導体ウエハの要部拡大断面図である。



(18) JP 4809632 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

【図１６】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造方法により製造された半導体装
置の一例の断面図である。
【図１７】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程における図１のレーザ照
射工程後の半導体ウエハの断面図であって、図５のＸ１－Ｘ１線に相当する箇所の断面図
である。
【図１８】図１のレーザ照射工程後の半導体ウエハの断面図であって図５のＸ１－Ｘ１線
に直交するＹ１－Ｙ１線に相当する箇所の断面図である。
【図１９】図１７の領域Ｒ２の拡大断面図である。
【図２０】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程における図１の分割工程
後の半導体ウエハの要部拡大断面図である。
【図２１】レーザ照射工程時の半導体ウエハの断面図である。
【図２２】レーザ照射工程時の半導体ウエハの断面図である。
【図２３】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程におけるレーザ照射工程
時のフロー図である。
【図２４】図２３の半導体装置の製造工程における冷却工程時の説明図である。
【図２５】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造方法であって、図１のウエハ
マウント工程後の治具および半導体ウエハの断面図である。
【図２６】図２５に続く図１の分割工程後の治具および半導体ウエハの断面図である。
【図２７】本発明の他の実施の形態の半導体装置の製造工程であって、図１の前工程後の
半導体ウエハの主面の要部拡大平面図である。
【図２８】本発明のさらに他の実施の形態の半導体装置の製造工程であって、図１の前工
程後の半導体ウエハの主面の要部拡大平面図である。
【図２９】図２７および図２８のＸ３－Ｘ３線の断面図である。
【図３０】本発明の他の実施の形態の半導体装置の製造工程のフロー図である。
【図３１】本発明の他の実施の形態の半導体装置の製造工程のレーザ照射工程中の半導体
ウエハの要部断面図である。
【図３２】。図３１に続く半導体装置の製造工程中の半導体ウエハの一例の要部拡大平面
図である。
【図３３】図３２のＸ４－Ｘ４線の断面図である。
【図３４】図３２のＸ５－Ｘ５線の断面図である。
【図３５】図３０の分割工程後の半導体ウエハの要部拡大断面図である。
【図３６】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程の前工程後の半導体ウエ
ハの要部拡大平面図である。
【図３７】図３６のＸ６－Ｘ６線の断面図である。
【図３８】図３６のＸ７－Ｘ７線の断面図である。
【符号の説明】
【０１０５】
１Ｗ　半導体ウエハ
１Ｃ　半導体チップ
１Ｓ　半導体基板
１Ｌ　配線層
１Ｌｉ，１Ｌｉ１，１Ｌｉ２，１Ｌｉ３　層間絶縁膜
１ＬＢ　ボンディングパッド
１ＬＢｔ　テスト用のボンディングパッド
１Ｌｐ　表面保護膜
　２　開口部
３ａ　テープ
　５　吸着ステージ
　８　治具
８ａ　テープ
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８ａ１　テープベース
８ａ２　接着層
８ｂ　リング
８ｂ１，８ｂ２　切り欠き部
１０　載置台
１４　半導体装置
１５　プリント配線基板
１６　バンプ電極
１７　ダイアタッチフィルム
１８　ボンディングワイヤ
１９　スペーサ
２０　封止体
２５　ノズル
２６　冷却槽
２７　レーザ光放射部
２８　冷凍庫
２８ａ　シャッタ
３０　溝
３１　溝
ＣＲ　切断領域
Ａｍ　アライメントターゲット
ＬＢ　レーザ光
ＰＬ　改質領域
ＰＬ１　改質領域（第１改質領域）
ＰＬ２　改質領域（第２改質領域）
ＰＬ３　改質領域
Ｌｋ１　低誘電率膜
ＣＷ　冷却水
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