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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ウエーハの裏面に装着したダイボンディング用
の接着フィルムを破断する際に微細に破砕された接着フ
ィルムが半導体デバイスの表面に直接付着するのを防止
する。
【解決手段】ウエーハの裏面に接着フィルム６を装着す
るとともに接着フィルム側にダイシングテープＴを貼着
しダイシングテープの外周部を環状のフレームＦによっ
て支持するウエーハ支持工程と、ダイシングテープを拡
張して接着フィルムを個々のデバイス２２に沿って破断
する接着フィルム破断工程とを含み、接着フィルム破断
工程を実施する前に、ウエーハの表面、またはウエーハ
の外周縁からはみ出した接着フィルの外周部、若しくは
ウエーハの表面およびウエーハの外周縁からはみ出した
接着フィルの外周部に水溶性樹脂を被覆して保護膜８を
形成する保護膜形成工程を実施する。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に複数の分割予定ラインが格子状に形成されているとともに該複数の分割予定ライ
ンによって区画された複数の領域にデバイスが形成されたウエーハを、分割予定ラインに
沿って個々のデバイスに分割するとともに、各デバイスの裏面にダイボンディング用の接
着フィルムを装着するウエーハの加工方法であって、
　分割予定ラインに沿って分割され、または分割予定ラインに沿って破断起点が形成され
たウエーハの裏面に接着フィルムを装着するとともに接着フィルム側にダイシングテープ
を貼着しダイシングテープの外周部を環状のフレームによって支持するウエーハ支持工程
と、
　ダイシングテープを拡張して接着フィルムを個々のデバイスに沿って破断する接着フィ
ルム破断工程と、を含み、
　該接着フィルム破断工程を実施する前に、ウエーハの表面、またはウエーハの外周縁か
らはみ出した接着フィルの外周部、若しくはウエーハの表面およびウエーハの外周縁から
はみ出した接着フィルの外周部に水溶性樹脂を被覆して保護膜を形成する保護膜形成工程
を実施する、
ことを特徴とするウエーハの加工方法。
【請求項２】
　該接着フィルム破断工程を実施する前に、ウエーハの表面側から分割予定ラインに沿っ
てデバイスの仕上がり厚さに相当する深さの分割溝を形成する分割溝形成工程と、該分割
溝形成工程が実施されたウエーハの表面に保護部材を貼着する保護部材貼着工程と、該保
護部材貼着工程が実施されたウエーハの裏面を研削して裏面に該分割溝を表出させ、ウエ
ーハを個々のデバイスに分割する裏面研削工程と、を実施する、請求項１記載のウエーハ
の加工方法。
【請求項３】
　該保護膜形成工程は、該分割溝形成工程と該保護部材貼着工程との間に実施する、請求
項２記載のウエーハの加工方法。
【請求項４】
　該ウエーハ支持工程を実施する前に、ウエーハに対して透過性を有する波長のレーザー
光線をウエーハの裏面から内部に集光点を位置付けて分割予定ラインに沿って照射し、ウ
エーハの内部に分割予定ライン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記載のウエーハの加工方法。
【請求項５】
　該接着フィルム破断工程を実施した後に、保護膜に洗浄水を供給して保護膜を洗い流す
保護膜洗浄工程を実施する、請求項１から４のいずれかに記載の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、表面に格子状に形成された分割予定ラインによって区画された複数の領域に
デバイスが形成されたウエーハを分割予定ラインに沿って個々のデバイスに分割するとと
もに、各デバイスの裏面にダイボンディング用の接着フィルムを装着するウエーハの加工
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、半導体デバイス製造工程においては、略円板形状である半導体ウエーハの表面
に格子状に形成された分割予定ラインによって区画された複数の領域にＩＣ、ＬＳＩ等の
デバイスを形成し、該デバイスが形成された各領域を分割予定ラインに沿って分割するこ
とにより個々の半導体デバイスを製造している。半導体ウエーハを分割する分割装置とし
ては一般にダイシング装置が用いられており、このダイシング装置は厚さが２０～３０μ
ｍ程度の切削ブレードによって半導体ウエーハを分割予定ラインに沿って切削する。この
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ようにして分割された半導体デバイスは、パッケージングされて携帯電話やパソコン等の
電気機器に広く利用されている。
【０００３】
　半導体ウエーハを個々のデバイスに分割する方法として、所謂先ダイシング法と呼ばれ
る分割技術が実用化されている。この先ダイシング法は、半導体ウエーハの表面からスト
リートに沿って所定の深さ（半導体デバイスの仕上がり厚さに相当する深さ）の切削溝を
形成し、その後、表面に切削溝が形成された半導体ウエーハの裏面を研削して該裏面に切
削溝を表出させ個々の半導体デバイスに分割する技術であり、半導体デバイスの厚さを５
０μｍ以下に加工することが可能である（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、半導体ウエーハを個々のデバイスに分割する方法として、ウエーハに対して透過
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位置付け
てパルスレーザー光線を照射する内部加工と呼ばれるレーザー加工方法も実用化されてい
る。この内部加工と呼ばれるレーザー加工方法を用いた分割方法は、ウエーハの裏面側か
ら内部に集光点を合わせてウエーハ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、ウエーハの内部に分割予定ライン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分割予定ラインに沿って外力を加えることによ
り、ウエーハを破断して分割する技術である（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　上述したように個々に分割された半導体デバイスは、その裏面にポリイミド系樹脂、エ
ポキシ系樹脂、アクリル系樹脂脂等で形成された厚さ２０～４０μｍのダイアタッチフィ
ルム(DAF)と呼ばれる ダイボンディング用の接着フィルムが装着され、この接着フィルム
を介して半導体デバイスを支持するダイボンディングフレームに加熱溶着することにより
ボンディングされる。
【０００６】
　しかるに、上述した各分割方法においてはダイボンディング用の接着フィルムを半導体
ウエーハの裏面に装着した状態で上述したウエーハの裏面研削やウエーハの裏面側からレ
ーザー光線を照射することはできないことから、個々の半導体デバイスに分割された半導
体ウエーハの裏面にダイボンディング用の接着フィルムを装着するとともに、接着フィル
ム側をダイシングテープに貼着し、該ダイシングテープを拡張することにより接着フィル
ムを個々に分割された半導体デバイスに沿って破断する技術が提案されている（例えば、
特許文献３、特許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－７６４８号公報
【特許文献２】特許第３４０８８０５号公報
【特許文献３】特開２００５－２２３２８２号公報
【特許文献４】特開２００８－２３５６５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　而して、個々のデバイスに分割されたウエーハの裏面に接着フィルムを装着するととも
にダイシングテープを貼着し、該ダイシングテープを拡張することにより接着フィルムを
個々のデバイスに沿って破断すると、接着フィルムはウエーハよりも僅かに大きく形成さ
れているため接着フィルムの外周部が微細に破砕して飛散し、デバイスの表面に付着する
という問題がある。
　また、微細に破砕された接着フィルムが半導体デバイスの表面に露出された電極に付着
すると、ワイヤーボンディングの妨げになり、導通不良を起こしてデバイスの品質を低下
させるという問題がある。
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【０００９】
　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、分割予定ライ
ンに沿って分割され、または分割予定ラインに沿って破断起点が形成されたウエーハの裏
面に装着したダイボンディング用の接着フィルムを個々に分割された半導体デバイスに沿
って破断するとともに、破断する際に微細に破砕された接着フィルムが半導体デバイスの
表面に直接付着するのを防止できるウエーハの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】
【００１０】
　上記主たる技術課題を解決するため、本発明によれば、表面に複数の分割予定ラインが
格子状に形成されているとともに該複数の分割予定ラインによって区画された複数の領域
にデバイスが形成されたウエーハを、分割予定ラインに沿って個々のデバイスに分割する
とともに、各デバイスの裏面にダイボンディング用の接着フィルムを装着するウエーハの
加工方法であって、
　分割予定ラインに沿って分割され、または分割予定ラインに沿って破断起点が形成され
たウエーハの裏面に接着フィルムを装着するとともに接着フィルム側にダイシングテープ
を貼着しダイシングテープの外周部を環状のフレームによって支持するウエーハ支持工程
と、
　ダイシングテープを拡張して接着フィルムを個々のデバイスに沿って破断する接着フィ
ルム破断工程と、を含み、
　該接着フィルム破断工程を実施する前に、ウエーハの表面、またはウエーハの外周縁か
らはみ出した接着フィルの外周部、若しくはウエーハの表面およびウエーハの外周縁から
はみ出した接着フィルの外周部に水溶性樹脂を被覆して保護膜を形成する保護膜形成工程
を実施する、
ことを特徴とするウエーハの加工方法が提供される。
【００１１】
　上記接着フィルム破断工程を実施する前に、ウエーハの表面側から分割予定ラインに沿
ってデバイスの仕上がり厚さに相当する深さの分割溝を形成する分割溝形成工程と、該分
割溝形成工程が実施されたウエーハの表面に保護部材を貼着する保護部材貼着工程と、該
保護部材貼着工程が実施されたウエーハの裏面を研削して裏面に該分割溝を表出させ、ウ
エーハを個々のデバイスに分割する裏面研削工程と、を実施する。
　上記保護膜形成工程は、上記分割溝形成工程と保護部材貼着工程との間に実施する。
　上記ウエーハ支持工程を実施する前に、ウエーハに対して透過性を有する波長のレーザ
ー光線をウエーハの裏面から内部に集光点を位置付けて分割予定ラインに沿って照射し、
ウエーハの内部に分割予定ラインに沿って改質層を形成する改質層形成工程を実施する。
　上記接着フィルム破断工程を実施した後に、保護膜に洗浄水を供給して保護膜を洗い流
す保護膜洗浄工程を実施する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明におけるウエーハの加工方法は、分割予定ラインに沿って分割され、または分割
予定ラインに沿って破断起点が形成されたウエーハの裏面に接着フィルムを装着するとと
もに接着フィルム側にダイシングテープを貼着しダイシングテープの外周部を環状のフレ
ームによって支持するウエーハ支持工程と、ダイシングテープを拡張して接着フィルムを
個々のデバイスに沿って破断する接着フィルム破断工程とを含み、接着フィルム破断工程
を実施する前に、ウエーハの表面、またはウエーハの外周縁からはみ出した接着フィルの
外周部、若しくはウエーハの表面およびウエーハの外周縁からはみ出した接着フィルの外
周部に水溶性樹脂を被覆して保護膜を形成する保護膜形成工程を実施するので、ウエーハ
の表面に保護膜を形成した場合には、接着フィルム破断工程において破砕された接着フィ
ルムの外周部の一部がデバイスの表面に被覆された保護膜の表面に付着し、破砕された接
着フィルムの外周部の一部がデバイスの表面に直接付着することはない。従って、デバイ
スの表面に被覆された保護膜を除去することにより、付着した接着フィルムの外周部の一
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部も除去されるのでデバイスの品質を低下させることはない。
　また、ウエーハの外周縁からはみ出している接着フィルムの外周部に保護膜を形成した
場合には、外周部が破砕しても飛散することはない。従って、破砕された接着フィルムの
外周部aの一部がデバイスの表面に付着することはない。
　更に、ウエーハの表面およびウエーハの外周縁からはみ出した接着フィルの外周部に保
護膜を形成した場合には、上記双方の作用効果が得られる。
　従って、デバイスの表面に露出された電極に破砕された接着フィルムの一部が付着する
ことがなく、ワイヤーボンディングの妨げになり、導通不良を起こしてデバイスの品質を
低下させるという問題が解消する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明によるウエーハの加工方法によって分割されるウエーハとしての半導体ウ
エーハの斜視図。
【図２】本発明によるウエーハの加工方法における分割溝形成工程を示す説明図。
【図３】本発明による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４】本発明によるウエーハの加工方法における裏面研削工程を示す説明図。
【図５】本発明によるウエーハの加工方法におけるウエーハ支持工程の第１の実施形態を
示す説明図。
【図６】本発明によるウエーハの加工方法におけるウエーハ支持工程の第２の実施形態を
示す説明図。
【図７】本発明による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８】本発明によるウエーハの加工方法における改質層形成行程を示す説明図。
【図９】本発明によるウエーハの加工方法におけるウエーハ支持工程の第３の実施形態を
示す説明図。
【図１０】本発明によるウエーハの加工方法におけるウエーハ支持工程の第４の実施形態
を示す説明図。
【図１１】本発明によるウエーハの加工方法における保護膜形成工程の第１の実施形態を
示す説明図。
【図１２】本発明によるウエーハの加工方法における保護膜形成工程の第２の実施形態を
示す説明図。
【図１３】本発明によるウエーハの加工方法における保護膜形成工程の第３の実施形態を
示す説明図。
【図１４】本発明によるウエーハの加工方法における接着フィルム破断工程を実施するた
めのテープ拡張装置の斜視図。
【図１５】本発明によるウエーハの加工方法における接着フィルム破断工程の第１の実施
形態を示す説明図。
【図１６】本発明によるウエーハの加工方法における接着フィルム破断工程の第２の実施
形態を示す説明図。
【図１７】本発明によるウエーハの加工方法における保護膜洗浄工程を示す説明図。
【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には、ウエーハとしての半導体ウエーハの斜視図が示されている。図１に示す半導
体ウエーハ２は、例えば厚さが５００μmのシリコンウエーハからなっており、表面２ａ
には複数の分割予定ライン２１が格子状に形成されている。そして、半導体ウエーハ２の
表面２aには、格子状に形成された複数の分割予定ライン２１によって区画された複数の
領域にＩＣ、ＬＳＩ等のデバイス２２が形成されている。以下、この半導体ウエーハ２を
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分割予定ライン２１に沿って個々のデバイス２２に分割するするとともに、各デバイス２
２の裏面にダイボンディング用の接着フィルムを装着するウエーハの加工方法について説
明する。
【００１６】
　先ず、半導体ウエーハ２を所謂先ダイシング法によって個々のデバイス２２に分割する
方法について説明する。
　半導体ウエーハ２を所謂先ダイシング法によって個々のデバイス２２に分割するには、
先ず半導体ウエーハ２の表面２ａに形成された分割予定ライン２１に沿って所定深さ（各
デバイスの仕上がり厚さに相当する深さ）の分割溝を形成する（分割溝形成工程）。この
分割溝形成工程は、図示の実施形態においては図２の(ａ)に示す切削装置３を用いて実施
する。図２の(ａ)に示す切削装置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に保持された被加工物を切削する切削手段３２と、該チャックテー
ブル３１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、図示しない切削送り機構によ
って図２の(ａ)において矢印Ｘで示す切削送り方向に移動せしめられるとともに、図示し
ない割り出し送り機構によって矢印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】
　上記切削手段３２は、実質上水平に配置されたスピンドルハウジング３２１と、該スピ
ンドルハウジング３２１に回転自在に支持された回転スピンドル３２２と、該回転スピン
ドル３２２の先端部に装着された切削ブレード３２３を含んでおり、回転スピンドル３２
２がスピンドルハウジング３２１内に配設された図示しないサーボモータによって矢印３
２２aで示す方向に回転せしめられるようになっている。なお、切削ブレード３２３の厚
みは、図示の実施形態においては３０μｍに設定されている。上記撮像手段３３は、スピ
ンドルハウジング３２１の先端部に装着されており、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
。
【００１８】
　上述した切削装置３を用いて分割溝形成工程を実施するには、図２の(ａ)に示すように
チャックテーブル３１上に半導体ウエーハ２の裏面２b側を載置し、図示しない吸引手段
を作動することにより半導体ウエーハ２をチャックテーブル３１上に保持する。従って、
チャックテーブル３１に保持された半導体ウエーハ２は、表面２ａが上側となる。このよ
うにして、半導体ウエーハ２を吸引保持したチャックテーブル３１は、図示しない切削送
り機構によって撮像手段３３の直下に位置付けられる。
【００１９】
　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半導体ウエーハ２の分割予定ライン２１に沿って分割溝を形
成すべき切削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３３および図
示しない制御手段は、半導体ウエーハ２の所定方向に形成されている分割予定ライン２１
と、切削ブレード３２３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、切削領域のアライメントを遂行する（アライメント工程）。また、半導体ウエー
ハ２に形成されている上記所定方向に対して直角に延びる分割予定ライン２１に対しても
、同様に切削領域のアライメントが遂行される。
【００２０】
　以上のようにしてチャックテーブル３１上に保持されている半導体ウエーハ２の切削領
域を検出するアライメントが行われたならば、半導体ウエーハ２を保持したチャックテー
ブル３１を切削領域の切削開始位置に移動する。そして、切削ブレード３２３を図２の(
ａ)において矢印３２２aで示す方向に回転しつつ下方に移動して切り込み送りを実施する
。この切り込み送り位置は、切削ブレード３２３の外周縁が半導体ウエーハ２の表面から
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デバイスの仕上がり厚さに相当する深さ位置（例えば、５０μｍ）に設定されている。こ
のようにして、切削ブレード３２３の切り込み送りを実施したならば、切削ブレード３２
３を回転しつつチャックテーブル３１を図２の(ａ)において矢印Ｘで示す方向に切削送り
することによって、図２の（ｂ）に示すように分割予定ライン２１に沿って幅が３０μｍ
でデバイスの仕上がり厚さに相当する深さ（例えば、５０μｍ）の分割溝２１０が形成さ
れる（分割溝形成工程）。
【００２１】
　上述した分割溝形成工程を実施したならば、半導体ウエーハ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３に示すように半導体ウエーハ２の表面
２aに保護部材としての保護テープ４を貼着する。なお、保護テープ４は、図示の実施形
態においては厚さが１００μｍのポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）からなるシート状基材の表面
にアクリル樹脂系の糊が厚さ５μｍ程度塗布されている。
【００２２】
　上記保護部材貼着工程を実施したならば、半導体ウエーハ２の裏面を研削水を供給しつ
つ研削して所定の厚みに形成するとともに裏面に該分割溝を表出させ、半導体ウエーハ２
を個々のデバイスに分割する裏面研削工程を実施する。この裏面研削工程は、図４の(a)
に示す研削装置５を用いて実施する。図４の(a)に示す研削装置５は、被加工物を保持す
る保持手段としてのチャックテーブル５１と、該チャックテーブル５１に保持された被加
工物を研削する研削手段５２を具備している。チャックテーブル５１は、上面に被加工物
を吸引保持するように構成されており、図示しない回転駆動機構によって図４の(a)にお
いて矢印Aで示す方向に回転せしめられる。研削手段５２は、スピンドルハウジング５３
１と、該スピンドルハウジング５３１に回転自在に支持され図示しない回転駆動機構によ
って回転せしめられる回転スピンドル５３２と、該回転スピンドル５３２の下端に装着さ
れたマウンター５３３と、該マウンター５３３の下面に取り付けられた研削ホイール５３
４とを具備している。この研削ホイール５３４は、円環状の基台５３５と、該基台５３５
の下面に環状に装着された研削砥石５３６とからなっており、基台５３５がマウンター５
３３の下面に締結ボルト５３７によって取り付けられている。なお、上述した研削装置５
を構成する回転スピンドル５３２には軸心に沿って形成された研削水供給通路が設けられ
ており、該研削水供給通路を通して研削水を研削砥石５３６による研削領域に供給するよ
うになっている。
【００２３】
　上述した研削装置５を用いて上記裏面研削工程を実施するには、図４の(a)に示すよう
にチャックテーブル５１の上面（保持面）に半導体ウエーハ２の表面に貼着されている保
護テープ４側を載置する。そして、図示しない吸引手段によってチャックテーブル５１上
に半導体ウエーハ２を保護テープ４を介して吸着保持する（ウエーハ保持工程）。従って
、チャックテーブル５１上に保持された半導体ウエーハ２は、裏面２bが上側となる。こ
のようにチャックテーブル５１上に半導体ウエーハ２を保護テープ４を介して吸引保持し
たならば、チャックテーブル５１を図４の(a)において矢印Aで示す方向に例えば３００ｒ
ｐｍで回転しつつ、研削手段５２の研削ホイール６３４を図４の(a)において矢印Bで示す
方向に例えば６０００ｒｐｍで回転せしめて、図４の(b)に示すように研削砥石５３６を
被加工面である半導体ウエーハ２の裏面２bに接触せしめ、研削ホイール５３４を矢印Cで
示すように例えば１μm／秒の研削送り速度で下方（チャックテーブル５１の保持面に対
し垂直な方向）に所定量研削送りする。そして、分割溝２１０が表出するまで研削するこ
とによって、図４の(b)に示すように半導体ウエーハ２は個々のデバイス２２に分割され
る。なお、分割された複数のデバイス２２は、その表面に保護テープ４が貼着されている
ので、バラバラにはならず半導体ウエーハ２の形態が維持されている。
【００２４】
　次に、上記裏面研削工程が実施された半導体ウエーハ２の裏面に接着フィルムを装着す
るとともに接着フィルム側にダイシングテープを貼着し該ダイシングテープの外周部を環
状のフレームによって支持するウエーハ支持工程を実施する。このウエーハ支持工程にお
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ける実施形態においては、図５の（ａ）および（ｂ）に示すように半導体ウエーハ２の裏
面２ｂに接着フィルム６を装着する（接着フィルム装着工程）。なお、接着フィルム６は
、半導体ウエーハ２の裏面全面に確実に装着するために、半導体ウエーハ２より僅かに大
きく形成されている。このようにして半導体ウエーハ２の裏面２ｂに接着フィルム６を装
着したならば、図５の（ｃ）に示すように接着フィルム６が装着された半導体ウエーハ２
の接着フィルム６側を環状のフレームFに装着された伸張可能なダイシングテープTに貼着
する。そして、半導体ウエーハ２の表面２ａに貼着されている保護テープ４を剥離する（
保護部材剥離工程）。なお、図５の（ａ）乃至（c）に示す実施形態においては、環状の
フレームFに装着されたダイシングテープTに接着フィルム６が装着された半導体ウエーハ
２の接着フィルム６側を貼着する例を示したが、接着フィルム６が装着された半導体ウエ
ーハ２の接着フィルム６側にダイシングテープTを貼着するとともにダイシングテープTの
外周部を環状のフレームFに同時に装着してもよい。
【００２５】
　上述したウエーハ支持工程の他の実施形態について、図６を参照して説明する。
　図６に示す実施形態は、ダイシングテープTの表面に予め接着フィルム６が貼着された
接着フィルム付きのダイシングテープを使用する。即ち、図６の（ａ）、（ｂ）に示すよ
うに環状のフレームF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Tの
表面に貼着された接着フィルム６に、半導体ウエーハ２の裏面２ｂを装着する。このよう
に接着フィルム付きのダイシングテープを使用する場合には、ダイシングテープTの表面
に貼着された接着フィルム６に半導体ウエーハ２の裏面２ｂを装着することにより、接着
フィルム６が装着された半導体ウエーハ２が環状のフレームFに装着されたダイシングテ
ープTによって支持される。なお、ダイシングテープTの表面に予め貼着されている接着フ
ィルム６も、半導体ウエーハ２の裏面全面に確実に装着するために、半導体ウエーハ２よ
りわずかに大きく形成されている。そして、図６の（ｂ）に示すように半導体ウエーハ２
の表面２ａに貼着されている保護テープ４を剥離する（保護部材剥離工程）。なお、図６
の（ａ）、（ｂ）に示す実施形態においては、環状のフレームFに外周部が装着されたダ
イシングテープTの表面に貼着された接着フィルム６に半導体ウエーハ２の裏面２ｂを装
着する例を示したが、半導体ウエーハ２の裏面２ｂにダイシングテープTに貼着された接
着フィルム６を装着するとともにダイシングテープTの外周部を環状のフレームFに同時に
装着してもよい。
【００２６】
　次に、半導体ウエーハ２に分割予定ライン２１に沿って破断起点を形成する実施形態に
ついて説明する。この破断起点を形成する実施形態は、半導体ウエーハ２に対して透過性
を有する波長のレーザー光線を半導体ウエーハ２の裏面から内部に集光点を位置付けて分
割予定ライン２１に沿って照射し、半導体ウエーハ１０の内部に分割予定ライン２１に沿
って破断起点となる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７に示すレーザー加工装置７を用いて実施する。図７に示すレーザー加工装置７は、
被加工物を保持するチャックテーブル７１と、該チャックテーブル７１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７２と、チャックテーブル７１上
に保持された被加工物を撮像する撮像手段７３を具備している。チャックテーブル７１は
、被加工物を吸引保持するように構成されており、図示しない移動機構によって図７にお
いて矢印Ｘで示す加工送り方向および矢印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。
【００２７】
　上記レーザー光線照射手段７２は、実質上水平に配置された円筒形状のケーシング７２
１の先端に装着された集光器７２２からパルスレーザー光線を照射する。また、上記レー
ザー光線照射手段７２を構成するケーシング７２１の先端部に装着された撮像手段７３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（ＣＣＤ）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



(9) JP 2016-1677 A 2016.1.7

10

20

30

40

50

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。
【００２８】
　上述したレーザー加工装置７を用いて実施する改質層形成工程について、図７および図
８を参照して説明する。
　この改質層形成工程は、先ず上述した図７に示すレーザー加工装置７のチャックテーブ
ル７１上に半導体ウエーハ２の表面２a側を載置する。そして、図示しない吸引手段によ
ってチャックテーブル７１上に半導体ウエーハ２を介して吸着保持する（ウエーハ保持工
程）。従って、チャックテーブル７１上に保持された半導体ウエーハ２は、裏面２bが上
側となる。このようにして、半導体ウエーハ２を吸引保持したチャックテーブル７１は、
図示しない加工送り手段によって撮像手段７３の直下に位置付けられる。
【００２９】
　チャックテーブル７１が撮像手段７３の直下に位置付けられると、撮像手段７３および
図示しない制御手段によって半導体ウエーハ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７３および図示しない制御手段は、半導体
ウエーハ２の所定方向に形成されている分割予定ライン２１と、分割予定ライン２１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７２の集光器７２２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。また、半導体ウエーハ２に形成されている上記所定方向に対して直交す
る方向に延びる分割予定ライン２１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。このとき、半導体ウエーハ２の分割予定ライン２１が形成されている
表面２ａは下側に位置しているが、撮像手段７３が上述したように赤外線照明手段と赤外
線を捕らえる光学系および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
）等で構成された撮像手段を備えているので、裏面２ｂから透かして分割予定ライン２１
を撮像することができる。
【００３０】
　以上のようにしてチャックテーブル７１上に保持されている半導体ウエーハ２に形成さ
れている分割予定ライン２１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８の（ａ）で示すようにチャックテーブル７１をレーザー光線を照射するレー
ザー光線照射手段７２の集光器７２２が位置するレーザー光線照射領域に移動し、所定の
分割予定ライン２１の一端（図８の（ａ）において左端）をレーザー光線照射手段７２の
集光器７２２の直下に位置付ける。次に、集光器７２２から照射されるパルスレーザー光
線の集光点Ｐを半導体ウエーハ２の厚み方向中間部に位置付ける。そして、集光器７２２
からシリコンウエーハ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７１を図８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。そして、図８の（ｂ）で示すようにレーザー光線照射手段７２の集光器７２２
の照射位置が分割予定ライン２１の他端の位置に達したら、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７１の移動を停止する。この結果、半導体ウエーハ２
の内部には、分割予定ライン２１に沿って改質層２３が形成される。
【００３１】
　なお、上記改質層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　　　　　　　　　　：１０６４ｎｍのパルスレーザー
　繰り返し周波数　　　　　：１００ｋＨｚ
　平均出力　　　　　　　　：０．３Ｗ
　集光スポット径　　　　　：φ１μｍ
　加工送り速度　　　　　　：１００ｍｍ／秒
【００３２】
　上述したように所定の分割予定ライン２１に沿って上記改質層形成工程を実施したら、
チャックテーブル７１を矢印Ｙで示す方向に半導体ウエーハ２に形成された分割予定ライ
ン２１の間隔だけ割り出し送りし（割り出し送り工程）、上記改質層形成工程を遂行する
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。このようにして所定方向に形成された全ての分割予定ライン２１に沿って上記改質層形
成工程を実施したならば、チャックテーブル５１を９０度回動せしめて、上記所定方向に
形成された分割予定ライン２１に対して直交する方向に延びる分割予定ライン２１に沿っ
て上記改質層形成工程を実行する。
【００３３】
　次に、上記改質層形成工程が実施された半導体ウエーハ２の裏面に接着フィルムを装着
するとともに接着フィルム側にダイシングテープを貼着し該ダイシングテープの外周部を
環状のフレームによって支持するウエーハ支持工程を実施する。このウエーハ支持工程に
おける実施形態においては、図９の（ａ）および（ｂ）に示すように半導体ウエーハ２の
裏面２ｂに接着フィルム６を装着する（接着フィルム装着工程）。なお、接着フィルム６
は、半導体ウエーハ２の裏面全面に確実に装着するために、半導体ウエーハ２よりわずか
に大きく形成されている。このようにして半導体ウエーハ２の裏面２ｂに接着フィルム７
を装着したならば、図９の（ｃ）に示すように接着フィルム６が装着された半導体ウエー
ハ２の接着フィルム６側を環状のフレームFに装着された伸張可能なダイシングテープTに
貼着する。なお、なお、図９の（ａ）乃至（c）に示す実施形態においては、環状のフレ
ームFに装着されたダイシングテープTに接着フィルム６が装着された半導体ウエーハ２の
接着フィルム６側を貼着する例を示したが、接着フィルム６が装着された半導体ウエーハ
２の接着フィルム６側にダイシングテープTを貼着するとともにダイシングテープTの外周
部を環状のフレームFに同時に装着してもよい。
【００３４】
　上述したウエーハ支持工程の他の実施形態について、図１０を参照して説明する。
　図１０に示す実施形態は、ダイシングテープTの表面に予め接着フィルム６が貼着され
た接着フィルム付きのダイシングテープを使用する。即ち、図１０の（ａ）、（ｂ）に示
すように環状のフレームF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Tの表面に貼着された接着フィルム６に、半導体ウエーハ２の裏面２ｂを装着する。こ
のように接着フィルム付きのダイシングテープを使用する場合には、ダイシングテープT
の表面に貼着された接着フィルム６に半導体ウエーハ２の裏面２ｂを装着することにより
、接着フィルム６が装着された半導体ウエーハ２が環状のフレームFに装着されたダイシ
ングテープTによって支持される。なお、ダイシングテープTの表面に予め貼着されている
接着フィルム６も、半導体ウエーハ２の裏面全面に確実に装着するために、半導体ウエー
ハ２よりわずかに大きく形成されている。上述した図１０の（ａ）、（ｂ）に示す実施形
態においては、環状のフレームFに外周部が装着されたダイシングテープTの表面に貼着さ
れた接着フィルム６に半導体ウエーハ２の裏面２ｂを装着する例を示したが、半導体ウエ
ーハ２の裏面２ｂにダイシングテープTに貼着された接着フィルム６を装着するとともに
ダイシングテープTの外周部を環状のフレームFに同時に装着してもよい。
【００３５】
　次に、半導体ウエーハ２の表面２a、または半導体ウエーハ２の外周縁からはみ出した
接着フィル６の外周部、若しくは半導体ウエーハ２の表面２aおよび半導体ウエーハ２の
外周縁からはみ出した接着フィル６の外周部に水溶性樹脂を被覆して保護膜を形成する保
護膜形成工程を実施する。この保護膜形成工程の実施形態について、図１１乃至図１３を
参照して説明する。
　図１１に示す第１の実施形態は、上述したウエーハ支持工程が実施された半導体ウエー
ハ２の表面２aに水溶性樹脂を塗布して保護膜８を形成する。この保護膜８を形成する水
溶性樹脂としては、ポリビニールアルコール(PVA)、水溶性フェノール樹脂、アクリル系
水溶性樹脂等を用いることができる。なお、第１の実施形態における保護膜形成工程は、
上記分割溝形成工程と保護部材貼着工程との間に実施してもよい。また、第１の実施形態
における保護膜形成工程は、上記改質層形成工程とウエーハ支持工程との間に実施しても
よい。
【００３６】
　図１２に示す第２の実施形態は、上述したウエーハ支持工程が実施された半導体ウエー
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ハ２の外周縁からはみ出した接着フィル６の外周部６１に水溶性樹脂を塗布して保護膜８
を形成する。
【００３７】
　図１３に示す第３の実施形態は、上述したウエーハ支持工程が実施された半導体ウエー
ハ２の表面２aおよび半導体ウエーハ２の外周縁からはみ出した接着フィル６の外周部６
１に水溶性樹脂を塗布して保護膜８を形成する。
【００３８】
　以上のようにして保護膜形成工程を実施したならば、ダイシングテープTを拡張するこ
とにより接着フィルム６を個々のデバイス２２に沿って破断する接着フィルム破断工程を
実施する。この接着フィルム破断工程は、図１４に示すテープ拡張装置９を用いて実施す
る。図１４に示すテープ拡張装置９は、上記環状のフレームFを保持するフレーム保持手
段９１と、該フレーム保持手段９１に保持された環状のフレームFに装着されたダイシン
グテープTを拡張するテープ拡張手段９２を具備している。フレーム保持手段９１は、環
状のフレーム保持部材９１１と、該フレーム保持部材９１１の外周に配設された固定手段
としての複数のクランプ９１２とからなっている。フレーム保持部材９１１の上面は環状
のフレームFを載置する載置面９１１ａを形成しており、この載置面９１１ａ上に環状の
フレームFが載置される。そして、載置面９１１ａ上に載置された環状のフレームFは、ク
ランプ９１２によってフレーム保持部材９１１に固定される。このように構成されたフレ
ーム保持手段９１は、テープ拡張手段９２によって上下方向に進退可能に支持されている
。
【００３９】
　テープ拡張手段９２は、上記環状のフレーム保持部材９１１の内側に配設される拡張ド
ラム９２１を具備している。この拡張ドラム９２１は、環状のフレームFの内径より小さ
く該環状のフレームFに装着されたダイシングテープTに貼着される半導体ウエーハ２の外
径より大きい内径および外径を有している。また、拡張ドラム９２１は、下端に支持フラ
ンジ９２２を備えている。図示の実施形態におけるテープ拡張手段９２は、上記環状のフ
レーム保持部材９１１を上下方向に進退可能な支持手段９２３を具備している。この支持
手段９２３は、上記支持フランジ９２２上に配設された複数のエアシリンダ９２３aから
なっており、そのピストンロッド９２３bが上記環状のフレーム保持部材９１１の下面に
連結される。このように複数のエアシリンダ９２３aからなる支持手段９２３は、図１５
の（ａ）に示すように環状のフレーム保持部材９１１を載置面９１１ａが拡張ドラム９２
１の上端と略同一高さとなる基準位置と、図１５の（ｂ）に示すように拡張ドラム９２１
の上端より所定量下方の拡張位置の間を上下方向に移動せしめる。
【００４０】
　以上のように構成されたテープ拡張装置９を用いて実施する接着フィルム破断工程の第
１の実施形態について図１５を参照して説明する。
　図１５に示す第１の実施形態は、上記図１１に示すように半導体ウエーハ２の表面２a
に水溶性樹脂を塗布して保護膜８を形成したものに対して実施する。即ち、半導体ウエー
ハ２が貼着されているダイシングテープTが装着された環状のフレームFを、図１５の（ａ
）に示すようにフレーム保持手段９１を構成するフレーム保持部材９１１の載置面９１１
ａ上に載置し、クランプ９１２によってフレーム保持部材９１１に固定する（フレーム保
持工程）。このとき、フレーム保持部材９１１は図１５の（ａ）に示す基準位置に位置付
けられている。
【００４１】
　次に、テープ拡張手段９２を構成する支持手段９２３としての複数のエアシリンダ９２
３ａを作動して、環状のフレーム保持部材９１１を図１５の（ｂ）に示す拡張位置に下降
せしめる。従って、フレーム保持部材９１１の載置面９１１ａ上に固定されている環状の
フレームFも下降するため、図１５の（ｂ）に示すように環状のフレームFに装着されたダ
イシングテープTは拡張ドラム９２１の上端縁に接して拡張せしめられる（テープ拡張工
程）。このため、ダイシングテープTに接着フィルム６を介して貼着されている半導体ウ
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エーハ２（分割予定ライン２１に沿って分割されている）は、デバイス２２間に隙間(s)
が形成される。この結果、半導体ウエーハ２の裏面に装着された接着フィルム６は、各デ
バイス２２に沿って破断され分離される。なお、ダイシングテープTに接着フィルム６を
介して貼着されている半導体ウエーハ２が上記改質層形成工程が実施された半導体ウエー
ハである場合には、ダイシングテープTの拡張により半導体ウエーハ２に接着フィルム６
を介して張力が作用するため、半導体ウエーハ２は分割予定ライン２１に沿って形成され
た改質層２３(図８乃至図９参照)が破断起点となって個々のデバイス２２に分割されると
ともに、半導体ウエーハ２の裏面に装着された接着フィルム６が各デバイス２２に沿って
破断され分離される。このようにして接着フィルム６が各デバイス２２に沿って破断され
る際に、図１５の(b)に示すように半導体ウエーハ２の外周縁からはみ出している接着フ
ィルム６の外周部６１の一部６１aが破砕して飛散し、デバイス２２の表面側に落下する
が、デバイス２２の表面には保護膜８が被覆されているので、破砕された接着フィルム６
の外周部６１の一部６１aはデバイス２２の表面に被覆された保護膜８の表面に付着し、
破砕された接着フィルム６の外周部６１の一部６１aがデバイス２２の表面に直接付着す
ることはない。従って、デバイス２２の表面に被覆された保護膜８を除去することにより
、付着した接着フィルム６の外周部６１の一部６１aも除去されるのでデバイス２２の品
質を低下させることはない。
【００４２】
　次に、上記テープ拡張装置９を用いて実施する接着フィルム破断工程の第２の実施形態
について図１６を参照して説明する。
　図１６に示す第２の実施形態は、図１２に示すように半導体ウエーハ２の外周縁からは
み出した接着フィル６の外周部６１に水溶性樹脂を塗布して保護膜８を形成したものに対
して実施する。即ち、半導体ウエーハ２が貼着されているダイシングテープTが装着され
た環状のフレームFを、図１６の（ａ）に示すようにフレーム保持手段９１を構成するフ
レーム保持部材９１１の載置面９１１ａ上に載置し、クランプ９１２によってフレーム保
持部材９１１に固定する（フレーム保持工程）。次に、テープ拡張手段９２を構成する支
持手段９２３としての複数のエアシリンダ９２３ａを作動して、環状のフレーム保持部材
９１１を図１６の（ｂ）に示す拡張位置に下降せしめる。従って、フレーム保持部材９１
１の載置面９１１ａ上に固定されている環状のフレームFも下降するため、図１６の（ｂ
）に示すように環状のフレームFに装着されたダイシングテープTは拡張ドラム９２１の上
端縁に接して拡張せしめられる（テープ拡張工程）。このため、ダイシングテープTに接
着フィルム６を介して貼着されている半導体ウエーハ２（分割予定ライン２１に沿って分
割されている）は、デバイス２２間に隙間(s)が形成される。この結果、半導体ウエーハ
２の裏面に装着された接着フィルム６は、各デバイス２２に沿って破断され分離される。
なお、ダイシングテープTに接着フィルム６を介して貼着されている半導体ウエーハ２が
上記改質層形成工程が実施された半導体ウエーハである場合には、ダイシングテープTの
拡張により半導体ウエーハ２に接着フィルム６を介して張力が作用するため、半導体ウエ
ーハ２は分割予定ライン２１に沿って形成された改質層２３(図８乃至図９参照)が破断起
点となって個々のデバイス２２に分割されるとともに、半導体ウエーハ２の裏面に装着さ
れた接着フィルム６が各デバイス２２に沿って破断され分離される。このようにして接着
フィルム６が各デバイス２２に沿って破断されるが、半導体ウエーハ２の外周縁からはみ
出している接着フィルム６の外周部６１には保護膜８が被覆されているので、外周部６１
が破砕しても飛散することはない。従って、破砕された接着フィルム６の外周部６１の一
部がデバイス２２の表面に付着することはない。
【００４３】
　なお、図１３に示すように上述したウエーハ支持工程が実施された半導体ウエーハ２の
表面２aおよび半導体ウエーハ２の外周縁からはみ出した接着フィル６の外周部６１に水
溶性樹脂を塗布して保護膜８を形成したものに対して上記接着フィルム破断工程を実施し
た場合には、図１６に示す接着フィルム破断工程の第２の実施形態と同様の作用効果が得
られるとともに、飛散した何らかの物質が存在しても図１５に示す接着フィルム破断工程
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２の表面に直接付着することはない。従って、デバイス２２の表面に被覆された保護膜８
を除去することにより、付着した物質も除去されるのでデバイス２２の品質を低下させる
ことはない。
【００４４】
　上述した接着フィルム破断工程を実施したならば、個々のデバイス２２の表面に洗浄液
を供給して保護膜８を除去する保護膜除去工程を実施する。この保護膜除去工程は、上記
接着フィルム破断工程を実施した図１５の（ｂ）（または図１６の（ｂ））に示す状態か
ら図１７の（ａ）に示すようにテープ拡張装置９を洗浄水供給ノズル１０の直下に位置付
け、洗浄水供給ノズル１０から洗浄液としての洗浄水を環状のフレームFに装着されたダ
イシングテープTに貼着されている個々のデバイス２２の表面に被覆された保護膜８の表
面に供給する。この結果、図１７の（ｂ）に示すように保護膜８は水溶性樹脂からなって
いるので洗浄水によって容易に除去されるとともに保護膜８の表面に付着した接着フィル
ム６の一部も除去される。従って、デバイス２２の表面に接着フィルム６の外周部６１の
一部が付着することがないので、デバイス２２の品質を低下させることはない。
【００４５】
　以上のようにして保護膜除去工程を実施したならば、裏面に接着フィルム６が装着され
たデバイス２２をダイシングテープTから剥離してピックアップするピックアップ工程に
搬送される。
【符号の説明】
【００４６】
２：半導体ウエーハ
２１：分割予定ライン
２２：デバイス
２３：改質層
２１０：分割溝
３：切削装置
３１：切削装置のチャックテーブル
３２：切削手段
３２３：切削ブレード
４：保護テープ
５：研削装置
５１：研削装置のチャックテーブル
５２：研削手段
５３４：研削ホイール
６：接着フィルム
７：レーザー加工装置
７１：レーザー加工装置のチャックテーブル
７２：レーザー光線照射手段
７２２：集光器
８：保護膜
９：テープ拡張装置
９１：フレーム保持手段
９２：テープ拡張手段
１０：洗浄水供給ノズル
Ｆ：環状のフレーム
Ｔ：ダイシングテープ
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