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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極が設けられたマザーボードの表面に、積層デバイスの表面を接合し、マザー
ボードに設けられた複数の電極と積層デバイスの表面に設けられた複数の電極とを接合し
て構成する半導体装置の製造方法であって、
　表面に複数の積層デバイスが形成された積層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、
　保護部材が貼着された積層ウエーハの保護部材側を研削装置のチャックテーブル上に保
持し、積層ウエーハの裏面を研削して積層ウエーハを所定の厚みに研削する積層ウエーハ
研削工程と、
　積層ウエーハ研削工程が実施された積層ウエーハの裏面に補強ウエーハの表面をボンド
剤を介して接合する補強ウエーハ装着工程と、
　補強ウエーハが接合された積層ウエーハを補強ウエーハとともに分割することにより裏
面に補強ウエーハが接合された個々の積層デバイスを形成する積層ウエーハ分割工程と、
　裏面に補強ウエーハが接合された積層デバイスの表面に設けられた複数の電極をマザー
ボードに設けられた複数の電極に接合する積層デバイス接合工程と、
　積層デバイスが接合されたマザーボード側を研削装置のチャックテーブル上に保持し、
積層デバイスの裏面に接合されている補強ウエーハを研削し、積層デバイスの裏面から補
強ウエーハを除去する補強ウエーハ除去工程と、を含む、
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
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【請求項２】
　複数の電極が設けられたマザーボードの表面に、積層デバイスの表面を接合し、マザー
ボードに設けられた複数の電極と積層デバイスの表面に設けられた複数の電極とを接合し
て構成する半導体装置の製造方法であって、
　マザーボードに設けられた複数の電極と対応する複数の電極が設けられている複数の積
層デバイスが形成された積層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、
　保護部材が貼着された積層ウエーハの保護部材側を研削装置のチャックテーブル上に保
持し、積層ウエーハの裏面を研削して積層ウエーハを所定の厚みに研削する積層ウエーハ
研削工程と、
　積層ウエーハ研削工程が実施された積層ウエーハの裏面に補強ウエーハの表面をボンド
剤を介して接合する補強ウエーハ装着工程と、
　補強ウエーハが接合された積層ウエーハの表面をマザーボードの表面に対面させて積層
し、積層デバイスの表面に設けられた電極をマザーボードに設けられた電極に接合する積
層デバイス接合工程と、
　積層デバイスが積層されたマザーボード側を研削装置のチャックテーブル上に保持し、
積層デバイスの裏面に接合されている補強ウエーハを研削し、積層デバイスの裏面から補
強ウエーハを除去する補強ウエーハ除去工程と、を含む、
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　該補強ウエーハ装着工程を実施した後で該積層デバイス接合工程を実施する前に、補強
ウエーハが接合された積層ウエーハを個々の積層デバイスに分割する積層ウエーハ分割工
程を実施する、請求項２記載の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、電気機器の実装基板（マザーボード）の表面に設けられた複数の電極と積層
デバイスの表面に設けられた複数の電極とを接合して構成する半導体装置の製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　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
に配列されたストリートと呼ばれる分割予定ラインによって複数の領域が区画され、この
区画された領域にＩＣ、ＬＳＩ等の半導体デバイスを形成する。そして、半導体ウエーハ
をストリートに沿って切断することにより半導体デバイスが形成された領域を分割して個
々の半導体デバイスを製造している。
【０００３】
　装置の小型化、高機能化を図るため、複数の半導体デバイスが形成された実装基板（マ
ザーボード）の表面に積層デバイスを積層し、積層デバイスの表面に設けられた電極をマ
ザーボードの表面に設けられた電極に接続するモジュール構造が実用化されている。（例
えば、特許文献１参照。）
【０００４】
　上述した実装技術は、マザーボードの表面に設けられた電極と積層デバイスに設けられ
た電極とをワイヤで配線する必要がなく、ワイヤボンディング工程が省略でき生産性が向
上する。
【０００５】
　上述した半導体装置においては、装置の小型化、高機能化を図るため、マザーボードの
表面に積層する積層デバイスが形成された積層ウエーハは裏面を研削して数十μmの厚み
に形成する。しかるに、積層ウエーハを数十μmの厚みに研削すると、紙のように剛性が
なくなり湾曲するので、マザーボードの所定位置に積層デバイスを対応させて積層するこ
とが困難となり、電極同士の導通不良の原因となる。
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【０００６】
　このように、研削によるウエーハの湾曲を防止するために、ウエーハの表面にワックス
等を介してハードプレートからなるサブストレートを接合してウエーハの裏面を研削する
方法が提案されている。（例えば、特許文献２参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－２４９６２０号公報
【特許文献２】特開２００４－２０７６０６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、半導体装置を構成する複数の積層デバイスが設けられた積層ウエーハにおいて
は、表面にワックス等を介してサブストレートを接合して積層ウエーハの裏面を研削した
後、積層デバイスに埋設され裏面に露出する複数の電極にバンプを装着したり、積層デバ
イスに電極埋設用のビアホールをレーザー加工によって穿孔し、このビアホールに電極を
埋設する。このバンプの装着やビアホールのレーザー加工による穿孔においては積層ウエ
ーハが加熱されるため、積層ウエーハの表面にサブストレートを接合するボンド剤は２５
０℃前後の温度に耐えられる材料を用いる必要がある。このため、積層ウエーハの表面に
ボンド剤を介してサブストレートを接合してウエーハの裏面を研削した後、サブストレー
トを積層ウエーハから除去する際に、サブストレートを２５０℃以上の温度に加熱し、積
層ウエーハに負荷がかからないようにサブストレートをウエーハの表面に沿ってスライド
させながら離脱するとともに、常温まで冷却しなければならず、生産性が悪いという問題
がある。
【０００９】
　本発明は上記事実に鑑みてなされたものであり、その主たる技術的課題は、マザーボー
ドに設けられた複数の電極と積層デバイスの表面に設けられた複数の電極とを確実に接合
することができる生産性のよい半導体装置の製造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、複数の電極が設けられたマザー
ボードの表面に、積層デバイスの表面を接合し、マザーボードに設けられた複数の電極と
積層デバイスの表面に設けられた複数の電極とを接合して構成する半導体装置の製造方法
であって、
　表面に複数の積層デバイスが形成された積層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、
　保護部材が貼着された積層ウエーハの保護部材側を研削装置のチャックテーブル上に保
持し、積層ウエーハの裏面を研削して積層ウエーハを所定の厚みに研削する積層ウエーハ
研削工程と、
　積層ウエーハ研削工程が実施された積層ウエーハの裏面に補強ウエーハの表面をボンド
剤を介して接合する補強ウエーハ装着工程と、
　補強ウエーハが接合された積層ウエーハを補強ウエーハとともに分割することにより裏
面に補強ウエーハが接合された個々の積層デバイスを形成する積層ウエーハ分割工程と、
　裏面に補強ウエーハが接合された積層デバイスの表面に設けられた複数の電極をマザー
ボードに設けられた複数の電極に接合する積層デバイス接合工程と、
　積層デバイスが接合されたマザーボード側を研削装置のチャックテーブル上に保持し、
積層デバイスの裏面に接合されている補強ウエーハを研削し、積層デバイスの裏面から補
強ウエーハを除去する補強ウエーハ除去工程と、を含む、
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【００１１】
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　また、本発明によれば、複数の電極が設けられたマザーボードの表面に、積層デバイス
の表面を接合し、マザーボードに設けられた複数の電極と積層デバイスの表面に設けられ
た複数の電極とを接合して構成する半導体装置の製造方法であって、
　マザーボードに設けられた複数の電極と対応する複数の電極が設けられている複数の積
層デバイスが形成された積層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、
　保護部材が貼着された積層ウエーハの保護部材側を研削装置のチャックテーブル上に保
持し、積層ウエーハの裏面を研削して積層ウエーハを所定の厚みに研削する積層ウエーハ
研削工程と、
　積層ウエーハ研削工程が実施された積層ウエーハの裏面に補強ウエーハの表面をボンド
剤を介して接合する補強ウエーハ装着工程と、
　補強ウエーハが接合された積層ウエーハの表面をマザーボードの表面に対面させて積層
し、積層デバイスの表面に設けられた電極をマザーボードに設けられた電極に接合する積
層デバイス接合工程と、
　積層デバイスが積層されたマザーボード側を研削装置のチャックテーブル上に保持し、
積層デバイスの裏面に接合されている補強ウエーハを研削し、積層デバイスの裏面から補
強ウエーハを除去する補強ウエーハ除去工程と、を含む、
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【００１２】
　上記補強ウエーハ装着工程を実施した後で上記積層デバイス接合工程を実施する前に、
補強ウエーハが接合された積層ウエーハを個々の積層デバイスに分割する積層ウエーハ分
割工程を実施する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明による半導体装置の製造方法においては、積層ウエーハの裏面を研削して積層ウ
エーハを所定の厚みに加工した後、積層ウエーハの裏面に補強ウエーハの表面をボンド剤
を介して接合し、補強ウエーハが接合された積層ウエーハを補強ウエーハとともに個々の
積層デバイスに分割した後に、裏面に補強ウエーハが接合された積層デバイスの表面に設
けられた複数の電極をマザーボードに設けられた複数の電極に接合するので、薄くなった
積層デバイスでも取り扱いが良好で、積層デバイスの表面に設けられた電極をマザーボー
ドの表面に設けられた電極に確実に接合することができる。
　そして、積層デバイスの裏面から補強ウエーハを除去する補強ウエーハ除去工程におい
ては、積層デバイスの裏面に接合されている補強ウエーハを研削して除去するので、積層
デバイスに負荷がかかることがない。従って、積層デバイスの裏面から補強ウエーハを離
脱するために補強ウエーハを２５０℃以上の温度に加熱し、積層デバイスに負荷がかから
ないように補強ウエーハを積層デバイスの裏面に沿ってスライドさせながら離脱するとと
もに、常温まで冷却する作業が不要となり生産性が向上する。
　また、本発明による半導体装置の製造方法においては、積層ウエーハの裏面を研削して
積層ウエーハを所定の厚みに加工した後、積層ウエーハの裏面に補強ウエーハの表面をボ
ンド剤を介して接合し、補強ウエーハが接合された積層ウエーハの表面をマザーウエーハ
の表面に対面させて積層し、積層デバイスの表面に設けられた電極をマザーボードの表面
に設けられた電極に接合するので、薄くなった積層ウエーハでも湾曲することなく、積層
デバイスの表面に設けられた電極をマザーボードの表面に設けられた電極に確実に接合す
ることができる。
　そして、積層デバイスの裏面から補強ウエーハを除去する補強ウエーハ除去工程におい
ては、積層デバイスの裏面に接合されている補強ウエーハを研削して除去するので、積層
デバイスに負荷がかかることがない。従って、積層デバイスの裏面から補強ウエーハを離
脱するために補強ウエーハを２５０℃以上の温度に加熱し、積層デバイスに負荷がかから
ないように補強ウエーハを積層デバイスの裏面に沿ってスライドさせながら離脱するとと
もに、常温まで冷却する作業が不要となり生産性が向上する。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】本発明による半導体装置の製造方法に用いるマザーボードの斜視図。
【図２】本発明による半導体装置の製造方法に用いる積層ウエーハの斜視図。
【図３】本発明による半導体装置の製造方法の第１の実施形態における保護部材貼着工程
を示す説明図。
【図４】本発明による半導体装置の製造方法の第１の実施形態における積層ウエーハ研削
工程を示す説明図。
【図５】本発明による半導体装置の製造方法の第１の実施形態における補強ウエーハ装着
工程を示す説明図。
【図６】本発明による半導体装置の製造方法の第１の実施形態におけるウエーハ支持工程
を示す説明図。
【図７】本発明による半導体装置の製造方法の第１の実施形態における積層ウエーハ分割
工程を実施するための切削装置の斜視図。
【図８】本発明による半導体装置の製造方法の第１の実施形態における積層ウエーハ分割
工程を示す説明図。
【図９】図８に示す積層ウエーハ分割工程によって積層ウエーハが個々に分割された積層
デバイスの斜視図。
【図１０】本発明による半導体装置の製造方法の第１の実施形態における積層デバイス接
合工程を示す説明図。
【図１１】本発明による半導体装置の製造方法の第１の実施形態における補強ウエーハ除
去工程を示す説明図。
【図１２】本発明による半導体装置の製造方法によって製造された半導体装置の斜視図。
【図１３】本発明による半導体装置の製造方法の第２の実施形態における積層ウエーハ分
割工程を実施するための切削装置の斜視図。
【図１４】本発明による半導体装置の製造方法の第２の実施形態における積層ウエーハ分
割工程を示す説明図。
【図１５】図１４に示す積層ウエーハ分割工程が実施された積層ウエーハの斜視図。
【図１６】本発明による半導体装置の製造方法の第２の実施形態における積層デバイス接
合工程を示す説明図。
【図１７】本発明による半導体装置の製造方法の第２の実施形態における補強ウエーハ除
去工程を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明による半導体装置の製造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。
【００１６】
　図１には、本発明による半導体装置の製造方法に用いる実装基板としてのマザーボード
の斜視図が示されている。図１に示すマザーボード２は、マザーボードの一つの形態であ
る複数の半導体デバイスが形成されたマザーウエーハによって構成されている。このマザ
ーボード２は、図示の実施形態においては厚みが例えば４００μmの円板状のシリコンウ
エーハからなり、表面２aに格子状に形成されたストリート２１によって複数の領域が区
画され、この区画された領域にＩＣ、ＬＳＩ等の半導体デバイス２２がそれぞれ形成され
ている。このように形成された半導体デバイス２２の表面には、複数の電極（バンプ）２
２１が突出して設けられている。
【００１７】
　また、図２には、本発明による半導体装置の製造方法に用いる積層ウエーハの斜視図が
示されている。図２に示す積層ウエーハ３も図示の実施形態においては厚みが例えば４０
０μmの円板状のシリコンウエーハからなっており、表面３aには格子状に形成されたスト
リート３１によって複数の領域が区画され、この区画された領域にＩＣ、ＬＳＩ等の積層
デバイス３２がそれぞれ形成されている。このように形成された積層デバイス３２には、



(6) JP 5508111 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

表面から裏面に至る複数の電極３２１が埋設して配設されており、表面側が突出して形成
されている。なお、図示の実施形態における積層ウエーハ３は、積層デバイス３２の大き
さが上記マザーボード２に形成された半導体デバイス２２と同一であるとともに、積層デ
バイス３２に設けられた複数の電極３２１が上記マザーボード２に形成された半導体デバ
イス２２に設けられた複数の電極２２１と対応するように構成されている。
【００１８】
　以下、上述したマザーボードの２表面に、積層デバイス３２の表面を接合し、マザーボ
ード２に設けられた複数の電極２２１と積層デバイス３２の表面に設けられた複数の電極
３２１とを接合して構成する半導体装置の製造方法の第１の実施形態について説明する。
　先ず、複数の積層デバイス３２が形成された積層ウエーハ３の表面に積層デバイス３２
を保護するための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の(a)お
よび(b)に示すように積層ウエーハ３の表面３aに保護部材としての塩化ビニール等からな
る保護テープ４を貼着する。
【００１９】
　上述した保護部材貼着工程を実施したならば、保護テープ４が貼着された積層ウエーハ
３の保護テープ４側を研削装置のチャックテーブル上に保持し、積層ウエーハ３の裏面を
研削して積層ウエーハを所定の厚みに研削する積層ウエーハ研削工程を実施する。この積
層ウエーハ研削工程は、図示の実施形態においては図４に示す研削装置５を用いて実施す
る。図４に示す研削装置５は、被加工物を保持するチャックテーブル５１と、該チャック
テーブル５１に保持された被加工物の被加工面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し図４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５２１と、該スピンドルハウ
ジング５２１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５２２と、該回転スピンドル５２２の下端に装着されたマウンター５２３と
、該マウンター５２３の下面に取り付けられた研削ホイール５２４とを具備している。こ
の研削ホイール５２４は、円板状の基台５２５と、該基台５２５の下面に環状に装着され
た研削砥石５２６とからなっており、基台５２５がマウンター５２３の下面に締結ボルト
５２７によって取り付けられている。
【００２０】
　上述した研削装置５を用いて積層ウエーハ研削工程を実施するには、チャックテーブル
５１の上面（保持面）に上述した保護部材貼着工程が実施された積層ウエーハ３の表面３
aに貼着された保護テープ４側を載置し、図示しない吸引手段を作動することにより、チ
ャックテーブル５１に保護テープ４を介して積層ウエーハ３を吸引保持する。従って、チ
ャックテーブル５１上に保護テープ４を介して吸引保持された積層ウエーハ３は裏面３ｂ
が上側となる。このようにチャックテーブル５１上に積層ウエーハ３を吸引保持したなら
ば、チャックテーブル５１を矢印Aで示す方向に例えば３００ｒｐｍで回転しつつ、研削
手段５２の研削ホイール５２４を矢印Bで示す方向に例えば６０００ｒｐｍで回転せしめ
て積層ウエーハ３の裏面３bに接触せしめ、研削ホイール５２４を例えば１μm／秒の研削
送り速度で下方に研削送りすることにより積層ウエーハ３の裏面３bを研削し、その厚み
を例えば３０μmに形成する。
【００２１】
　次に、積層ウエーハ研削工程が実施された積層ウエーハ３の裏面に補強ウエーハの表面
をボンド剤を介して接合する補強ウエーハ装着工程を実施する。即ち、図５の(a)および(
b)に示すように積層ウエーハ３の裏面３bに厚みが例えば５００μmの円板状のシリコン基
板からなる補強ウエーハ６の表面６aを高温に耐えられる例えばエポキシ系のボンド剤６
０を介して接合する。なお、補強ウエーハ６としては加工性がよいシリコン基板を用いる
ことが望ましい。また、ボンド剤６０の厚みは例えば２０μmに設定されている。
【００２２】
　以上のようにして、補強ウエーハ装着工程を実施したならば、積層ウエーハ製作時に積
層デバイスの裏面に露出する電極が形成されていない場合には、上述した積層ウエーハ研
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削工程を実施した後に、例えば積層デバイスに電極埋設用のビアホールをレーザー加工に
よって穿孔し、このビアホールの外周面に絶縁膜を形成した後に、ビアホールに電極を埋
設する。
【００２３】
　上述した補強ウエーハ装着工程を実施したならば、補強ウエーハ６が接合された積層ウ
エーハ３の補強ウエーハ６側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、図示の実施形態においては図６の（ａ）およ
び（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の表面に上記積層ウエーハ３の裏面に接合されている補強ウエーハ６
の裏面６bを貼着する。そして、積層ウエーハ３の表面３aに貼着されている保護テープ４
を剥離する。なお、ダイシングテープTは、図示の実施形態においては厚みが１００μｍ
のポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）からなるシート基材の表面にアクリル樹脂系の糊が厚さ５μ
ｍ程度塗布されている。
【００２４】
　次に、補強ウエーハ６が接合された積層ウエーハ３を補強ウエーハ６とともに分割する
ことにより裏面に補強ウエーハが接合された個々の積層デバイスを形成する積層ウエーハ
分割工程を実施する。この積層ウエーハ分割工程は、図示の実施形態においては図７に示
す切削装置７を用いて実施する。図７に示す切削装置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に保持された被加工物を切削する切削手段７２
と、該チャックテーブル７１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
い切削送り手段によって図７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。
【００２５】
　上記切削手段７２は、実質上水平に配置されたスピンドルハウジング７２１と、該スピ
ンドルハウジング７２１に回転自在に支持された回転スピンドル７２２と、該回転スピン
ドル７２２の先端部に装着された切削ブレード７２３を含んでおり、回転スピンドル７２
２がスピンドルハウジング７２１内に配設された図示しないサーボモータによって矢印C
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７２３は、図示の
実施形態においては粒径３μｍのダイヤモンド砥粒をニッケルメッキで固めた電鋳ブレー
ドからなっており、厚みが２０μｍに形成されている。上記撮像手段７３は、スピンドル
ハウジング７２１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後述する制御手段に送る。
【００２６】
　上述した切削装置７を用いて積層ウエーハ分割工程を実施するには、図７に示すように
チャックテーブル７１上に積層ウエーハ３の裏面に接合されている補強ウエーハ６の裏面
６bが貼着されたダイシングテープ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、ダイシングテープTを介して積層ウエーハ３の裏面に接合されている補強
ウエーハ６をチャックテーブル７１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７１に保持された補強ウエーハ６の表面に接合された積層ウエーハ３の表面３
aが上側となる。このようにして、補強ウエーハ６の表面に接合された積層ウエーハ３を
吸引保持したチャックテーブル７１は、図示しない切削送り手段によって撮像手段７３の
直下に位置付けられる。
【００２７】
　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積層ウエーハ３の加工すべき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、積層ウエーハ３の所定
方向に形成されているストリート３１と切削ブレード７２３との位置合わせを行うための
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アライメントを遂行する（アライメント工程）。また、積層ウエーハ３に上記所定方向と
直交する方向に形成されたストリート３１に対しても、同様に加工領域のアライメントが
遂行される。
【００２８】
　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積層ウエーハ３の加工領域
を検出するアライメントが行われたならば、積層ウエーハ３を吸引保持したチャックテー
ブル７１を切削ブレード７２３の下方である加工領域の加工開始位置に移動する。そして
、図８の(a)で示すように積層ウエーハ３および補強ウエーハ６の加工すべきストリート
３１の一端（図８の(a)において左端）が切削ブレード７２３の直下より所定量右側に位
置するように位置付ける（加工送り開始位置位置付け工程）。このようにして積層ウエー
ハ３を加工領域の加工開始位置に位置付けられたならば、切削ブレード７２３を矢印Cで
示す方向に回転しつつ図８の(a)において２点鎖線で示す待機位置から下方に切り込み送
りし、図８の(a)において実線で示すように所定の切り込み送り位置に位置付ける。この
切り込み送り位置は、切削ブレード７２３の外周縁の下端がダイシングテープTに達する
位置に設定されている。
【００２９】
　次に、図８の(a)に示すように切削ブレード７２３を矢印Cで示す方向に例えば２０００
０rpmの回転速度で回転しつつ、チャックテーブル７１を図8の(a)において矢印Ｘ１で示
す方向に例えば５０～１５０mm／秒の加工送り速度で加工送りする。この結果、積層ウエ
ーハ３および補強ウエーハ６は、ストリート３１に沿って切断される（積層ウエーハ分割
工程）。なお、チャックテーブル７１即ち積層ウエーハ３の他端（図８の(b)において右
端）が切削ブレード７２３の直下より所定量左側に位置するまで達したら、チャックテー
ブル７１の移動を停止する。そして、切削ブレード７２３を上昇させ２点鎖線で示す退避
位置に位置付ける。
【００３０】
　以上のようにして、積層ウエーハ３の所定方向に延在する全てのストリート３１に沿っ
て上記積層ウエーハ分割工程を実施したならば、チャックテーブル７１を９０度回動せし
めて、上記所定方向に対して直交する方向に形成された各ストリート３１に沿って上記積
層ウエーハ分割工程を実施する。この結果、積層ウエーハ３および補強ウエーハ６はスト
リート３１に沿って個々の積層デバイス３２に分割される。このようにして個々に分割さ
れた積層デバイス３２は、図９に示すように裏面に補強ウエーハ６が接合された状態で分
割される。
【００３１】
　上述した積層ウエーハ分割工程を実施したならば、裏面に補強ウエーハ６が接合された
積層デバイス３２の表面に設けられた複数の電極をマザーボード２に設けられた複数の電
極に接合する積層デバイス接合工程を実施する。この積層デバイス接合工程はフリップチ
ップボンディング技術を用いて、図１０の(a)に示すように積層デバイス３２をマザーボ
ード２の表面に形成された所定の半導体デバイス２２の表面に対面させて積層し、図１０
の(b)に示すように積層デバイス３２の表面に突出して設けられた電極３２１をマザーボ
ード２の表面２aに形成された半導体デバイス２２に突出して設けられた電極２２１に接
合する。この積層デバイス接合工程を図１０の(c)に示すようにマザーボード２の表面に
形成された全ての半導体デバイス２２に対して実施する。この積層デバイス接合工程は、
積層デバイス３２の表面に補強ウエーハ６が接合された状態で実施するので、薄くなった
積層デバイス３２でも湾曲することがなく取り扱いが良好で、積層デバイス３２の表面に
突出して設けられた電極３２１とマザーボード２の表面２aに形成された半導体デバイス
２２の表面に突出して設けられた電極２２１とを確実に接合することができ、電極の接続
不良を防止することができる。なお、上記積層デバイス接合工程においては、図１０の(b
)に示すようにマザーボードの表面と積層デバイスの表面との間にアンダーフィル材とし
ての樹脂８を充填して介在せしめることが望ましい。
【００３２】
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　次に、積層デバイス３２が積層されたマザーボード２側を研削装置のチャックテーブル
上に保持し、積層デバイス３の裏面に接合されている補強ウエーハ６を研削し、積層デバ
イス３２の裏面から補強ウエーハ６を除去する補強ウエーハ除去工程を実施する。この補
強ウエーハ除去工程は、上記図４に示す研削装置５を用いて実施することができる。研削
装置５を用いて補強ウエーハ除去工程を実施するには、図１１に示すようにチャックテー
ブル５１の上面（保持面）に上述した積層デバイス３２が積層されたマザーボード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、チャックテーブル５１に
マザーボード２の表面に積層デバイス３２が積層された積層体を吸引保持する。従って、
チャックテーブル５１上に吸引保持されたマザーボード２の表面に積層デバイス３２が積
層された積層体は、積層デバイス３２の裏面に接合されている補強ウエーハ６の裏面６b
が上側となる。このようにチャックテーブル５１上にマザーボード２の表面に積層デバイ
ス３２が積層された積層体を吸引保持したならば、チャックテーブル５１を矢印Aで示す
方向に例えば３００ｒｐｍで回転しつつ、研削手段５２の研削ホイール５２４を矢印Bで
示す方向に例えば６０００ｒｐｍで回転せしめて積層デバイス３２の表面に接合されてい
る補強ウエーハ６の裏面６bに接触せしめ、研削ホイール５２４を例えば１μm／秒の研削
送り速度で下方に例えば５２０μm研削送りする。この結果、厚みが５００μmの補強ウエ
ーハ６および厚みが２０μmのボンド剤が研削されて、図１２に示すように積層デバイス
３２の裏面（上面）から補強ウエーハ６およびボンド剤が除去され、マザーボード２の表
面に形成された半導体デバイス２２の表面に積層デバイス３２の表面が接合された半導体
装置２０が得られる。
【００３３】
　上述した補強ウエーハ除去工程においては、積層デバイス３２の裏面に接合されている
補強ウエーハ６を研削して除去するので、積層デバイス３２に負荷がかかることがない。
従って、上述した従来技術のように積層デバイスの裏面から補強ウエーハ６を離脱するた
めに補強ウエーハ６を２５０℃以上の温度に加熱し、積層デバイス３２に負荷がかからな
いように補強ウエーハ６を積層デバイス３２の裏面に沿ってスライドさせながら離脱する
とともに、常温まで冷却する作業が不要となり生産性が向上する。
【００３４】
　次に、本発明による半導体装置の製造方法の第２の実施形態について説明する。
　本発明による半導体装置の製造方法の第２の実施形態においても、先ず上記第１の実施
形態と同様に上記保護部材貼着工程を実施し、そして上記積層ウエーハ研削工程と補強ウ
エーハ装着工程およびウエーハ支持工程を実施する。
【００３５】
　上述した保護部材貼着工程、積層ウエーハ研削工程、補強ウエーハ装着工程およびウエ
ーハ支持工程を実施したならば、後述する積層デバイス接合工程に移行してもよいが、こ
の実施形態においては補強ウエーハ６が接合された積層ウエーハ３を個々の積層デバイス
に分割する積層ウエーハ分割工程を実施する。この積層ウエーハ分割工程は、上記図７に
示す切削装置７を用いて実施することができる。上記切削装置７を用いて積層ウエーハ分
割工程を実施するには、図１３に示すようにチャックテーブル７１上に積層ウエーハ３の
裏面に接合されている補強ウエーハ６の裏面６bが貼着されたダイシングテープ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、ダイシングテープTを介して
積層ウエーハ３の裏面に接合されている補強ウエーハ６をチャックテーブル７１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７１に保持された補強ウエーハ６
の表面に接合された積層ウエーハ３の表面３aが上側となる。このようにして、補強ウエ
ーハ６の表面に接合された積層ウエーハ３を吸引保持したチャックテーブル７１は、図示
しない切削送り手段によって撮像手段７３の直下に位置付けられる。
【００３６】
　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積層ウエーハ３の加工すべき領域を検出するアライメント作
業を実行する。このアライメント作業は上記第１の実施形態におけるアライメント工程と
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同様に実施する。
【００３７】
　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積層ウエーハ３の加工領域
を検出するアライメントが行われたならば、積層ウエーハ３を吸引保持したチャックテー
ブル７１を切削ブレード７２３の下方である加工領域の加工開始位置に移動する。そして
、図１４の(a)で示すように積層ウエーハ３および補強ウエーハ６の加工すべきストリー
ト３１の一端（図１４の(a)において左端）が切削ブレード７２３の直下より所定量右側
に位置するように位置付ける（加工送り開始位置位置付け工程）。このようにして積層ウ
エーハ３を加工領域の加工開始位置に位置付けられたならば、切削ブレード７２３を矢印
Cで示す方向に回転しつつ図１４の(a)において２点鎖線で示す待機位置から下方に切り込
み送りし、図１４の(a)において実線で示すように所定の切り込み送り位置に位置付ける
。この切り込み送り位置は、切削ブレード７２３の外周縁の下端が積層ウエーハ３の裏面
（下面）に達する位置に設定されている。
【００３８】
　次に、図１４の(a)に示すように切削ブレード７２３を矢印Cで示す方向に例えば２００
００rpmの回転速度で回転しつつ、チャックテーブル７１を図１４の(a)において矢印Ｘ１
で示す方向に例えば５０～１５０mm／秒の加工送り速度で加工送りする。この結果、積層
ウエーハ３は、ストリート３１に沿って切断される（積層ウエーハ分割工程）。なお、チ
ャックテーブル７１即ち積層ウエーハ３の他端（図１４の(b)において右端）が切削ブレ
ード７２３の直下より所定量左側に位置するまで達したら、チャックテーブル７１の移動
を停止する。そして、切削ブレード７２３を上昇させ２点鎖線で示す退避位置に位置付け
る。
【００３９】
　以上のようにして、積層ウエーハ３の所定方向に延在する全てのストリート３１に沿っ
て上記積層ウエーハ分割工程を実施したならば、チャックテーブル７１を９０度回動せし
めて、上記所定方向に対して直交する方向に形成された各ストリート３１に沿って上記積
層ウエーハ分割工程を実施する。この結果、積層ウエーハ３はストリート３１に沿って個
々の積層デバイス３２に分割される。このようにして個々に分割された積層デバイス３２
は、図１５に示すように裏面に補強ウエーハ６が接合された状態で積層デバイス３２だけ
が分割される。
【００４０】
　次に、補強ウエーハ６が接合された積層ウエーハ３の表面をマザーボード２の表面に対
面させて積層し、積層デバイス３２の表面に設けられた電極をマザーボード２の表面に設
けられた電極に接合する積層デバイス接合工程を実施する。即ち、図１６の(a)および(b)
に示すように補強ウエーハ６が接合された積層ウエーハ３の表面３aをマザーボード２の
表面２aに対面させて積層し、図１６の(c)に示すように積層デバイス３２の表面に突出し
て設けられた電極３２１をマザーボード２の表面２aに形成された半導体デバイス２２の
表面に設けられた電極２２１に接合する。この積層ウエーハ接合工程においては、個々に
分割された積層デバイス３２の裏面に補強ウエーハ６が接合された状態で実施するので、
薄くなった積層デバイス３２でも湾曲することがなく取り扱いが良好で、積層デバイス３
２の表面に突出して設けられた電極３２１とマザーボード２の表面２aに設けられた電極
２２１とを確実に接合することができ、電極の接続不良を防止することができる。なお、
上記積層デバイス接合工程においては、図１６の(c)に示すようにマザーボードの表面と
積層デバイスの表面との間にアンダーフィル材としての樹脂８を充填して介在せしめるこ
とが望ましい。
【００４１】
　上述したように積層デバイス接合工程を実施したならば、積層デバイス３２が積層され
たマザーボード２側を研削装置のチャックテーブル上に保持し、積層デバイス３２の表面
に接合されている補強ウエーハ６を研削し、積層デバイス３２の裏面から補強ウエーハ６
を除去する補強ウエーハ除去工程を実施する。この補強ウエーハ除去工程は、上記図４に
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示す研削装置５を用いて、上記第１の実施形態における図１１に示す補強ウエーハ除去工
程を同様に実施することができる。即ち、図１７に示すようにチャックテーブル５１の上
面（保持面）に上述した積層デバイス３２が積層されたマザーボード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、チャックテーブル５１にマザーボード
２の表面に積層デバイス３２が積層された積層体を吸引保持する。従って、チャックテー
ブル５１上に吸引保持されたマザーボード２の表面に積層デバイス３２が積層された積層
体は、積層デバイス３２の表面に接合されている補強ウエーハ６の裏面６bが上側となる
。このようにチャックテーブル５１上にマザーボード２の表面に積層デバイス３２が積層
された積層体を吸引保持したならば、チャックテーブル５１を矢印Aで示す方向に例えば
３００ｒｐｍで回転しつつ、研削手段５２の研削ホイール５２４を矢印Bで示す方向に例
えば６０００ｒｐｍで回転せしめて積層デバイス３２の表面に接合されている補強ウエー
ハ６の裏面６bに接触せしめ、研削ホイール５２４を例えば１μm／秒の研削送り速度で下
方に例えば５２０μm研削送りする。この結果、厚みが５００μmの補強ウエーハ６および
厚みが２０μmのボンド剤が研削されて、積層デバイス３２の裏面（上面）から補強ウエ
ーハ６およびボンド剤が除去され、上記図１２に示すようにマザーボード２の表面に形成
された半導体デバイス２２の表面に積層デバイス３２の表面が接合された半導体装置２０
が得られる。
【００４２】
　上述した補強ウエーハ除去工程においては、積層デバイス３２の裏面に接合されている
補強ウエーハ６を研削して除去するので、積層デバイス３２に負荷がかかることがない。
従って、上述した従来技術のように積層デバイスの表面から補強ウエーハ６を離脱するた
めに補強ウエーハ６を２５０℃以上の温度に加熱し、積層デバイス３２に負荷がかからな
いように補強ウエーハ６を積層デバイス３２の裏面に沿ってスライドさせながら離脱する
とともに、常温まで冷却する作業が不要となり生産性が向上する。
【００４３】
　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
施形態においてはマザーボードは複数の半導体デバイスが形成された形態のマザーウエー
ハを用いた例を示したが、実装基板としてのマザーボードは半導体デバイスを形成しない
で複数の電極が設けられた形態のものでもよい。
【符号の説明】
【００４４】
　　２：マザーボード
　２２：半導体デバイス
２２１：電極
　　３：積層ウエーハ
　３２：積層デバイス
３２１：電極
　　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
５２４：研削ホイール
　　６：補強ウエーハ
　　７：切削装置
　７１：切削装置のチャックテーブル
　７２：切削手段
７２３：切削ブレード
　　Ｆ：環状のフレーム
　　Ｔ：ダイシングテープ
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