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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格子状に形成された複数のストリートによって区
画された複数の領域に光デバイスが形成された光デバイスウエーハを、ストリートに沿っ
て個々の光デバイスに分割する光デバイスウエーハの加工方法であって、
　光デバイスウエーハの表面に環状のフレームに装着された保護テープを貼着する保護部
材貼着工程と、
　光デバイスウエーハの基板に対して透過性を有する波長のレーザー光線を基板の裏面側
から基板の内部に集光点を位置付けてストリートに沿って照射し、基板の内部に光デバイ
ス層より裏面側にストリートに沿って変質層を形成する変質層形成工程と、
　該変質層形成工程が実施された光デバイスウエーハの基板の裏面を研削して所定の厚み
に形成する裏面研削工程と、
　裏面研削工程が実施された光デバイスウエーハに外力を付与して光デバイスウエーハを
変質層が形成されたストリートに沿って破断し、個々の光デバイスに分割するウエーハ破
断工程と、を含み、
　該変質層形成工程と該裏面研削工程および該ウエーハ破断工程は、光デバイスウエーハ
の表面が環状のフレームに装着された保護テープに貼着された状態で実施する、
　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】
　該ウエーハ破断工程を実施した後に、光デバイスウエーハの表面が環状のフレームに装
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着された保護テープに貼着された状態で光デバイスウエーハの基板の裏面を研削して変質
層を除去する変質層除去工程を実施する、請求項１記載の光デバイスウエーハの加工方法
。
【請求項３】
　該変質層形成工程は、光デバイスウエーハの基板の表面から２０～６０μmの位置より
裏面側に変質層を形成する、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格子状に形成された複数のストリート
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た光デバイスウエーハを、ストリ
ートに沿って個々の光デバイスに分割する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積層され格子状に形成された複
数のストリート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
ストリート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のストリートに沿った切断は、通常、ダイサーと呼ばれて
いる切削装置によって行われている。この切削装置は、被加工物を保持するチャックテー
ブルと、該チャックテーブルに保持された被加工物を切削するための切削手段と、チャッ
クテーブルと切削手段とを相対的に移動せしめる切削送り手段とを具備している。切削手
段は、回転スピンドルと該スピンドルに装着された切削ブレードおよび回転スピンドルを
回転駆動する駆動機構を含んでいる。切削ブレードは円盤状の基台と該基台の側面外周部
に装着された環状の切れ刃からなっており、切れ刃は例えば粒径３μｍ程度のダイヤモン
ド砥粒を電鋳によって基台に固定し厚さ２０μｍ程度に形成されている。
【０００４】
　しかるに、光デバイスウエーハを構成するサファイア基板、炭化珪素基板等はモース硬
度が高いため、上記切削ブレードによる切断は必ずしも容易ではない。更に、切削ブレー
ドは２０μｍ程度の厚さを有するため、デバイスを区画するストリートとしては幅が５０
μｍ程度必要となる。このため、ストリートの占める面積比率が高くなり、生産性が悪い
という問題がある。
【０００５】
　上述した問題を解消するために、光デバイスウエーハをストリートに沿って分割する方
法として、ウエーハに対して吸収性を有するパルスレーザー光線をストリートに沿って照
射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ストリート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。）
【０００６】
　しかるに、光デバイスウエーハを構成するサファイア基板の表面に形成されたストリー
トに沿ってレーザー光線を照射してレーザー加工溝を形成すると、発光ダイオード等の光
デバイスの外周がアブレーションされて輝度が低下し、光デバイスの品質が低下するとい
う問題がある。
【０００７】
　このような問題を解消するために、光デバイス層としての発光層（エピ層）が形成され
ていないサファイア基板の裏面側からサファイア基板に対して透過性を有する波長のレー
ザー光線を集光点を内部に位置付けてストリートに沿って照射し、サファイア基板の内部
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にストリートに沿って変質層を形成することにより、サファイア基板を変質層が形成され
たストリートに沿って分割するサファイア基板の加工方法が下記特許文献２に開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－３０５４２０号公報
【特許文献２】特開２００８－６４９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献２に開示されたウエーハの分割方法おいては、先ずウエーハを所定の厚み
（例えば、１００μm以下）にするためにウエーハの裏面を研削した後、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ウエーハの裏面側から内部に集光点を合わ
せてストリートに沿って照射し、ウエーハの内部にストリートに沿って破断の起点となる
変質層を形成するが、変質層が光デバイス層としての発光層（エピ層）に達すると光デバ
イス層がダメージを受け光デバイスの輝度が低下する。このような問題を解消するために
は、光デバイス層に達しない範囲で変質層を形成する必要がある。しかるに、ウエーハの
厚みが１００μm以下という薄い状態において光デバイス層に達しない範囲で変質層を形
成することは非常に難しい。
【００１０】
　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、変質層を光デ
バイス層に達しない範囲に容易に形成することができるとともに、光デバイスの厚みを所
定の厚みに形成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】
【００１１】
　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
層され格子状に形成された複数のストリートによって区画された複数の領域に光デバイス
が形成された光デバイスウエーハを、ストリートに沿って個々の光デバイスに分割する光
デバイスウエーハの加工方法であって、
　光デバイスウエーハの表面に環状のフレームに装着された保護テープを貼着する保護部
材貼着工程と、
　光デバイスウエーハの基板に対して透過性を有する波長のレーザー光線を基板の裏面側
から基板の内部に集光点を位置付けてストリートに沿って照射し、基板の内部に光デバイ
ス層より裏面側にストリートに沿って変質層を形成する変質層形成工程と、
　該変質層形成工程が実施された光デバイスウエーハの基板の裏面を研削して所定の厚み
に形成する裏面研削工程と、
　裏面研削工程が実施された光デバイスウエーハに外力を付与して光デバイスウエーハを
変質層が形成されたストリートに沿って破断し、個々の光デバイスに分割するウエーハ破
断工程と、を含み、
　該変質層形成工程と該裏面研削工程および該ウエーハ破断工程は、光デバイスウエーハ
の表面が環状のフレームに装着された保護テープに貼着された状態で実施する、
　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。
【００１２】
　上記ウエーハ破断工程を実施した後に、光デバイスウエーハの表面が環状のフレームに
装着された保護テープに貼着された状態で光デバイスウエーハの基板の裏面を研削して変
質層を除去する変質層除去工程を実施する。
　上記変質層形成工程は、光デバイスウエーハの基板の表面から２０～６０μmの位置よ
り裏面側に変質層を形成する。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明においては、変質層形成工程は光デバイスウエーハを構成する基板の裏面を研削
して所定の厚みに形成する前の厚い状態で実施するので、レーザー光線の集光点を所望の
位置に容易に位置付けることができ、光デバイス層にダメージを与えることなく変質層を
形成することができる。
　また、本発明においては、変質層形成工程を実施した後に裏面研削工程を実施して光デ
バイスウエーハの厚みを所定の厚みに形成し、光デバイスウエーハを変質層が形成された
ストリートに沿って破断するので、変質層の厚みを最小限に抑えることができ生産性が向
上する。
　更に、本発明においては、変質層形成工程と裏面研削工程およびウエーハ破断工程は、
光デバイスウエーハの表面が環状のフレームに装着された保護テープに貼着された状態で
実施するので、光デバイスウエーハの取り扱いが容易であるとともに各工程間の搬送中に
破損させてしまうことが防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ウエーハとしての光デバイスウエーハを示す斜視図および要部拡大断面図。
【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が実施さ
れウエーハの表面を環状のフレームに装着された保護テープに貼着した状態を示す斜視図
。
【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変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変質層形成工程の説明図。
【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裏面研削工程の説明図。
【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裏面研削工程が実施された
光デバイスウエーハの要部を拡大して示す断面図。
【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ウエーハ破断工程を実施す
るためのウエーハ破断装置の斜視図。
【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ウエーハ破断工程の説明図
。
【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変質層除去工程の説明図。
【図１０】本発明による光デバイスウエーハの加工方法における変質層除去工程が実施さ
れた光デバイスウエーハの要部を拡大して示す断面図。
【図１１】本発明による光デバイスウエーハの加工方法におけるウエーハ移し替え工程の
説明図。
【図１２】本発明による光デバイスウエーハの加工方法におけるピックアップ工程を実施
するためのピックアップ装置の斜視図。
【図１３】本発明による光デバイスウエーハの加工方法におけるピックアップ工程の説明
図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明による光デバイス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。
【００１６】
　図１の(a)および(b)には、本発明による光デバイスウエーハの加工方法に従って加工さ
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、例えば厚みが４３０μmのサファイア基
板２０の表面２０aに窒化物半導体からなる光デバイス層としての発光層（エピ層）２１
が５～１０μｍの厚みで積層されている。そして、発光層（エピ層）２１が格子状に形成
された複数のストリート２２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。以下、この光デバイスウエーハ２をス
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トリート２１に沿って個々の光デバイス２２に分割する加工方法について説明する。
【００１７】
　先ず、光デバイスウエーハの表面に形成された光デバイスを保護するために、光デバイ
ス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を実施する。即ち、図２に示す
ように金属材によって形成された環状のフレーム３に装着された保護部材としての保護テ
ープ３０の表面に光デバイスウエーハ２の表面２ａを貼着する。なお、上記保護テープ３
０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。この糊は紫外
線を照射することによって粘着力が低下する性質を有するものが用いられている。
【００１８】
　上述した保護部材貼着工程を実施することにより光デバイスウエーハ２の表面２ａを環
状のフレーム３に装着された保護テープ３０に貼着したならば、光デバイスウエーハの基
板に対して透過性を有する波長のレーザー光線を基板の裏面側から基板の内部に集光点を
位置付けてストリートに沿って照射し、基板の内部に光デバイス層より裏面側にストリー
トに沿って変質層を形成する変質層形成工程を実施する。この変質層形成工程は、図３に
示すレーザー加工装置４を用いて実施する。図３に示すレーザー加工装置４は、被加工物
を保持するチャックテーブル４１と、該チャックテーブル４１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４２と、チャックテーブル４１上に保持さ
れた被加工物を撮像する撮像手段４３を具備している。チャックテーブル４１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
。
【００１９】
　上記レーザー光線照射手段４２は、実質上水平に配置された円筒形状のケーシング４２
１を含んでいる。ケーシング４２１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４２１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４２２が装着されている。なお、レーザー光線照射手段４２は、
集光器４２２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。
【００２０】
　上記レーザー光線照射手段４２を構成するケーシング４２１の先端部に装着された撮像
手段４３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撮像素子（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。
【００２１】
　上述したレーザー加工装置４を用いて、上記光デバイスウエーハ２を構成するサファイ
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サファイア基板２０の裏面２０
b側から集光点をサファイア基板２０の内部に位置付けてストリート２２に沿って照射し
、光デバイス層としての発光層（エピ層）２１より裏面２０b側にストリート２２に沿っ
て変質層を形成する変質層形成工程について、図３および図４を参照して説明する。
　先ず、上述した図３に示すレーザー加工装置４のチャックテーブル４１上に光デバイス
ウエーハ２が貼着された保護テープ３０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、保護テープ３０を介して光デバイスウエーハ２をチャックテーブル４１
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４１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が上側となる。なお、図３において
は、保護テープ３０が装着された環状のフレーム３を省いて示しているが、環状のフレー
ム３はチャックテーブル４１に配設された適宜のフレーム保持手段に保持されている。こ
のようにして、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４１は、図示しな
い加工送り手段によって撮像手段４３の直下に位置付けられる。
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【００２２】
　チャックテーブル４１が撮像手段４３の直下に位置付けられると、撮像手段４３および
図示しない制御手段によってウエーハ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４３および図示しない制御手段は、光デバイスウ
エーハ２の所定方向に形成されているストリート２２と、該ストリート２２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４２の集光器４２２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、光デバイスウエーハ２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２２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、光デバイスウエーハ２におけるストリート２２が形成されてい
る発光層（エピ層）２１の表面は下側に位置しているが、光デバイスウエーハ２を構成す
るサファイア基板２０は透明体であるため、サファイア基板２０の裏面２０ｂ側からスト
リート２２を撮像することができる。
【００２３】
　以上のようにしてチャックテーブル４１上に保持された光デバイスウエーハ２を構成す
る発光層（エピ層）２１の表面に形成されているストリート２２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４の（ａ）で示すようにチャックテーブル
４１をレーザー光線照射手段４２の集光器４２２が位置するレーザー光線照射領域に移動
し、所定のストリート２２の一端（図４の（ａ）において左端）をレーザー光線照射手段
４２の集光器４２２の直下に位置付ける。そして、集光器４２２から照射されるパルスレ
ーザー光線の集光点Ｐを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２０
a（下面）から例えば５５μm上側の位置に合わせる。この集光器４２２から照射されるパ
ルスレーザー光線の集光点Ｐを光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０の所
定位置に位置付けるためには、例えば特開２００９－６３４４６号公報に記載されている
チャックテーブルに保持された被加工物の高さ位置検出装置を用いてチャックテーブル４
１に保持された光デバイスウエーハ２の上面の高さ位置を検出し、検出された光デバイス
ウエーハ２の上面の高さ位置を基準として図示しない集光点位置調整手段を作動すること
によりパルスレーザー光線の集光点Ｐを所定位置に位置付ける。次に、集光器４２２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４１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）で示すようにレーザー光線照射手段４２の集光器４２
２の照射位置がストリート２２の他端（図４の（b）において右端）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４１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には、図４の（b）およ
び図４の(c)に示すように内部にストリート２２に沿って連続した変質層２１０が形成さ
れる（変質層形成工程）。この変質層２１０は、サファイア基板２０の表面２０a（下面
）即ち発光層（エピ層）２１より裏面２０b（上面）側に形成される。上述した変質層形
成工程を光デバイスウエーハ２に形成された全てのストリート２２に沿って実施する。
【００２４】
　上記の変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。
　光源　　　　　　　　　：Ybレーザー：イッテリビウムドープトファイバーレーザー
　波長　　　　　　　　　：１０４５ｎｍ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　　　　：φ１～１．５μｍ
　加工送り速度　　　　　：４００ｍｍ／秒
【００２５】
　上記加工条件によって上述した変質層形成工程を実施すると、パルスレーザー光線の集
光点Ｐを中心として上下方向に５０μｍ程度の変質層２１０が形成される。従って、上述
した変質層形成工程を実施することにより、サファイア基板２０の表面２０a（下面）即
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ち発光層（エピ層）２１から３０μｍの位置より裏面２０b（上面）側に５０μｍ程度の
変質層２１０が形成される。なお、サファイア基板２０の内部に形成される変質層２１０
は、サファイア基板２０の表面２０a即ち発光層（エピ層）２１から２０～６０μmの位置
より裏面２０b側に形成することが望ましい。このように、変質層形成工程においては、
サファイア基板２０の内部に発光層（エピ層）２１に達しない範囲で変質層２１０を形成
するので、光デバイス層である発光層（エピ層）２１がダメージを受けることはない。ま
た、変質層形成工程は、光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０を後述する
ように裏面を研削して所定の厚みに形成する前の厚い状態（例えば４３０μm）で実施す
るので、パルスレーザー光線の集光点Ｐを所望の位置に容易に位置付けることができ、光
デバイス層である発光層（エピ層）２１にダメージを与えることなく変質層２１０を形成
することができる。
【００２６】
　上述した変質層形成工程を実施したならば、光デバイスウエーハの裏面を研削して所定
の厚みに形成する裏面研削工程を実施する。この裏面研削工程は、図５に示す研削装置５
を用いて実施する。図５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を研削するための研削砥石５２１を備
えた研削工具５２を具備している。なお、チャックテーブル５１は、被加工物を保持する
中央部が高く形成され、外周部が中央部より低く形成されている。このように構成された
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５に示すように研削装置５のチ
ャックテーブル５１上に上述した変質層形成工程が実施された光デバイスウエーハ２の保
護テープ３０側を載置するとともに、環状のフレーム３をチャックテーブル５１の外周部
に載置し、図示しない吸引手段を作動することによってチャックテーブル５１上に光デバ
イスウエーハ２および環状のフレーム３を吸引保持する。従って、チャックテーブル５１
上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が上側となる
。このようにして、チャックテーブル５１上に光デバイスウエーハ２を吸引保持したなら
ば、チャックテーブル５１を例えば５００ｒｐｍで回転しつつ、研削工具５２を例えば１
０００ｒｐｍで回転せしめ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に接触するとともに、所定量研削送りする。この結果、サファイア基板２０の裏面
２０bが研削されて、光デバイスウエーハ２を構成するサファイア基板２０は所定の厚み
（例えば８０μm）に形成される。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の裏面２０bには、図６に示すように変質層２１０が露出せしめられる。この
ように、上述した変質層形成工程を実施した後に裏面研削工程を実施してウエーハの厚み
を所定の厚みに形成するので、変質層の厚みを最小限に抑えることができ生産性が向上す
る。
【００２７】
　上述した裏面研削工程を実施したならば、光デバイスウエーハに外力を付与してウエー
ハを変質層が形成されたストリートに沿って破断し、個々の光デバイスに分割するウエー
ハ破断工程を実施する。このウエーハ破断工程は、図７に示すウエーハ破断装置６を用い
て実施する。図７に示すウエーハ破断装置６は、基台６１と、該基台６１上に矢印Ｙで示
す方向に移動可能に配設された移動テーブル６２を具備している。基台６１は矩形状に形
成され、その両側部上面には矢印Ｙで示す方向に２本の案内レール６１１、６１２が互い
に平行に配設されている。この２本の案内レール６１１、６１２上に移動テーブル６２が
移動可能に配設されている。移動テーブル６２は、移動手段６３によって矢印Ｙで示す方
向に移動せしめられる。移動テーブル６２上には、上記環状のフレーム３を保持するフレ
ーム保持手段６４が配設されている。フレーム保持手段６４は、円筒状の本体６４１と、
該本体６４１の上端に設けられた環状のフレーム保持部材６４２と、該フレーム保持部材
６４２の外周に配設された固定手段としての複数のクランプ６４３とからなっている。こ
のように構成されたフレーム保持手段６４は、フレーム保持部材６４２上に載置された環
状のフレーム３をクランプ６４３によって固定する。また、図７に示すウエーハ破断装置
６は、上記フレーム保持手段６４を回動せしめる回動手段６５を具備している。この回動
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手段６５は、上記移動テーブル６２に配設されたパルスモータ６５１と、該パルスモータ
６５１の回転軸に装着されたプーリ６５２と、該プーリ６５２と円筒状の本体６４１に捲
回された無端ベルト６５３とからなっている。このように構成された回動手段６５は、パ
ルスモータ６５１を駆動することにより、プーリ６５２および無端ベルト６５３を介して
フレーム保持手段６４を回動せしめる。
【００２８】
　図７に示すウエーハ破断装置６は、上記環状のフレーム保持部材６４２に保持された環
状のフレーム３に保護テープ３０を介して支持されている光デバイスウエーハ２にストリ
ート２２と直交する方向に引張力を作用せしめる張力付与手段６６を具備している。張力
付与手段６６は、環状のフレーム保持部材６４内に配置されている。この張力付与手段６
６は、矢印Y方向と直交する方向に長い長方形の保持面を備えた第１の吸引保持部材６６
１と第２の吸引保持部材６６２を備えている。第１の吸引保持部材６６１には複数の吸引
孔６６１aが形成されており、第２の吸引保持部材６６２には複数の吸引孔６６２aが形成
されている。複数の吸引孔６６１aおよび６６２aは、図示しない吸引手段に連通されてい
る。また、第１の吸引保持部材６６１と第２の吸引保持部材６６２は、図示しない移動手
段によって矢印Y方向にそれぞれ移動せしめられるようになっている。
【００２９】
　図７に示すウエーハ破断装置６は、上記環状のフレーム保持部材６４２に保持された環
状のフレーム３に保護テープ３０を介して支持されている光デバイスウエーハ２のストリ
ート２２を検出するための検出手段６７を具備している。検出手段６７は、基台６１に配
設されたＬ字状の支持柱６７１に取り付けられている。この検出手段６７は、光学系およ
び撮像素子（ＣＣＤ）等で構成されており、上記張力付与手段６６の上方位置に配置され
ている。このように構成された検出手段６７は、上記環状のフレーム保持部材６４２に保
持された環状のフレーム３に保護テープ３０を介して支持されている光デバイスウエーハ
２のストリート２２を撮像し、これを電気信号に変換して図示しない制御手段に送る。
【００３０】
　上述したウエーハ破断装置６を用いて実施するウエーハ破断について、図８を参照して
説明する。
　上述した破断起点形成工程としての変質層形成工程が実施された光デバイスウエーハ２
を保護テープ３０を介して支持する環状のフレーム３を、図８の（ａ）に示すようにフレ
ーム保持部材６４２上に載置し、クランプ６４３によってフレーム保持部材６４２に固定
する。次に、移動手段６３を作動して移動テーブル６２を矢印Ｙで示す方向（図７参照）
に移動し、図８の（ａ）に示すように光デバイスウエーハ２に所定方向に形成された１本
のストリート２２(図示の実施形態においては最左端のストリート)が張力付与手段６６を
構成する第１の吸引保持部材６６１の保持面と第２の吸引保持部材６６２の保持面との間
に位置付ける。このとき、検出手段６７によってストリート２２を撮像し、第１の吸引保
持部材６６１の保持面と第２の吸引保持部材６６２の保持面との位置合わせを行う。この
ようにして、１本のストリート２２が第１の吸引保持部材６６１の保持面と第２の吸引保
持部材６６２の保持面との間に位置付けられたならば、図示しない吸引手段を作動し吸引
孔６６１aおよび６６２ｂに負圧を作用せしめることにより、第１の吸引保持部材６６１
の保持面と第２の吸引保持部材６６２の保持面上に保護テープ３０を介して光デバイスウ
エーハ２を吸引保持する(保持工程)。
【００３１】
　上述した保持工程を実施したならば、張力付与手段６６を構成する図示しない移動手段
を作動し、第１の吸引保持部材６６１と第２の吸引保持部材６６２を図８の(b)に示すよ
うに互いに離反する方向に移動せしめる。この結果、第１の吸引保持部材６６１の保持面
と第２の吸引保持部材６６２の保持面との間に位置付けられたストリート２２には、スト
リート２２と直交する方向に引張力が作用し、光デバイスウエーハ２はサファイア基板２
０に形成された変質層２１０が破断の起点となってストリート２２に沿って破断される（
破断工程）。この破断工程を実施することにより、保護テープ３０は僅かに伸びる。この
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破断工程においては、光デバイスウエーハ２はストリート２２に沿って変質層２１０が形
成され強度が低下せしめられているので、第１の吸引保持部材６６１と第２の吸引保持部
材６６２を互いに離反する方向に０．５mm程度移動することにより、光デバイスウエーハ
２をサファイア基板２０に形成された変質層２１０が破断の起点となってストリート２２
に沿って破断することができる。
【００３２】
　上述したように所定方向に形成された１本のストリート２２に沿って破断する破断工程
を実施したならば、上述した第１の吸引保持部材６６１および第２の吸引保持部材６６２
による光デバイスウエーハ２の吸引保持を解除する。次に、移動手段６３を作動して移動
テーブル６２を矢印Ｙで示す方向（図７参照）にストリート２２の間隔に相当する分だけ
移動し、上記破断工程を実施したストリート２２の隣のストリート２２が張力付与手段６
６を構成する第１の吸引保持部材６６１の保持面と第２の吸引保持部材６６２の保持面と
の間に位置付ける。そして、上記保持工程および破断工程を実施する。
【００３３】
　以上のようにして、所定方向に形成された全てのストリート２２に対して上記保持工程
および破断工程を実施したならば、回動手段６５を作動してフレーム保持手段６４を９０
度回動せしめる。この結果、フレーム保持手段６４のフレーム保持部材６４２に保持され
た光デバイスウエーハ２も９０度回動することになり、所定方向に形成され上記破断工程
が実施されたストリート２２と直交する方向に形成されたストリート２２が第１の吸引保
持部材６６１の保持面と第２の吸引保持部材６６２の保持面と平行な状態に位置付けられ
る。次に、上記破断工程が実施されたストリート２２と直交する方向に形成された全ての
ストリート２２に対して上述し保持工程および破断工程を実施することにより、光デバイ
スウエーハ２はストリート２２に沿って個々の光デバイス２３に分割される。
【００３４】
　上述したウエーハ破断工程を実施したならば、光デバイスウエーハの裏面を研削して変
質層を除去する変質層除去工程を実施する。この変質層除去工程は、上記図５に示す研削
装置５を用いて実施する。即ち、図９に示すように研削装置５のチャックテーブル５１上
に上述したウエーハ破断工程が実施された光デバイスウエーハ２（個々の光デバイス２３
に分割されている）の保護テープ３０側を載置するとともに、環状のフレーム３をチャッ
クテーブル５１の外周部に載置し、図示しない吸引手段を作動することによってチャック
テーブル５１上に光デバイスウエーハ２および環状のフレーム３を吸引保持する。従って
、チャックテーブル５１上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が上側となる。このようにして、チャックテーブル５１上に光デバイスウエー
ハ２を吸引保持したならば、チャックテーブル５１を例えば５００ｒｐｍで回転しつつ、
研削工具５２を例えば１０００ｒｐｍで回転せしめ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に接触するとともに、上記変質層２１０を除去する位置ま
で所定量研削送りする。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
の裏面２０bが研削されて、図１０に示すように個々に分割された光デバイス２３の側面
に残留していた変質層２１０が除去せしめられる。このように、個々に分割された光デバ
イス２３の側面に残留していた変質層２１０が除去されることにより、光デバイス２３の
輝度の向上を図ることができる。
【００３５】
　上述した変質層除去工程を実施したならば、個々の光デバイスに分割された光デバイス
ウエーハの裏面を環状のフレームに装着された保護テープの表面に貼着するとともに、光
デバイスウエーハの表面が貼着されている上記保護テープ３０を剥離して上記環状のフレ
ーム３を除去するウエーハ移し替え工程を実施する。このウエーハ移し替え工程は、図１
１の(a)に示すように環状のフレーム３に装着された保護テープ３０（個々の光デバイス
２３に分割された光デバイスウエーハ２が貼着されている）に紫外線照射器３００から紫
外線を照射する。この結果、保護テープ３０の粘着糊が硬化して粘着力が低下せしめられ
る。次に、図１１の(b)に示すように環状のフレーム３に装着された保護テープ３０に貼
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着されている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（図１１
の(b)において上面）に環状のフレーム３aに装着された保護テープ３０aの表面（図１１
の(b)において下面）を貼着する。なお、環状のフレーム３aおよび保護テープ３０aは、
上記環状のフレーム３および保護テープ３０と実質的に同一の構成でよい。次に、図１１
の(c)に示すように保護テープ３０に表面が貼着されている光デバイスウエーハ２（個々
の光デバイス２３に分割されている）を保護テープ３０から剥離する。このとき、図１１
の(a)に示すように保護テープ３０には紫外線が照射され保護テープ３０の粘着糊が硬化
して粘着力が低下せしめられているので、光デバイスウエーハ２（個々の光デバイス２３
に分割されている）を保護テープ３０から容易に剥離することができる。そして、保護テ
ープ３０を装着した環状のフレーム３を除去することにより、図１１の(d)に示すように
環状のフレーム３aに装着された保護テープ３０aの表面に個々のデバイスに分割された光
デバイスウエーハ２が移し替えられたことになる。このようにウエーハ移し替え工程は、
環状のフレーム３に装着された保護テープ３０にウエーハの表面を貼着した状態で、上記
変質層工程と裏面研削工程とウエーハ破断工程および変質層除去工程を実施し、光デバイ
スウエーハ２を個々のデバイス２３に分割した後に実施するので、光デバイスウエーハ２
が割れることなく表裏を反転して環状のフレーム３aに装着された保護テープ３０aに張り
替えることができる。従って、個々の光デバイス２３に分割された光デバイスウエーハ２
を環状のフレーム３aに装着された保護テープ３０aに張り替えた状態で、光デバイス２３
の導通テストを実施することができる。
【００３６】
　上述したようにウエーハ移し替え工程を実施したならば、環状のフレームに装着された
保護テープの表面に貼着されている個々に分割された光デバイスを保護テープから剥離し
てピックアップするピックアップ工程を実施する。このピックアップ工程は、図１２に示
すピックアップ装置７を用いて実施する。図１２に示すピックアップ装置７は、上記環状
のフレーム３aを保持するフレーム保持手段７１と、該フレーム保持手段７１に保持され
た環状のフレーム３aに装着された保護テープ３０aを拡張するテープ拡張手段７２と、ピ
ックアップコレット７３を具備している。フレーム保持手段７１は、環状のフレーム保持
部材７１１と、該フレーム保持部材７１１の外周に配設された固定手段としての複数のク
ランプ７１２とからなっている。フレーム保持部材７１１の上面は環状のフレーム３aを
載置する載置面７１１ａを形成しており、この載置面７１１ａ上に環状のフレーム３aが
載置される。そして、載置面７１１ａ上に載置された環状のフレーム３aは、クランプ７
１２によってフレーム保持部材７１１に固定される。このように構成されたフレーム保持
手段７１は、テープ拡張手段７２によって上下方向に進退可能に支持されている。
【００３７】
　テープ拡張手段７２は、上記環状のフレーム保持部材７１１の内側に配設される拡張ド
ラム７２１を具備している。この拡張ドラム７２１は、環状のフレーム３aの内径より小
さく該環状のフレーム３aに装着された光デバイスウエーハ２（個々の光デバイス２３に
分割されている）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７２
１は、下端に支持フランジ７２２を備えている。図示の実施形態におけるテープ拡張手段
７２は、上記環状のフレーム保持部材７１１を上下方向に進退可能な支持手段７２３を具
備している。この支持手段７２３は、上記支持フランジ７２２上に配設された複数のエア
シリンダ７２３aからなっており、そのピストンロッド７２３bが上記環状のフレーム保持
部材７１１の下面に連結される。このように複数のエアシリンダ７２３aからなる支持手
段７２３は、図１３の（ａ）に示すように環状のフレーム保持部材７１１を載置面７１１
ａが拡張ドラム７２１の上端と略同一高さとなる基準位置と、図１３の（ｂ）に示すよう
に拡張ドラム７２１の上端より所定量下方の拡張位置の間を上下方向で移動せしめる。
【００３８】
　以上のように構成されたピックアップ装置７を用いて実施するピックアップ工程につい
て図１３を参照して説明する。即ち、光デバイスウエーハ２（個々のデバイスに分割され
ている）が貼着されている外保護テープ３０aが装着された環状のフレーム３aを、図１３
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の（ａ）に示すようにフレーム保持手段７１を構成するフレーム保持部材７１１の載置面
７１１ａ上に載置し、クランプ７１２によってフレーム保持部材７１１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７１１は図１３の（ａ）に示す基準位置に
位置付けられている。次に、テープ拡張手段７２を構成する支持手段７２３としての複数
のエアシリンダ７２３ａを作動して、環状のフレーム保持部材７１１を図１３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７１１の載置面７１１ａ上に固
定されている環状のフレーム３aも下降するため、図１３の（ｂ）に示すように環状のフ
レーム３aに装着された保護テープ３０aは拡張ドラム７２１の上端縁に接して拡張せしめ
られる（テープ拡張工程）。この結果、保護テープ３０aに貼着されている光デバイスウ
エーハ２はストリート２１に沿って個々の光デバイス２３に分割されているので、個々の
デバイス２３間が広がり、間隔Sが形成される。この状態で、ピックアップコレット７３
を作動して光デバイス２３の表面（上面）を吸着保持し、保護テープ３０aから剥離して
ピックアップする。このとき、図１３の（ｂ）に示すように保護テープ３０aの下側から
突き上げ針７４によってデバイス２３を突き上げることにより、光デバイス２３を保護テ
ープ３０aから容易に剥離することができる。この突き上げ針７４は光デバイス２３の裏
面に作用して突き上げるので、光デバイス２３の表面を損傷させることはない。なお、ピ
ックアップ工程においては、上述したように個々の光デバイス２３間の隙間Sが広げられ
ているので、隣接する光デバイス２３と接触することなく容易にピックアップすることが
できる。このようにピックアップコレット７３によってピックアップされる光デバイス２
３は表面（上面）が吸着保持されるので、その後光デバイス２３の表裏を反転する必要が
ない。
【００３９】
　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
施形態においてはウエーハ破断工程として破断の起点となる変質層が形成されたストリー
トと直交する方向に引張力が作用し、ウエーハを変質層が形成されたストリートに沿って
破断する例を示したが、ウエーハ破断工程としては例えば特開２００６－１０７２７３号
公報や特開２００６－１２８２１１号公報に開示されているようにストリートに沿って強
度が低下せしめられたウエーハにストリートに沿って曲げ応力を作用せしめてウエーハを
ストリートに沿って破断する方法等、他の破断方法を用いてもよい。
【符号の説明】
【００４０】
　　　２：光デバイスウエーハ
　　２０：サファイア基板
　　２１：光デバイス層としての発光層（エピ層）
　　　３：環状のフレーム
　　３０：保護テープ
　　　４：レーザー加工装置
　　４１：レーザー加工装置のチャックテーブル
　　４２：レーザー光線照射手段
　４２２：集光器
　　　５：研削装置
　　５１：研削装置のチャックテーブル
　　５２：研削工具
　　　６：ウエーハ破断装置
　　６６：張力付与手段
　　　７：ピックアップ装置
　　８２：テープ拡張手段
　　７３：ピックアップコレット
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