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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材フィルム上に中間樹脂層、粘着剤層がこの順に積層され、前記粘着剤層の上にフィル
ム状接着剤を積層し、前記フィルム状接着剤にウエハを貼合してダイシングし、接着剤付
きチップを得るために用いるウエハ加工用テープであって、
前記中間樹脂層と前記粘着剤層とを合わせた厚さが１５μｍ以上２００μｍ以下であり、
前記中間樹脂層は、主成分としてアクリル系樹脂を含み、８０℃における貯蔵弾性率が１
×１０5～３．２×１０5Ｐａであって、前記粘着剤層の８０℃における貯蔵弾性率よりも
大きく、
前記粘着剤層は、ガラス転移点が－６６℃～－２８℃の放射線硬化性炭素―炭素二重結合
を有する化合物を含む
ことを特徴とするウエハ加工用テープ。
【請求項２】
基材フィルム上に中間樹脂層、粘着剤層、接着剤層がこの順に積層され、前記接着剤層に
ウエハを貼合してダイシングし、接着剤付きチップを得るために用いるウエハ加工用テー
プであって、
前記中間樹脂層と前記粘着剤層とを合わせた厚さが１５μｍ以上２００μｍ以下であり、
前記中間樹脂層は、主成分としてアクリル系樹脂を含み、８０℃における貯蔵弾性率が１
×１０5～３．２×１０5Ｐａであって、前記粘着剤層の８０℃における貯蔵弾性率よりも
大きく、
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前記粘着剤層は、ガラス転移点が－６６℃～－２８℃の放射線硬化性炭素―炭素二重結合
を有する化合物を含む
ことを特徴とするウエハ加工用テープ。
【請求項３】
前記放射線硬化性炭素―炭素二重結合を有する化合物は、分子量が３０万～１００万であ
ることを特徴とする請求項１～２に記載のウエハ加工用テープ。
【請求項４】
前記中間樹脂層の２５℃における貯蔵弾性率が８×１０4～３．４×１０5Ｐａの範囲にあ
ることを特徴とする請求項１～３に記載のウエハ加工用テープ。
【請求項５】
前記中間樹脂層が３次元網状構造を有するアクリル系樹脂であることを特徴とする請求項
１～４に記載のウエハ加工用テープ。
【請求項６】
前記中間樹脂層が熱硬化性樹脂であることを特徴とする請求項１～５に記載のウエハ加工
用テープ。
【請求項７】
前記中間樹脂層が少なくともアクリル系樹脂と硬化剤とを含む混合物を基材フィルム上に
塗布した後、硬化させたものであることを特徴とする請求項１～６に記載のウエハ加工用
テープ。
【請求項８】
　前記粘着剤層が、分子中にヨウ素価０．５～２０の放射線硬化性炭素－炭素二重結合を
有する化合物（Ａ）と、ポリイソシアネート類、メラミン・ホルムアルデヒド樹脂および
エポキシ樹脂から少なくとも１種選ばれる化合物（Ｂ）とを含有していることを特徴とす
る請求項１～７に記載のウエハ加工用テープ。
【請求項９】
　半導体装置を製造するにあたり、ダイシング時にはダイシング用フレームに固定されて
、ウエハを固定しダイシングし、さらにリードフレームや半導体チップと重ね合わせるた
めの接着工程に使用されるウエハ加工用テープであって、基材フィルム上に中間樹脂層、
粘着剤層がこの順に積層され、さらには、少なくともウエハの貼合される部位には接着剤
層が積層され、ダイシングフレームに貼合される部分には接着剤層がないことを特徴とす
る請求項２～７に記載のウエハ加工用テープ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、シリコンウエハ等の半導体装置を製造するにあたり、ウエハの加工のために使
用されるウエハ加工用テープであって、ウエハ等を固定しダイシングするために使用され
るダイシングテープ、特に、ダイシング後にリードフレームや半導体チップと重ね合わせ
るための接着工程にも使用される半導体ウエハダイシングダイボンドテープに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣなどの半導体装置の組立工程においては、パターン形成後の半導体ウェハ等は個々
のチップに切断分離（ダイシング）する工程と、チップを基板等にマウントする工程、さ
らに樹脂等で封止する工程からなっている。
　ダイシング工程は、半導体ウェハをあらかじめダイシングダイボンドテープに貼り付け
て固定した後、チップ形状に沿ってダイシングを行う。その後のマウント工程は、接着剤
層と粘着剤層が剥離可能に構成され、接着剤付きのチップを粘着剤層から剥離（ピックア
ップ）させ、チップに付着した接着固定用の接着剤で基板等に固定する。
【０００３】
　上記目的に使用するダイシングダイボンドテープとしては、フィルム状接着剤をダイシ
ングテープ上に付設し一体化したテープと、粘着剤層と接着剤層が一つの層になったテー
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プがあり、いずれもダイシングする際にはウエハが剥離したりしない十分な粘着力を必要
とし、ピックアップの際には容易に剥離できる性質が要求される。
　また、マウント工程においては、チップ－チップ間およびチップ－基板間において十分
な接着力が要求され、各種のダイシングダイボンドテープが提案されている（例えば、特
許文献１～３参照）。
【０００４】
　これらの粘着テープは、ダイシング後、チップ裏面に接着剤層を付けたままでピックア
ップし、基板等にマウントした後加熱などにより硬化接着させるいわゆるダイレクトダイ
ボンディングを可能にし、接着剤の塗布工程を省略できるようにするものである。
　しかしながら、これらのダイシングダイボンドシートに用いられているフィルム状接着
剤はエポキシ樹脂等の低分子量物質を多く含んでおり、一般のダイシングテープに用いら
れている粘着剤層と比較すると、軟らかく切削性が劣る傾向がある。そのため、ダイシン
グ時に、ヒゲ状の切削屑やフィルム状接着剤のバリが多く発生する、ダイシング後のピッ
クアップ工程でピックアップ不良をおこしやすい、ＩＣなどの半導体装置組立工程でのチ
ップの接着不良が生じやすい、あるいはＩＣ等の不良品が発生してしまうという問題点が
あった。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２２６７９６号公報
【特許文献２】特開２００２－１５８２７６号公報
【特許文献３】特開２００４－１２３９６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
そこで、本発明は、ウエハの加工のために使用されるウエハ加工用テープであって、ウエ
ハ等を固定しダイシングするために使用されるダイシングテープにおいて、ダイシング時
の切削性に優れるダイシングテープを提供するものであり、特にダイシング後にリードフ
レームや半導体チップと重ね合わせるための接着工程にも使用される半導体ウエハダイシ
ングダイボンドテープにおいて切削性に優れるダイシングダイボンドテープを提供するも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、発明者等は、上記問題を解決するために鋭意検討した結果、基材フィルムと粘
着剤層の間に中間樹脂層を設けることに着目した。中間樹脂層にダイシング時の温度での
貯蔵弾性率が粘着剤層の貯蔵弾性率よりも大きいものを使用することによって、ダイシン
グ時の切削性が向上できることを見出したものである。
【０００８】
すなわち本発明は、
（１）基材フィルム上に中間樹脂層、粘着剤層がこの順に積層され、前記粘着剤層の上に
フィルム状接着剤を積層し、前記フィルム状接着剤にウエハを貼合してダイシングし、接
着剤付きチップを得るために用いるウエハ加工用テープであって、前記中間樹脂層と前記
粘着剤層とを合わせた厚さが１５μｍ以上２００μｍ以下であり、前記中間樹脂層は、主
成分としてアクリル系樹脂を含み、８０℃における貯蔵弾性率が１×１０5～３．２×１
０5Ｐａであって、前記粘着剤層の８０℃における貯蔵弾性率よりも大きく、前記粘着剤
層は、ガラス転移点が－６６℃～－２８℃の放射線硬化性炭素―炭素二重結合を有する化
合物を含むことを特徴とするウエハ加工用テープ、
（２）基材フィルム上に中間樹脂層、粘着剤層、接着剤層がこの順に積層され、前記接着
剤層にウエハを貼合してダイシングし、接着剤付きチップを得るために用いるウエハ加工
用テープであって、前記中間樹脂層と前記粘着剤層とを合わせた厚さが１５μｍ以上２０
０μｍ以下であり、前記中間樹脂層は、主成分としてアクリル系樹脂を含み、８０℃にお
ける貯蔵弾性率が１×１０5～３．２×１０5Ｐａであって、前記粘着剤層の８０℃におけ
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る貯蔵弾性率よりも大きく、前記粘着剤層は、ガラス転移点が－６６℃～－２８℃の放射
線硬化性炭素―炭素二重結合を有する化合物を含むことを特徴とするウエハ加工用テープ
、
（３）前記放射線硬化性炭素―炭素二重結合を有する化合物は、分子量が３０万～１００
万であることを特徴とする（１）～（２）に記載のウエハ加工用テープ、
（４）前記中間樹脂層の２５℃における貯蔵弾性率が８×１０4～３．４×１０5Ｐａの範
囲にあることを特徴とする（１）～（３）に記載のウエハ加工用テープ、
（５）前記中間樹脂層が３次元網状構造を有するアクリル系樹脂であることを特徴とする
（１）～（４）に記載のウエハ加工用テープ、
（６）前記中間樹脂層が熱硬化性樹脂であることを特徴とする（１）～（５）に記載のウ
エハ加工用テープ。
（７）前記中間樹脂層が少なくともアクリル系樹脂と硬化剤とを含む混合物を基材フィル
ム上に塗布した後、硬化させたものであることを特徴とする（１）～（６）に記載のウエ
ハ加工用テープ。
（８）前記粘着剤層が、分子中にヨウ素価０．５～２０の放射線硬化性炭素－炭素二重結
合を有する化合物（Ａ）と、ポリイソシアネート類、メラミン・ホルムアルデヒド樹脂お
よびエポキシ樹脂から少なくとも１種選ばれる化合物（Ｂ）とを含有していることを特徴
とする（１）～（７）に記載のウエハ加工用テープ。
（９）半導体装置を製造するにあたり、ダイシング時にはダイシング用フレームに固定さ
れて、ウエハを固定しダイシングし、さらにリードフレームや半導体チップと重ね合わせ
るための接着工程に使用されるウエハ加工用テープであって、基材フィルム上に中間樹脂
層、粘着剤層がこの順に積層され、さらには、少なくともウエハの貼合される部位には接
着剤層が積層され、ダイシングフレームに貼合される部分には接着剤層がないことを特徴
とする（２）～（７）に記載のウエハ加工用テープ、に係る発明である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のウエハ加工用テープは、半導体ウエハに貼合してダイシングの際にはダイシン
グテープとして使用することができ、ウエハをダイシングする際のヒゲ状切削屑等が少な
く良好な切削性を得ることができるという効果を奏する。さらには、ダイシングダイボン
ドテープにおいては、ピックアップする際には半導体素子と接着剤層とを容易に粘着剤層
から剥離して使用することができ、半導体素子のダイレクトダイボンディングを可能とす
るものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
以下、本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明のダイシングダイボンドテ
ープに半導体ウエハとダイシング用リングフレームが貼合された様子を示す図である。
本発明のダイシングダイボンドテープ１０は基材フィルム１上に中間樹脂層２、粘着剤層
３、接着剤層４が設けられた構造を有している。それぞれの層は、使用工程や装置に併せ
て予め所定形状に切断（プリカット）されていてもよい。また、ウエハ等が貼合される前
のダイシングダイボンドテープあるいはダイシングテープは接着剤層もしくは粘着剤層を
保護するためにカバーフィルムが設けられていても良い。
また、本発明のダイシングダイボンドテープあるいはダイシングテープは、ウエハ１枚分
ごとに切断されていてもよいし、これを長尺にしたロール状であってもよい。次に、本発
明のダイシングダイボンドテープあるいはダイシングテープのそれぞれの構成について順
に説明する。
【００１１】
（基材フィルム）
　本発明のダイシングテープもしくはダイシングダイボンドテープを構成する基材フィル
ムについて説明する。基材フィルムとしては、特に限定されるものではなく公知のプラス
チック、ゴムなどを用いることができる。一般に基材フィルムとしては熱可塑性のプラス
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チックフィルムが用いられている。
放射線透過性であることが好ましく、特に粘着剤層に放射線硬化性の粘着剤を使用する場
合にはその粘着剤が硬化する波長での放射線透過性の良いものを選択する必要がある。　
このような基材として選択し得るポリマーの例としては、ポリエチレン、ポリプロピレン
、エチレン－プロピレン共重合体、ポリブテン－１、ポリ－４－メチルペンテン－１、エ
チレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸エチル共重合体、エチレン－アクリ
ル酸メチル共重合体、エチレン－アクリル酸共重合体、アイオノマーなどのα－オレフィ
ンの単独重合体または共重合体あるいはこれらの混合物、ポリエチレンテレフタレート、
ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート等のエンジニアリングプラスチック、ポリ
ウレタン、スチレン－エチレン－ブテンもしくはペンテン系共重合体、ポリアミド－ポリ
オール共重合体等の熱可塑性エラストマー、およびこれらの混合物を列挙することができ
る。また、これらを複層にしたものを使用しても良い。
　なお、素子間隙を大きくするためには、ネッキング（基材フィルムを放射状延伸したと
きに起こる力の伝播性不良による部分的な伸びの発生）の極力少ないものが好ましく、ポ
リウレタン、分子量およびスチレン含有量を限定したスチレン－エチレン－ブテンもしく
はペンテン系共重合体等を例示することができ、ダイシング時の伸びあるいはたわみを防
止するには架橋した基材フィルムを用いると効果的である。
　さらには基材フィルムの中間樹脂層が設けられる側の表面には、中間樹脂層との接着性
を向上させるためにコロナ処理、あるいはプライマー層を設ける等の処理を適宜施しても
良い。
基材フィルムの厚みは、強伸度特性、放射線透過性の観点から通常３０～３００μｍが適
当である。なお、基材フィルムの粘着剤層が塗布されない側の表面をシボ加工もしくは滑
剤コーティングすることによって、ブロッキング防止、粘着テープの放射状延伸時の粘着
テープと治具との摩擦を減少することによる基材フィルムのネッキング防止などの効果が
得られ、好ましい。
【００１２】
（中間樹脂層）
　本発明のダイシングテープもしくはダイシングダイボンドテープを構成する中間樹脂層
は特に制限は無く粘着剤層より硬いものであれば良い。ダイシング時のチップの割れ・欠
け（チッピング）を抑制するために、中間樹脂層の８０℃における貯蔵弾性率の好ましい
範囲は８×１０4～１×１０7Ｐａであり、より好ましくは１×１０5～５×１０6Ｐａであ
る。
中間樹脂層は粘着成分と硬化成分とを含む混合物を基材フィルム上に塗工した後、硬化さ
せることによって設けられる。中間樹脂層には、室温で１週間程度放置することによって
徐々に硬化し、好ましい範囲の弾性率となるような材料を用いることが好ましい。
中間樹脂層を硬くする方法としては主成分として使用される粘着成分のガラス転移点（Ｔ
ｇ）を高くする、中間樹脂層に添加される硬化剤量を多く配合する、無機化合物フィラー
を加えるなどの方法が挙げられるがこれに限定されるものではない。また、放射線照射に
よって硬化する材料を使用し、放射線照射によって硬化させて中間樹脂層の硬さを調整し
てもよい。なお、ここで、放射線とは、例えば紫外線のような光、あるいはレーザ光、ま
たは電子線のような電離性放射線を総称して言うものである。（以下、放射線と言う。）
【００１３】
　粘着成分は、アクリル系、ポリエステル系、ウレタン系、シリコーン系、天然ゴム系な
どの種々の汎用粘着剤を用いることができるが、本発明においては、特にアクリル系粘着
剤が好ましい。アクリル系粘着剤としては、たとえば、（メタ）アクリル酸エステルモノ
マーおよび（メタ）アクリル酸誘導体から導かれる構成単位とからなる（メタ）アクリル
酸エステル共重合体が挙げられる。ここで（メタ）アクリル酸エステルモノマーとしては
、（メタ）アクリル酸シクロアルキルエステル、（メタ）アクリル酸ベンジルエステル、
アルキル基の炭素数が１～１８である（メタ）アクリル酸アルキルエステルが用いられる
。また、（メタ）アクリル酸誘導体としては、たとえばグリシジル基を有する（メタ）ア
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クリル酸グリシジル等、また水酸基を有するヒドロキシエチルアクリレートを挙げること
ができる。
【００１４】
硬化剤としてはポリイソシアネート類、メラミン・ホルムアルデヒド樹脂、およびエポキ
シ樹脂から選ばれる化合物であり、単独で又は２種類以上を組み合わせて使用することが
できる。この硬化剤は架橋剤として働き、アクリル樹脂等の粘着成分と反応した結果でき
る架橋構造により、中間樹脂層は三次元網状構造を有し、ダイシング等によって生じる温
度上昇時にも軟化しにくいものとなる。
　ポリイソシアネート類としては、特に制限がなく、例えば、４，４′－ジフェニルメタ
ンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、４，４
′－ジフェニルエーテルジイソシアネート、４，４′－〔２，２－ビス（４－フェノキシ
フェニル）プロパン〕ジイソシアネート等の芳香族イソシアネート、ヘキサメチレンジイ
ソシアネート、２，２，４－トリメチル－ヘキサメチレンジイソシアネート、イソフォロ
ンジイソシアネート、４，４′－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、２，４′－
ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、リジントリイソシ
アネート等が挙げられる。を挙げることができ、具体的には、市販品として、コロネート
Ｌ等を用いることができる。
　また、メラミン・ホルムアルデヒド樹脂としては、例えば、ニカラックＭＸ－４５（三
和ケミカル社製）、メラン（日立化成工業株式会社製）等を用いることができる。
　さらに、エポキシ樹脂としては、例えば、ＴＥＴＲＡＤ－Ｘ（三菱化学株式会社製）等
を用いることができる。
　本発明においては、特にポリイソシアネート類を用いることが好ましい。
【００１５】
　さらに、中間樹脂層に放射線硬化性を持たせることで、ダイシング後に放射線硬化によ
り中間樹脂層を硬化収縮させチップのピックアップ性を向上させても良い。
　放射線硬化性を持たせるためには例えば光重合性炭素－炭素二重結合を有するアクリレ
ート系オリゴマーを添加することが挙げられる。これらのオリゴマーとしては光照射によ
って三次元網状化しうる分子内に光重合性炭素－炭素二重結合を少なくとも２個以上有す
る低分量化合物が広く用いられ、具体的には、トリメチロールプロパントリアクリレート
、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート
、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペ
ンタアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、１，４－ブチレングリ
コールジアクリレート、１，６ヘキサンジオールジアクリレート、ポリエチレングリコー
ルジアクリレートや、オリゴエステルアクリレート等が広く適用可能である。
   また、上記の様なアクリレート系化合物のほかに、ウレタンアクリレート系オリゴマ
ーを用いる事も出来る。ウレタンアクリレート系オリゴマーは、ポリエステル型またはポ
リエーテル型などのポリオール化合物と、多価イソシアナート化合物（例えば、２，４－
トリレンジイソシアナート、２，６－トリレンジイソシアナート、１，３－キシリレンジ
イソシアナート、１，４－キシリレンジイソシアナート、ジフェニルメタン４，４－ジイ
ソシアナートなど）を反応させて得られる末端イソシアナートウレタンプレポリマーに、
ヒドロキシル基を有するアクリレートあるいはメタクリレート（例えば、２－ヒドロキシ
エチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルア
クリレート、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、ポリエチレングリコールアクリレ
ート、ポリエチレングリコールメタクリレートなど）を反応させて得られる。
  放射線により中間樹脂層を重合させる場合には、光重合性開始剤、例えばイソプロピル
ベンゾインエーテル、イソブチルベンゾインエーテル、ベンゾフェノン、ミヒラーズケト
ン、クロロチオキサントン、ベンジルメチルケタール、α－ヒドロキシシクロヘキシルフ
ェニルケトン、２－ヒドロキシメチルフェニルプロパン等を併用する事が出来る。これら
のうち少なくとも１種類を中間樹脂層に添加する事により、効率よく重合反応を進行させ
る事が出来る。
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さらに中間樹脂層には必要に応じて粘着付与剤、粘着調整剤、界面活性剤など、あるいは
その他の改質剤等を配合することができる。
中間樹脂層の厚さは少なくとも５μｍ、より好ましくは１０μｍ以上であることが好まし
い。なお、中間樹脂層は複数の層が積層された構成であってもよい。
　このように基材に塗布された硬化後の中間樹脂層は熱硬化性の樹脂であり、ダイシング
温度付近でも急激な軟化をすることなく良好な切削性が得られる。
【００１６】
（粘着剤層）
以上のように基材フィルムに中間樹脂層が形成された後、中間樹脂層上にさらに粘着剤層
が形成され、本発明のダイシングテープが製造される。
粘着剤層の形成は、通常のダイシングテープ同様に基材フィルムに形成された中間樹脂層
上に粘着剤を塗工して製造してよく、粘着剤の塗工は、中間樹脂層が塗工された後であれ
ばよいが、中間樹脂層が放射線照射によって貯蔵弾性率が調整されるものであれば、中間
樹脂層が放射線によって硬化された後に塗工することが必要である。
　本発明のダイシングテープもしくはダイシングダイボンドテープを構成する粘着剤層は
特に制限は無くダイシング時には接着剤層とのチップ飛びなどの不良を発生しない程度の
保持性や、ピックアップ時には接着剤層と剥離が容易とする特性を有するものであれば良
い。ダイシング後のピックアップ性を向上させるために、粘着剤層は放射線硬化性のもの
が好ましく、特にダイシングダイボンドテープにおいては接着剤層との剥離が容易な材料
であることが好ましい。
例えば、本発明では、分子中にヨウ素価０．５～２０の放射線硬化性炭素－炭素二重結合
を有する化合物（Ａ）と、ポリイソシアネート類、メラミン・ホルムアルデヒド樹脂、お
よびエポキシ樹脂から選ばれる化合物（Ｂ）とを含むアクリル系粘着剤を用いた。
　粘着剤層の主成分の１つである化合物（Ａ）について説明する。化合物（Ａ）の放射線
硬化性炭素－炭素二重結合の好ましい導入量はヨウ素価で０．５～２０、より好ましくは
０．８～１０である。ヨウ素価が０．５以上であると、放射線照射後の粘着力の低減効果
を得ることができ、ヨウ素価が２０以下であれば、放射線照射後の粘着剤の流動性が十分
で、延伸後の素子間隙を十分得ることができるため、ピックアップ時に各素子の画像認識
が困難になるという問題が抑制できる。さらに、化合物（Ａ）そのものに安定性があり、
製造が容易となる。
【００１７】
　上記化合物（Ａ）は、ガラス転移点が－７０℃～０℃であることが好ましく、－６６℃
～－２８℃であることがより好ましい。ガラス転移点（以下、Ｔｇと言う。）が－７０℃
以上であれば、放射線照射に伴う熱に対する耐熱性が十分であり、０℃以下であれば、表
面状態が粗いウエハにおけるダイシング後の素子の飛散防止効果が十分得られる。
　上記化合物（Ａ）はどのようにして製造されたものでもよいが、例えば、アクリル系共
重合体またはメタクリル系共重合体などの放射線硬化性炭素－炭素二重結合を有し、かつ
、官能基をもつ化合物（(1)）と、その官能基と反応し得る官能基をもつ化合物（(2)）と
を反応させて得たものが用いられる。
【００１８】
　このうち、前記の放射線硬化性炭素－炭素二重結合および官能基を有する化合物（(1)
）は、アクリル酸アルキルエステルまたはメタクリル酸アルキルエステルなどの放射線硬
化性炭素－炭素二重結合を有する単量体（(1)－１）と、官能基を有する単量体（(1)－２
）とを共重合させて得ることができる。
　単量体（(1)－１）としては、炭素数６～１２のヘキシルアクリレート、ｎ－オクチル
アクリレート、イソオクチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、ドデシル
アクリレート、デシルアクリレート、または炭素数５以下の単量体である、ペンチルアク
リレート、ｎ－ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、エチルアクリレート、メ
チルアクリレート、またはこれらと同様のメタクリレートなどを列挙することができる。
単量体（(1)－１）として、炭素数の大きな単量体を使用するほどガラス転移点は低くな
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るので、所望のガラス転移点のものを作製することができる。また、ガラス転移点の他、
相溶性と各種性能を上げる目的で酢酸ビニル、スチレン、アクリロニトリルなどの炭素－
炭素二重結合をもつ低分子化合物を配合することも単量体（(1)－１）の総質量の５質量
％以下の範囲内で可能である。
　単量体（(1)－２）が有する官能基としては、カルボキシル基、水酸基、アミノ基、環
状酸無水基、エポキシ基、イソシアネート基などを挙げることができ、単量体（(1)－２
）の具体例としては、アクリル酸、メタクリル酸、ケイ皮酸、イタコン酸、フマル酸、フ
タル酸、２－ヒドロキシアルキルアクリレート類、２－ヒドロキシアルキルメタクリレー
ト類、グリコールモノアクリレート類、グリコールモノメタクリレート類、Ｎ－メチロー
ルアクリルアミド、Ｎ－メチロールメタクリルアミド、アリルアルコール、Ｎ－アルキル
アミノエチルアクリレート類、Ｎ－アルキルアミノエチルメタクリレート類、アクリルア
ミド類、メタクリルアミド類、無水マレイン酸、無水イタコン酸、無水フマル酸、無水フ
タル酸、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、アリルグリシジルエーテ
ル、ポリイソシアネート化合物のイソシアネート基の一部を水酸基またはカルボキシル基
および放射線硬化性炭素－炭素二重結合を有する単量体でウレタン化したものなどを列挙
することができる。
【００１９】
　化合物（(2)）において、用いられる官能基としては、化合物（(1)）、つまり単量体（
(1)－２）の有する官能基が、カルボキシル基または環状酸無水基である場合には、水酸
基、エポキシ基、イソシアネート基などを挙げることができ、水酸基である場合には、環
状酸無水基、イソシアネート基などを挙げることができ、アミノ基である場合には、エポ
キシ基、イソシアネート基などを挙げることができ、エポキシ基である場合には、カルボ
キシル基、環状酸無水基、アミノ基などを挙げることができ、具体例としては、単量体（
(1)－２）の具体例で列挙したものと同様のものを列挙することができる。
　化合物（(1)）と化合物（(2)）の反応において、未反応の官能基を残すことにより、酸
価または水酸基価などの特性に関して、本発明で規定するものを製造することができる。
　上記の化合物（Ａ）の合成において、反応を溶液重合で行う場合の有機溶剤としては、
ケトン系、エステル系、アルコール系、芳香族系のものを使用することができるが、中で
もトルエン、酢酸エチル、イソプロピルアルコール、ベンゼンメチルセロソルブ、エチル
セロソルブ、アセトン、メチルエチルケトンなどの、一般にアクリル系ポリマーの良溶媒
で、沸点６０～１２０℃の溶剤が好ましく、重合開始剤としては、α，α′－アゾビスイ
ソブチルニトリルなどのアゾビス系、ベンゾイルペルオキシドなどの有機過酸化物系など
のラジカル発生剤を通常用いる。この際、必要に応じて触媒、重合禁止剤を併用すること
ができ、重合温度および重合時間を調節することにより、所望の分子量の化合物（Ａ）を
得ることができる。また、分子量を調節することに関しては、メルカプタン、四塩化炭素
系の溶剤を用いることが好ましい。なお、この反応は溶液重合に限定されるものではなく
、塊状重合、懸濁重合など別の方法でもさしつかえない。
【００２０】
　以上のようにして、化合物（Ａ）を得ることができるが、本発明において、化合物（Ａ
）の分子量は、３０万～１００万程度が好ましい。３０万未満では、放射線照射による凝
集力が小さくなって、ウエハをダイシングする時に、素子のずれが生じやすくなり、画像
認識が困難となることがある。この素子のずれを、極力防止するためには、分子量が、４
０万以上である方が好ましい。また、分子量が１００万を越えると、合成時および塗工時
にゲル化する可能性がある。
　なお、化合物（Ａ）が、水酸基価５～１００となるＯＨ基を有すると、放射線照射後の
粘着力を減少することによりピックアップミスの危険性をさらに低減することができるの
で好ましい。また、化合物（Ａ）が、酸価０．５～３０となるＣＯＯＨ基を有することが
好ましい。
　ここで、化合物（Ａ）の水酸基価が低すぎると、放射線照射後の粘着力の低減効果が十
分でなく、高すぎると、放射線照射後の粘着剤の流動性を損なう傾向がある。また酸価が
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低すぎると、テープ復元性の改善効果が十分でなく、高すぎると粘着剤の流動性を損なう
傾向がある。
なお、ヨウ素価は、Ｄａｓ法に基づき反応条件を４０℃、２４時間にして算出したもので
あり、分子量は、テトラヒドロフランに溶解して得た１％溶液を、ゲルパーミエーション
クロマトグラフィー（ウオータース社製、商品名：１５０－Ｃ  ＡＬＣ／ＧＰＣ）により
測定した値をポリスチレン換算の質量平均分子量と算出したものである。また、水酸基価
は、ＦＴ－ＩＲ法にて算出したものであり、酸価は、ＪＩＳ　Ｋ　５４０７の１１．１に
準じて算出したものである。
【００２１】
　つぎに、粘着剤層のもう１つの主成分である化合物（Ｂ）について説明する。化合物（
Ｂ）は、ポリイソシアネート類、メラミン・ホルムアルデヒド樹脂、およびエポキシ樹脂
から選ばれる化合物であり、単独で又は２種類以上を組み合わせて使用することができる
。この化合物（Ｂ）は架橋剤として働き、化合物（Ａ）または基材フィルムと反応した結
果できる架橋構造により、化合物（Ａ）および（Ｂ）を主成分とした粘着剤の凝集力を、
粘着剤塗布後に向上することができる。
　ポリイソシアネート類としては、特に制限がなく、例えば、４，４′－ジフェニルメタ
ンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、４，４
′－ジフェニルエーテルジイソシアネート、４，４′－〔２，２－ビス（４－フェノキシ
フェニル）プロパン〕ジイソシアネート等の芳香族イソシアネート、ヘキサメチレンジイ
ソシアネート、２，２，４－トリメチル－ヘキサメチレンジイソシアネート、イソフォロ
ンジイソシアネート、４，４′－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、２，４′－
ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、リジントリイソシ
アネート等が挙げられる。を挙げることができ、具体的には、市販品として、コロネート
Ｌ等を用いることができる。
　また、メラミン・ホルムアルデヒド樹脂としては、具体的には、市販品として、ニカラ
ックＭＸ－４５（三和ケミカル社製）、メラン（日立化成工業株式会社製）等を用いるこ
とができる。
　さらに、エポキシ樹脂としては、ＴＥＴＲＡＤ－Ｘ（三菱化学株式会社製）等を用いる
ことができる。
　本発明においては、特にポリイソシアネート類を用いることが好ましい。
　（Ｂ）の添加量としては、化合物（Ａ）１００質量部に対して０．１～１０質量部とす
ることが好ましく、０．４～３質量部とすることがより好ましい。その量が０．１質量部
未満では凝集力向上効果が十分でない傾向があり、１０質量部を越えると粘着剤の配合お
よび塗布作業中に硬化反応が急速に進行し、架橋構造が形成されるため、作業性が損なわ
れる傾向がある。
【００２２】
　また、本発明において、粘着剤層には、光重合開始剤（Ｃ）が含まれていることが好ま
しい。粘着剤層の含まれる光重合開始剤（Ｃ）に特に制限はなく、従来知られているもの
を用いることができる。例えば、ベンゾフェノン、４，４'－ジメチルアミノベンゾフェ
ノン、４，４’－ジエチルアミノベンゾフェノン、４，４’－ジクロロベンゾフェノン等
のベンゾフェノン類、アセトフェノン、ジエトキシアセトフェノン等のアセトフェノン類
、２－エチルアントラキノン、ｔ－ブチルアントラキノン等のアントラキノン類、２－ク
ロロチオキサントン、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベ
ンジル、２，４，５－トリアリ－ルイミダゾール二量体（ロフィン二量体）、アクリジン
系化合物等を挙げることができ、これらは単独で又は２種以上を組み合わせて用いること
ができる。
　（Ｃ）の添加量としては、化合物（Ａ）１００質量部に対して０．１～１０質量部とす
ることが好ましく、０．５～５質量部とすることがより好ましい。
【００２３】
　さらに本発明に用いられる放射線硬化性の粘着剤には必要に応じて粘着付与剤、粘着調
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整剤、界面活性剤など、あるいはその他の改質剤等を配合することができる。また、無機
化合物フィラーを適宜加えてもよい。
粘着剤層の厚さは少なくとも５μｍ、より好ましくは１０μｍ以上であることが好ましい
。さらには、中間樹脂層と粘着剤層を合わせた厚さが１５μｍ以上２００μｍ以下である
ことが好ましい。なお、粘着剤層は複数の層が積層された構成であってもよい。
【００２４】
（接着剤層）
本発明のダイシングダイボンドテープは以上のように製造されたダイシングテープにさら
に接着剤層が積層された構成となっている。
なお、ここで接着剤層とは半導体ウエハ等が貼合されダイシングされた後、チップをピッ
クアップする際に、粘着剤層と剥離してチップに付着しており、チップを基板やリードフ
レームに固定する際の接着剤として使用されるものである。接着剤層は、特に限定される
ものではないが、ダイシングダイボンドテープに一般的に使用されるフィルム状接着剤で
あれば良く、アクリル系粘接着剤、エポキシ樹脂／フェノール樹脂／アクリル樹脂のブレ
ンド系粘接着剤等が好ましい。その厚さは適宜設定してよいが、５～１００μｍ程度が好
ましい。
本発明のダイシングダイボンドテープにおいて接着剤層は予め接着剤層がフィルム化され
たもの（以下、接着フィルムと言う。）を、前述の中間樹脂層および粘着剤層が基材フィ
ルム上に形成された本発明のダイシングテープの粘着剤層面にラミネートして形成しても
良い。ラミネート時の温度は１０～１００℃の範囲で、０．１～１００ｋｇｆ／ｃｍの線
圧をかけることが好ましい。なお、接着剤フィルムはセパレータ上に形成されたものを用
い、ラミネート後にセパレータを剥離してもよく、あるいは、そのままダイシングダイボ
ンドテープのカバーフィルムとして使用し、ウエハ等を貼合する際に剥離しても良い。ま
た、接着フィルムは粘着剤層の全面に積層してもよいが、予め貼合されるウエハに応じた
形状に切断された（プリカットされた）接着フィルムを積層しても良い。ウエハに応じた
接着フィルムを積層した場合、本発明のダイシングダイボンドテープの使用時において、
ウエハが貼合される部分には接着剤層が有り、ダイシング用のリングフレームが貼合され
る部分には接着剤層がなく、粘着剤層に貼合されて使用される。一般に接着剤層は被着体
と剥離しにくいため、リングフレーム等に糊残りを生じやすい。プリカットされた接着剤
フィルムを使用することで、リングフレームは粘着剤層に貼合することができ、使用後の
テープ剥離時にリングフレームへの糊残りを生じにくいという効果が得られる。
【００２５】
次に、本発明を実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定
されるものではない。
下記のように中間樹脂層組成物、粘着剤層組成物、接着フィルムを調整し、厚さ１００μ
ｍのエチレン－酢酸ビニル共重合体フィルムに、中間樹脂層組成物を乾燥膜厚が表１に示
す厚さとなるように塗工し、１１０℃で３分間乾燥し、さらに粘着剤層組成物を乾燥膜厚
が表１に示す厚さとなるように塗工し、１１０℃で３分間乾燥し、粘着テープを作製した
。これらの粘着テープの粘着剤層上に接着フィルムを貼合し、表１、表２に示すような実
施例１～８、比較例１～５のダイシングダイボンドテープを作製し、特性評価をおこなっ
た。
【００２６】
中間樹脂層組成物の調製
（中間樹脂層組成物１Ａ）
　アクリル樹脂（質量平均分子量：６０万、ガラス転移温度－２０℃）１００質量部、硬
化剤としてポリイソシアネート化合物（日本ポリウレタン（株）製、商品名：コロネート
Ｌ）１０質量部を混合して中間樹脂層組成物１Ａを得た。
（中間樹脂層組成物１Ｂ）
アクリル樹脂（質量平均分子量：６０万、ガラス転移温度－２０℃）１００質量部、オリ
ゴマーとして分子中にヨウ素価０．５～２０の光重合性炭素－炭素二重結合を有するアク
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リレート系オリゴマー３０重両部、光重合開始剤として２,２－ジメトキシ－２－フェニ
ルアセトフェノン１質量部、硬化剤としてポリイソシアネート化合物（日本ポリウレタン
（株）製、商品名：コロネートＬ）１０質量部を混合して放射線硬化性の中間樹脂層組成
物１Ｂを得た。
（中間樹脂層組成物１Ｃ）
　アクリル樹脂（質量平均分子量：８０万、ガラス転移温度－７℃）１００質量部、硬化
剤としてポリイソシアネート化合物（日本ポリウレタン（株）製、商品名：コロネートＬ
）１０質量部を混合して放射線硬化性の中間樹脂層組成物１Ｃを得た。
（中間樹脂層組成物１Ｄ）
　アクリル樹脂（質量平均分子量：２０万、ガラス転移温度－４０℃）１００質量部、オ
リゴマーとして分子中にヨウ素価０．５～２０の光重合性炭素－炭素二重結合を有するア
クリレート系オリゴマー１００重両部、光重合開始剤として２,２－ジメトキシ－２－フ
ェニルアセトフェノン１質量部、硬化剤としてポリイソシアネート化合物（日本ポリウレ
タン（株）製、商品名：コロネートＬ）１質量部を混合して放射線硬化性の中間樹脂層組
成物１Ｄを得た。
【００２７】
粘着剤層組成物の調製
（粘着剤組成物２Ａ）
溶媒のトルエン４００ｇ中に、ｎ－ブチルアクリレート１２８ｇ、２－エチルヘキシルア
クリレート３０７ｇ、メチルメタアクリレート６７ｇ、メタクリル酸１．５ｇ、重合開始
剤としてベンゾイルペルオキシドの混合液を、適宜、滴下量を調整し、反応温度および反
応時間を調整し、官能基をもつ化合物(1)の溶液を得た。
　次にこのポリマー溶液に、放射線硬化性炭素－炭素二重結合および官能基を有する化合
物（２）として、別にメタクリル酸とエチレングリコールから合成した２－ヒドロキシエ
チルメタクリレート２．５ｇ、重合禁止剤としてハイドロキノンを適宜滴下量を調整して
加え反応温度および反応時間を調整して、表１に示すヨウ素価、分子量、ガラス転移点を
もつ放射線硬化性炭素－炭素二重結合を有する化合物（Ａ）の溶液を得た。続いて、化合
物（Ａ）溶液中の化合物（Ａ）１００質量部に対してポリイソシアネート（Ｂ）として日
本ポリウレタン社製：コロネートＬを１質量部を加え、光重合開始剤として日本チバガイ
ギー社製：イルガキュアー１８４を０．５質量部、溶媒として酢酸エチル１５０質量部を
化合物（Ａ）溶液に加えて混合して、放射線硬化性の粘着剤組成物２Ａを調製した。
（粘着剤組成物２Ｂ）
　アクリル樹脂（質量平均分子量：６０万、ガラス転移温度－２０℃）１００質量部、硬
化剤としてポリイソシアネート化合物（日本ポリウレタン（株）製、商品名：コロネート
Ｌ）１０質量部を混合して粘着剤組成物２Ｂを得た。
【００２８】
接着フィルムの作製
（接着フィルム３Ａ）
エポキシ樹脂としてクレゾールノボラック型エポキシ樹脂（エポキシ当量１９７、分子量
１２００、軟化点７０℃）５０質量部、シランカップリング剤としてγ－メルカプトプロ
ピルトリメトキシシラン１．５質量部、γ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン３質量
部、平均粒径16nmのシリカフィラー３０質量部からなる組成物に、シクロヘキサノンを加
えて攪拌混合し、更にビーズミルを用いて９０分混練した。
　これにアクリル樹脂（質量平均分子量：８０万、ガラス転移温度－１７℃）１００質量
部、６官能アクリレートモノマーとしてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート５部
、硬化剤としてヘキサメチレンジイソシアネートのアダクト体０．５部、キュアゾール２
ＰＺ（四国化成（株）製、商品名：２－フェニルイミダゾール）２．５部を加え、攪拌混
合し、真空脱気し、接着剤を得た。
　接着剤を厚さ２５μｍの離型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布し
、１１０℃で１分間加熱乾燥して、膜厚が４０μｍのＢステージ状態の塗膜を形成し、キ
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ャリアフィルムを備えた接着フィルム３Ａを作製した。
（接着剤３Ｂ）
エポキシ樹脂としてクレゾールノボラック型エポキシ樹脂（エポキシ当量１９７、分子量
１２００、軟化点７０℃）５０質量部、硬化剤としてヘキサメチレンジイソシアネートの
アダクト体１部とした以外は接着フィルム３Ａの作成と全く同様の操作を行い、接着フィ
ルム３Ｂを作製した。
（接着剤３Ｃ）
硬化剤としてヘキサメチレンジイソシアネートのアダクト体０．５質量部とし、キュアゾ
ール２ＰＺにかえてキュアゾール２ＰＨＺ（四国化成（株）製、商品名：２－フェニル-4
,5－ジヒドロキシイミダゾール）２．５質量部とした以外は接着フィルム３Ａの作成と全
く同様の操作を行い、接着フィルム３を作製した。
【００２９】
特性評価
表１に示すような実施例１～８、比較例１～５のダイシングダイボンドテープを作製し、
また、中間樹脂層の２５℃および８０℃における弾性率８０℃での粘着剤層の弾性率とチ
ップ表面、基材上のヒゲ状切削屑の数、接着剤のバリの有無、側面チッピングの平均値（
μm）、ピックアップ成功率特性評価を下記のようにおこなった。
【００３０】
（弾性率）
中間樹脂層および粘着剤層の２５℃または８０℃での弾性率は、粘弾性計（レオメトリッ
クサイエンス社製、商品名：ＡＲＥＳ）を用いて、０℃から測定を開始し昇温速度５℃／
分、周波数１Ｈｚで、動的粘弾性を測定し、２５℃または８０℃に達した時点での貯蔵弾
性率Ｇ´をそれぞれの弾性率とした。
また、測定される中間樹脂層および粘着剤層には作製後１４日経過したものを使用した。
（チップ表面のヒゲ状切削屑の数、および基材上のヒゲ状切削屑の数）
実施例および比較例によって得られるダイシングダイボンドフィルムに厚さ１００μｍ、
直径２００ｍｍのシリコンウエハを７０℃×１０秒で加熱貼合した後、ダイシング装置（
ディスコ社製、商品名：ＤＡＤ３４０）を使用し回転数４００００ｒｐｍ、カットスピー
ド１００ｍｍ/ｓｅｃで５ｍｍ×５ｍｍにダイシングした。その後、シリコンウエハ中央
部のチップ１００個分について、チップ表面のヒゲ状切削屑数を顕微鏡観察によりカウン
トし、チップ表面のヒゲ状切削屑の数とした。また、シリコンウエハ中央部の接着剤が転
着したチップ１００個分を剥離後のテープ上のヒゲ状切削屑数をシリコンウエハ中央部の
チップ１００個分について、顕微鏡観察によりカウントし、基材上のヒゲ状切削屑数とし
た。
（接着剤のバリの有無）
　実施例および比較例によって得られるダイシングダイボンドフィルムに厚さ１００μｍ
直径２００ｍｍのシリコンウエハを７０℃×１０秒で加熱貼合した後、ダイシング装置（
ディスコ社製、商品名：ＤＡＤ３４０）を使用し回転数４００００ｒｐｍ、カットスピー
ド１００ｍｍ/ｓｅｃで５ｍｍ×５ｍｍにダイシングした。その後、ダイボンド剤が転着
したチップの側面の接着剤のバリの有無をシリコンウエハ中央部のチップ２０個について
、顕微鏡観察により接着剤のバリの有無を調査した。
（側面チッピング）
　ダイシング時の欠け・クラック（チッピング）の評価として、側面チッピングを下記の
ように測定した。
実施例および比較例によって得られるダイシングダイボンドフィルムに厚さ１００μｍ直
径２００ｍｍのシリコンウエハを７０℃×１０秒で加熱貼合した後、ダイシング装置（デ
ィスコ社製、商品名：ＤＡＤ３４０）を使用し回転数４００００ｒｐｍ、カットスピード
１００ｍｍ/ｓｅｃで５ｍｍ×５ｍｍにダイシングした。その後、５ｍｍ×５ｍｍにダイ
シングした後、ダイシング後のチップを観察し、チップ側面に発生したチッピングの大き
さをシリコンウエハ中央部のチップ５０個について測定し、その平均値を求め、側面チッ



(13) JP 4776189 B2 2011.9.21

10

ピングの値とした。その際、チッピングの大きさはチップ端部からの大きさとした。
（ピックアップ成功率）
実施例および比較例によって得られるダイシングダイボンドフィルムに厚み１００μｍの
シリコンウエハを７０℃×１０秒で加熱貼合した後、１０ｍｍ×１０ｍｍにダイシングし
た。その後、粘着剤層に紫外線を空冷式高圧水銀灯（８０Ｗ／ｃｍ、照射距離１０ｃｍ）
により２００ｍＪ／ｃｍ2照射した後、シリコンウエハ中央部のチップ５０個についてダ
イボンダー装置（ＮＥＣマシナリー製、商品名：ＣＰＳ－１００ＦＭ）によるピックアッ
プ試験を行い、ピックアップチップ個でのピックアップ成功率を求めた。その際、ピック
アップされた素子に粘着剤層から剥離した接着剤層が保持されているものをピックアップ
が成功したものとし、ピックアップ成功率を算出した。
【００３１】
　それぞれの実施例、比較例における８０℃および２５℃での中間樹脂層の弾性率、８０
℃における粘着剤層の弾性率、チップ表面、基材上のヒゲ状切削屑の数、接着剤のバリの
有無、側面チッピングの平均値（μm）、ピックアップ成功率を表１、表２にまとめた。
【００３２】
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【００３３】
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【表２】

【００３４】
中間樹脂層を設けなかった比較例１、比較例２のテープを使用した場合には、ダイシング
時に接着剤のバリが生じた。粘着剤層の厚さが薄い比較例１では、基材上のヒゲ切削屑の
数が実施例に比べかなり多いものとなっている。また中間樹脂層を設けずに粘着剤層の厚
さのみを厚くした比較例２では側面チッピングが多くなっている。また、中間樹脂層を有
してはいるが、粘着剤層と中間樹脂層の厚さを総計しても１０μｍである比較例３では、
実施例に比べ基材上のヒゲ切削屑の数が多い。また中間樹脂層に粘着剤層よりも軟らかい
ものを使用した比較例４では接着剤のバリが発生し、側面チッピングも多くなっている。
粘着剤層として弾性率の大きな硬い材料のみを使用した比較例５では接着剤のバリもなく
ヒゲやチッピングの発生も少ないが、ピックアップが不可能であった。
【００３５】
実施例１～８のダイシングダイボンドテープを用いてシリコンウエハをダイシングして得
られた、５ｍｍ×５ｍｍの大きさのＩＣチップを、ダイボンダーを用いてリードフレーム
上にダイレクトマウントした後、１７０℃、２時間の条件で加熱を行いリードフレームと
ＩＣチップとを強固に接着できていることを確認した。
【その他の実施の形態】
【００３６】
図２は、本発明のその他の実施の形態を有するダイシングダイボンドテープに半導体ウエ
ハとダイシング用リングフレームが貼合された様子を示す図である。図１と同様にダイシ
ングダイボンドテープ１０は基材フィルム１上に中間樹脂層２、粘着剤層３、接着剤層４
が設けられた構造を有しているが、接着剤層４は半導体ウエハ形状に合わせ予めプリカッ
トされたものが積層されている。半導体ウエハは接着剤層の存在する部分に貼合されてお
り、リングフレームが貼合された部分には接着剤層がなく、粘着剤層に貼合されている。
本実施形態では、リングフレームは粘着剤層に貼合することができ、使用後のテープ剥離
時にリングフレームへの糊残りを生じにくいという効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
本発明のウエハ加工用テープは、半導体ウエハをダイシングする際に良好な切削性を得ら
れるダイシングテープとして使用することができ、ダイシングダイボンドテープにおいて
は、ダイシング後にチップを接着剤とともにピックアップし、リードフレームや基板に直
接マウントできるダイシングダイボンドテープとして使用できる。
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【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明のダイシングダイボンドテープに半導体ウエハとダイシング用フレームが
貼合された様子を示す図である。
【図２】本発明のその他の実施形態のダイシングダイボンドテープに半導体ウエハとダイ
シング用フレームが貼合された様子を示す図である。
【符号の説明】
【００３９】
１：　基材フィルム
２：　中間樹脂層
３：　粘着剤層
４：　接着剤層
１０：ダイシングダイボンドテープ
１１：半導体ウエハ
１２：ダイシング用リングフレーム

【図１】

【図２】
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