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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材上に少なくとも粘着剤層を有しており、下記式にて表わされる吸光係数比が１未満で
あるレーザー加工用粘着シートを使用し、前記被加工物のレーザー光出射面側に該レーザ
ー加工用粘着シートの粘着剤層を貼付する工程、波長５３２ｎｍのレーザー光を照射して
被加工物を加工する工程、及びレーザー加工用粘着シートを加工後の被加工物から剥離す
る工程を含むレーザー加工品の製造方法。
　吸光係数比＝（レーザー加工用粘着シート全体の波長５３２ｎｍにおける吸光係数）／
（使用する被加工物の波長５３２ｎｍにおける吸光係数）
【請求項２】
前記被加工物が、シート材料、回路基板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、
金属基板、半導体レーザーの発光あるいは受光素子基板、ＭＥＭＳ基板、又は半導体パッ
ケージである請求項１記載のレーザー加工品の製造方法。
【請求項３】
基材は、芳香族炭化水素基を含有しない樹脂からなる請求項１又は２記載のレーザー加工
品の製造方法。
【請求項４】
粘着剤層は、芳香族炭化水素基含有化合物を含有しない粘着剤により形成されている請求
項１～３のいずれかに記載のレーザー加工品の製造方法。
【請求項５】
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加工が、切断又は孔あけである請求項１～４のいずれかに記載のレーザー加工品の製造方
法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート材料、回路基板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、金属
基板、半導体レーザー等の発光あるいは受光素子基板、ＭＥＭＳ基板、半導体パッケージ
、布、皮、又は紙などの各種被加工物に、レーザー光の光吸収アブレーションにより切断
、孔あけ、マーキング、溝加工、スクライビング加工、又はトリミング加工などの形状加
工を施すことによって得られるレーザー加工品の製造方法に関する。また本発明は、前記
レーザー加工品の製造方法に使用するレーザー加工用粘着シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近の電気・電子機器の小型化等に伴って部品の小型化・高精細化が進んでいる。その
ため、各種材料の外形加工についても、加工精度が±５０μｍあるいはそれ以下の高精細
・高精度化が求められてきている。しかしながら、従来のプレス加工等の打ち抜き加工で
は精度がせいぜい±１００μｍ程度であり、近年の高精度化の要求には対応できなくなっ
てきている。また、各種材料の孔あけについても、高精細・高精度化が求められており、
従来のドリルや金型による孔あけでは対応が不可能となってきている。
【０００３】
　近年、その解決方法としてレーザー光を用いた各種材料の加工方法が注目されている。
上記技術としては、例えば、被加工物をダイシングシートに支持固定して、レーザー光線
により被加工物をダイシングする方法が提案されている（特許文献１）。そして、前記ダ
イシングシートとしては、支持シートを含む基材と、前記基材の片面表面に配置される粘
着剤層とからなり、前記粘着剤層はレーザー光線により切断可能であり、前記支持シート
はレーザー光線により切断不可能であるものが開示されている。
【０００４】
　また、ウォーターマイクロジェットとレーザーを組み合わせて半導体ウエハをダイシン
グする方法も提案されている（特許文献２）。そして、基材の片面上に、非放射線硬化型
粘着剤層及び放射線硬化型粘着剤層を有してなり、基材がウォータージェットのジェット
水流を透過しうるものであり、かつ、非放射線硬化型粘着剤層が基材と放射線硬化型粘着
剤層の間に設けられているレーザーダイシング用粘着テープが開示されている。
【０００５】
　ところで、レーザー光を用いた場合には、レーザー加工時に被加工物、粘着テープ、又
は吸着板から発生するカーボン等の分解物が被加工物の表面に付着するため、それを除去
するデスミアといわれる後処理が必要となる。分解物の付着強度は、レーザー光のパワー
に比例して強固となるため、レーザー光のパワーを高くすると後処理での分解物の除去が
困難となる傾向にある。そのため、レーザーの高パワー化による加工のスループット向上
を妨げたり、加工精度を低下させるという問題があった。また、被加工物を切断した際に
ダイシングシートまで切断された場合には、レーザー加工品が脱落する。そのため、切断
時に未切断部を一部残さなければならず、ハンドリング性が悪いという問題もあった。
【０００６】
　特許文献１に記載のダイシングシートを使用した場合、粘着剤層は使用されるＹＡＧレ
ーザーの基本波（波長１０６４ｎｍ）やルビーレーザー（波長６９４ｎｍ）のレーザー光
線により熱加工的に切断されるため、ダイシングシートと被加工物との界面に粘着剤層の
分解物が侵入してその界面部分で強固に付着する恐れがある。また、支持シートも熱加工
されて分解する恐れがあり、その分解物が付着する恐れがある。そのため、レーザー加工
後に被加工物からダイシングシートを剥離することが困難になったり、後処理をしても付
着物を完全に除去することが困難となったり、レーザー加工精度が低下するなどの問題が
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ある。
【０００７】
　また、特許文献２に記載の粘着テープは、ウォーターマイクロジェットとレーザーを組
み合わせて半導体ウエハをダイシングする方法に使用した場合には、粘着テープの熱的ダ
メージはウォータージェットの冷却効果により低減されるため、レーザー照射による熱に
よって粘着剤層や基材が溶融や分解することを抑制できると考えられる。しかし、該粘着
テープをレーザーのみを用いて半導体ウエハをダイシングする方法に使用した場合には、
レーザー照射による熱によって粘着剤層や基材が溶融したり、粘着シートと半導体ウエハ
の界面に粘着剤層や基材の分解物が侵入してその界面部分で強固に付着し、前記と同様の
問題が起こる恐れがある。また、ウォーターマイクロジェットを使用した場合には、ダイ
シング時の切断幅がウォータージェットの径により規定されるため、切断幅を小さくする
には限界があり、半導体チップの製造効率の面で劣る。
【特許文献１】特開２００２－３４３７４７号公報
【特許文献２】特開２００３－３４７８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、レーザー光の光吸収アブレーションにより被加工物を加工する場合に、高精
度かつ高速で加工でき、分解物による被加工物表面の汚染を効果的に抑制することができ
、さらに加工後の被加工物を容易に回収することができるレーザー加工品の製造方法を提
供することを目的とする。また、前記レーザー加工品の製造方法に使用するレーザー加工
用粘着シートを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、下記レーザー加工用粘着シ
ート（以下、粘着シートともいう）を用いたレーザー加工品の製造方法により上記目的を
達成できることを見出し本発明を完成するに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は、基材上に少なくとも粘着剤層を有しており、下記式にて表わされ
る吸光係数比が１未満であるレーザー加工用粘着シートを使用し、前記被加工物のレーザ
ー光出射面側に該レーザー加工用粘着シートの粘着剤層を貼付する工程、波長５３２ｎｍ
のレーザー光を照射して被加工物を加工する工程、及びレーザー加工用粘着シートを加工
後の被加工物から剥離する工程を含むレーザー加工品の製造方法、に関する。
　吸光係数比＝（レーザー加工用粘着シート全体の波長５３２ｎｍにおける吸光係数）／
（使用する被加工物の波長５３２ｎｍにおける吸光係数）
【００１１】
　前記レーザー加工用粘着シートは、レーザー光の光吸収アブレーションにより被加工物
をレーザー加工する前に、被加工物の吸着ステージ面側（レーザー光出射面側）に積層さ
れ、加工時及びその後の各工程で被加工物（レーザー加工品）を支持固定するために用い
られる。
【００１２】
　粘着シートとしては、基材上に少なくとも粘着剤層を有するものを用いる。粘着シート
に粘着性を付与することにより、粘着シートと被加工物との界面の密着性を向上させるこ
とができるため、分解物の界面への侵入を抑制することができ、その結果分解物による被
加工物表面の汚染を抑制することが可能となる。
【００１３】
　また、本発明の製造方法においては、吸光係数比（粘着シートの波長５３２ｎｍにおけ
る吸光係数／使用する被加工物の波長５３２ｎｍにおける吸光係数）が１未満である粘着
シートを選択して使用することが必要である。本発明者らは、吸光係数とレーザー加工性
との間に相関関係があり、前記吸光係数比が１未満である粘着シートを用いることにより
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、分解物による被加工物表面の汚染を効果的に抑制することができることを見出した。
【００１４】
　吸光係数比は、粘着シートと使用する被加工物とのレーザー加工性に関して重要なパラ
メータである。ある波長における固体の吸光係数が小さいほど、光エネルギーの吸収は小
さい。つまり、固体中での光吸収は、光の侵入長（固体表面からの有効距離：１／吸光係
数）で起こり、吸光係数が小さい場合には、光の侵入長が長くなるため体積当たりの蓄積
エネルギーが小さくなる。そのため、吸光係数が小さい材料はレーザー加工されにくくな
る。
【００１５】
　本発明のように、吸光係数比が１未満である粘着シートを用いることにより、被加工物
におけるレーザー光の侵入長よりも粘着シートにおけるレーザー光の侵入長を長くするこ
とができる。そのため、粘着シートよりも被加工物における光エネルギーの吸収が大きく
なり、より被加工物がレーザー加工されやすくなったと考えられる。本発明においては、
吸光係数比が０．９以下である粘着シートを用いることが好ましく、より好ましくは０．
８以下、特に好ましくは０．５以下である。
【００１６】
　吸光係数比が１以上である粘着シートを用いた場合には、粘着シートのレーザーエネル
ギー利用効率が大きくなるため、被加工物よりも粘着シートのエッチングが進行しやすく
なる。そのため、基材や粘着剤層のエッチングにより生じた分解物や吸着ステージ上に設
けられた吸着板の分解物などが、粘着シートと被加工物との界面部分に入り込んで被加工
物表面を汚染する恐れがある。被加工物表面が分解物によって汚染されると、被加工物を
レーザー加工した後に、粘着シートを被加工物から剥離することが困難になったり、後処
理での分解物除去が困難になったり、被加工物の加工精度が低下する傾向にある。
【００１７】
　本発明のレーザー加工品の製造方法においては、前記被加工物が、シート材料、回路基
板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、金属基板、半導体レーザーの発光ある
いは受光素子基板、ＭＥＭＳ基板、又は半導体パッケージであることが好ましい。
【００１８】
　また、別の本発明は、基材上に少なくとも粘着剤層を有しており、波長５３２ｎｍにお
ける吸光係数が２０ｃｍ－１未満であるレーザー加工用粘着シートを使用し、金属系材料
のレーザー光出射面側に該レーザー加工用粘着シートの粘着剤層を貼付する工程、レーザ
ー光を照射して金属系材料を加工する工程、レーザー加工用粘着シートを加工後の金属系
材料から剥離する工程を含むレーザー加工品の製造方法、に関する。
【００１９】
　特に、金属系材料を加工する場合、金属系材料の吸光係数を測定することは困難である
。しかし、粘着シートの波長５３２ｎｍにおける吸光係数を２０ｃｍ－１未満にすること
により、分解物による金属系材料表面の汚染を効果的に抑制することができた。粘着シー
トの波長５３２ｎｍにおける吸光係数は１９ｃｍ－１以下であることが好ましく、さらに
好ましくは１８ｃｍ－１以下である。
【００２０】
　前記別の本発明においては、前記金属系材料が、半導体ウエハ又は金属基板であること
が好ましい。
【００２１】
　また本発明において、前記基材は、芳香族炭化水素基を含有しない樹脂からなることが
好ましい。芳香族炭化水素基を含有しない樹脂を用いることにより、基材の吸光係数を小
さくすることができ、それにより基材のレーザー加工性を低くすることができる。
【００２２】
　また、粘着シートの粘着剤層は、芳香族炭化水素基含有化合物を含有しない粘着剤によ
って形成されることが好ましい。芳香族炭化水素基含有化合物を含有しない粘着剤を用い
ることにより、粘着剤層の吸光係数を小さくすることができ、それにより粘着剤層のレー
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ザー加工性を低くすることができる。前記粘着剤は少なくともベースポリマーを含有する
が、該ベースポリマーとしては芳香族炭化水素基を有しないものを用いることが好ましい
。また、架橋剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、及び光重合開始剤などの各種添加剤を使用
する場合には、これらも芳香族炭化水素基を有しないものを用いることが好ましい。
【００２３】
　また、本発明のレーザー加工品の製造方法においては、前記加工が、切断又は孔あけで
あることが好ましい。
【００２４】
　また、本発明は、前記レーザー加工品の製造方法に用いられるレーザー加工用粘着シー
トに関する。前記粘着シートは、特に半導体ウエハをダイシングして半導体チップを製造
する場合に好適に用いられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明で用いられるレーザーとしては、レーザー加工時の熱的なダメージにより被加工
物の孔のエッジや切断壁面の精度及び外見を悪化させず、かつハイパワー出力による高ス
ループットが可能で高精度加工が期待できるＮｄ：ＹＡＧレーザー第２高調波のような波
長５３２ｎｍの光を放射するレーザーを用いる。
【００２６】
　被加工物としては、上記レーザーにより出力されたレーザー光の光吸収アブレーション
により加工できるものであれば特に限定されるものではなく、例えば、各種シート材料、
回路基板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、金属基板、半導体レーザー等の
発光あるいは受光素子基板、ＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃ
ａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ）基板、半導体パッケージ、布、皮、及び紙などが挙げられる。
【００２７】
　本発明の製造方法は、特にシート材料、回路基板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミ
ック基板、金属基板、半導体レーザーの発光あるいは受光素子基板、ＭＥＭＳ基板、又は
半導体パッケージの加工に好適に用いることができる。
【００２８】
　前記各種シ－ト材料としては、例えば、ポリイミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、エポ
キシ系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリアミド系
樹脂、ポリカーボネート系樹脂、シリコン系樹脂、フッ素系樹脂等からなる高分子フィル
ムや不織布、それらの樹脂を延伸加工、含浸加工等により物理的あるいは光学的な機能を
付与したシート、銅、アルミニウム、ステンレス等の金属シート、又は上記高分子フィル
ム及び／又は金属シートを直接あるいは接着剤等を介して積層したものなどが挙げられる
。
【００２９】
　前記回路基板としては、片面、両面あるいは多層フレキシブルプリント基板、ガラスエ
ポキシ、セラミック、又は金属コア基板等からなるリジッド基板、ガラスまたはポリマー
上に形成された光回路あるいは光－電気混成回路基板などが挙げられる。
【００３０】
　前記金属系材料としては、半金属や合金も含み、例えば金、ＳＵＳ、銅、鉄、アルミニ
ウム、ステンレス、シリコン、チタン、ニッケル、タングステン、及びジルコニアなど、
並びにこれらを用いた加工物（半導体ウエハ、金属基板など）が挙げられる。
【００３１】
　本発明のレーザー加工品の製造方法においては、基材上に少なくとも粘着剤層を有する
粘着シートを用いる。そして、本発明のレーザー加工品の製造方法においては、吸光係数
比が１未満となる粘着シートを選択して使用することが必要である。一方、金属系材料を
レーザー加工する場合には、波長５３２ｎｍにおける吸光係数が２０ｃｍ－１未満である
粘着シートを選択して使用することが必要である。
【００３２】
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　基材の形成材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート；ポリエチレンナフタ
レート；ポリスチレン；ポリカーボネート；ポリイミド；（メタ）アクリル系ポリマー；
ポリウレタン系樹脂；ポリノルボルネン系樹脂；ポリエチレングリコール、及びポリテト
ラメチレングリコールなどのポリアルキレングリコール系樹脂；シリコン系ゴム；ポリエ
チレン、ポリプロピレン、ポリブタジエン、ポリビニルアルコール、ポリメチルペンテン
、及びエチレン酢酸ビニル共重合体などのポリオレフィン系樹脂などが挙げられるがこれ
らに限定されるものではない。これらのうち、芳香族炭化水素基を含有しない樹脂を用い
ることが好ましく、（メタ）アクリル系ポリマーやポリオレフィン系樹脂を用いることが
より好ましい。
【００３３】
　基材は単層であってもよく、複層であってもよい。また、膜状やメッシュ状など種々の
形状を取り得る。特に、前記樹脂の繊維状体、不織布、織布、ポーラス多孔体などの空隙
率の大きい基材が好適である。
【００３４】
　基材の厚さは、被加工物への貼り合わせ、被加工物の切断や孔あけ、及びレーザー加工
品の剥離や回収などの各工程における操作性や作業性を損なわない範囲で適宜調整するこ
とができるが、通常５００μｍ以下であり、好ましくは３～３００μｍ程度であり、さら
に好ましくは５～２５０μｍである。基材の表面は、吸着板などの隣接する材料との密着
性、保持性などを高めるために慣用の表面処理、例えば、クロム酸処理、オゾン曝露、火
炎曝露、高圧電撃曝露、及びイオン化放射線処理などの化学的又は物理的処理、あるいは
下塗り剤（例えば、後述の粘着物質）によるコーティング処理が施されていてもよい。
【００３５】
　粘着剤層の形成材料としては、（メタ）アクリル系ポリマーやゴム系ポリマーなどを含
む粘着剤を用いることができる。
【００３６】
　（メタ）アクリル系ポリマーを形成するモノマー成分としては、例えば、メチル基、エ
チル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、ｔ－ブチル基、イソブチル基
、アミル基、イソアミル基、ヘキシル基、ヘプチル基、シクロヘキシル基、２－エチルヘ
キシル基、オクチル基、イソオクチル基、ノニル基、イソノニル基、デシル基、イソデシ
ル基、ウンデシル基、ラウリル基、トリデシル基、テトラデシル基、ステアリル基、オク
タデシル基、及びドデシル基などの炭素数３０以下、好ましくは炭素数３～１８の直鎖又
は分岐のアルキル基を有するアルキル（メタ）アクリレートが挙げられる。これらアルキ
ル（メタ）アクリレートは１種単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００３７】
　上記以外のモノマー成分としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、カルボキシエ
チル（メタ）アクリレート、カルボキシペンチル（メタ）アクリレート、イタコン酸、マ
レイン酸、フマール酸、及びクロトン酸などのカルボキシル基含有モノマー、無水マレイ
ン酸や無水イタコン酸などの酸無水物モノマー、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシエチ
ル、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸４－ヒドロキシブ
チル、（メタ）アクリル酸６－ヒドロキシヘキシル、（メタ）アクリル酸８－ヒドロキシ
オクチル、（メタ）アクリル酸１０－ヒドロキシデシル、（メタ）アクリル酸１２－ヒド
ロキシラウリル、及び（４－ヒドロキシメチルシクロヘキシル）メチル（メタ）アクリレ
ートなどのヒドロキシル基含有モノマー、アリルスルホン酸、２－（メタ）アクリルアミ
ド－２－メチルプロパンスルホン酸、（メタ）アクリルアミドプロパンスルホン酸、及び
スルホプロピル（メタ）アクリレートなどのスルホン酸基含有モノマー、２－ヒドロキシ
エチルアクリロイルホスフェートなどのリン酸基含有モノマーなどが挙げられる。これら
モノマー成分は１種単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００３８】
　また、（メタ）アクリル系ポリマーの架橋処理等を目的に多官能モノマーなども必要に
応じて共重合モノマー成分として用いることができる。
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【００３９】
　多官能モノマーとしては、例えば、ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、（ポリ
）エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、（ポリ）プロピレングリコールジ（メタ
）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトー
ルジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、テトラ
メチロールメタンテトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アク
リレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）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（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）ア
クリレート、エポキシ（メタ）アクリレート、ポリエステル（メタ）アクリレート、及び
ウレタン（メタ）アクリレートなどが挙げられる。これら多官能モノマーは１種単独で用
いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００４０】
　多官能モノマーの使用量は、粘着特性等の観点より全モノマー成分の３０重量％以下で
あることが好ましく、さらに好ましくは２０重量％以下である。
【００４１】
　（メタ）アクリル系ポリマーの調製は、例えば１種又は２種以上のモノマー成分を含む
混合物を溶液重合方式、乳化重合方式、塊状重合方式、又は懸濁重合方式等の適宜な方式
を適用して行うことができる。
【００４２】
　重合開始剤としては、過酸化水素、過酸化ベンゾイル、ｔ－ブチルパーオキサイドなど
の過酸化物系が挙げられる。単独で用いるのが望ましいが、還元剤と組み合わせてレドッ
クス系重合開始剤として使用することもできる。還元剤としては、例えば、亜硫酸塩、亜
硫酸水素塩、鉄、銅、コバルト塩などのイオン化の塩、トリエタノールアミン等のアミン
類、アルドース、ケトース等の還元糖などを挙げることができる。また、アゾ化合物も好
ましい重合開始剤であり、２，２’－アゾビス－２－メチルプロピオアミジン酸塩、２，
２’－アゾビス－２，４－ジメチルバレロニトリル、２，２’－アゾビス－Ｎ，Ｎ’－ジ
メチレンイソブチルアミジン酸塩、２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、２，２’－
アゾビス－２－メチル－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）プロピオンアミド等を使用するこ
とができる。また、上記重合開始剤を２種以上併用して使用することも可能である。
【００４３】
　反応温度は通常５０～８５℃程度、反応時間は１～８時間程度とされる。また、前記製
造法のなかでも溶液重合法が好ましく、（メタ）アクリル系ポリマーの溶媒としては一般
に酢酸エチル、トルエン等の極性溶剤が用いられる。溶液濃度は通常２０～８０重量％程
度とされる。
【００４４】
　前記粘着剤には、ベースポリマーである（メタ）アクリル系ポリマーの数平均分子量を
高めるため、架橋剤を適宜に加えることもできる。該架橋剤としては、ポリイソシアネー
ト化合物、エポキシ化合物、アジリジン化合物、尿素樹脂、無水化合物、ポリアミン、カ
ルボキシル基含有ポリマーなどがあげられる。該架橋剤を使用する場合、その使用量は引
き剥がし粘着力が下がり過ぎないことを考慮し、一般的には、上記ベースポリマー１００
重量部に対して、０．０１～５重量部程度配合するのが好ましい。また粘着剤層を形成す
る粘着剤には、必要により、前記成分のほかに、紫外線吸収剤、酸化防止剤、粘着付与剤
、老化防止剤、充填剤、着色剤等の各種添加剤を含有させることができる。
【００４５】
　被加工物からの剥離性をさらに向上させるため、粘着剤は、紫外線、電子線等の放射線
により硬化する放射線硬化型粘着剤としてもよい。なお、粘着剤として放射線硬化型粘着
剤を用いる場合には、レーザー加工後に粘着剤層に放射線が照射されるため、前記基材は
十分な放射線透過性を有するものが好ましい。
【００４６】
　放射線硬化型粘着剤としては、炭素－炭素二重結合等の放射線硬化性の官能基を有し、
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かつ粘着性を示すものを特に制限なく使用することができる。放射線硬化型粘着剤として
は、例えば、前述の（メタ）アクリル系ポリマーに放射線硬化性のモノマー成分やオリゴ
マー成分を配合した放射線硬化性粘着剤が挙げられる。
【００４７】
　配合する放射線硬化性のモノマー成分やオリゴマー成分としては、例えば、ウレタン（
メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、テトラメチロ
ールメタンテトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレー
ト、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）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（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレ
ート、及び１，４－ブチレングリコールジ（メタ）アクリレートなどが挙げられる。これ
らは１種単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００４８】
　放射線硬化性のモノマー成分やオリゴマー成分の配合量は、特に制限されるものではな
いが、粘着性を考慮すると、粘着剤を構成する (メタ）アクリル系ポリマー等のベースポ
リマー１００重量部に対して、５～５００重量部程度であることが好ましく、さらに好ま
しくは７０～１５０重量部程度である。
【００４９】
　また、放射線硬化型粘着剤としては、ベースポリマーとして、炭素－炭素二重結合をポ
リマー側鎖または主鎖中もしくは主鎖末端に有するものを用いることもできる。このよう
なベースポリマーとしては、（メタ）アクリル系ポリマーを基本骨格とするものが好まし
い。この場合においては、放射線硬化性のモノマー成分やオリゴマー成分を特に加えなく
てもよく、その使用は任意である。
【００５０】
　前記放射線硬化型粘着剤には、紫外線線等により硬化させる場合には、光重合開始剤を
含有させる。該光重合開始剤としては、例えば、カンファーキノン、ハロゲン化ケトン、
アシルホスフィノキシド、及びアシルホスフォナートなどが挙げられる。
【００５１】
　光重合開始剤の配合量は、粘着剤を構成する (メタ）アクリル系ポリマー等のベースポ
リマー１００重量部に対して、０．１～１０重量部程度であることが好ましく、さらに好
ましくは０．５～５重量部程度である。
【００５２】
　本発明のレーザー加工用粘着シートは、例えば、前記基材の表面に粘着剤溶液を塗布し
、乾燥させて（必要に応じて加熱架橋させて）粘着剤層を形成することにより製造するこ
とができる。また、別途、剥離ライナーに粘着剤層を形成した後、それを基材に貼り合せ
る方法等を採用することができる。必要に応じて粘着剤層の表面にセパレータを設けても
よい。
【００５３】
　粘着剤層は、被加工物への汚染防止等の点より低分子量物質の含有量が少ないことが好
ましい。かかる点より（メタ）アクリル系ポリマーの数平均分子量は５０万以上であるこ
とが好ましく、さらに好ましくは８０万～３００万である。
【００５４】
　粘着剤層の厚さは、被加工物から剥離しない範囲で適宜選択できるが、通常５～３００
μｍ程度、好ましくは１０～１００μｍ程度、さらに好ましくは２０～５０μｍ程度であ
る。
【００５５】
　また粘着剤層の接着力は、ＳＵＳ３０４に対する常温（レーザー照射前）での接着力（
９０度ピール値、剥離速度３００ｍｍ／分）に基づいて、２０Ｎ／２０ｍｍ以下であるこ
とが好ましく、より好ましくは０．００１～１０Ｎ／２０ｍｍ、特に好ましくは０．０１
～８Ｎ／２０ｍｍである。
【００５６】
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　前記セパレータは、ラベル加工または粘着剤層を保護するために必要に応じて設けられ
る。セパレータの構成材料としては、紙、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン
テレフタレート等の合成樹脂フィルム等が挙げられる。セパレータの表面には粘着剤層か
らの剥離性を高めるため、必要に応じてシリコーン処理、長鎖アルキル処理、フッ素処理
等の剥離処理が施されていてもよい。また、必要に応じて、レーザー加工用粘着シートが
環境紫外線によって反応してしまわないように、紫外線透過防止処理等が施されていても
よい。セパレータの厚みは、通常１０～２００μｍ、好ましくは２５～１００μｍ程度で
ある。
【００５７】
　以下、吸光係数比が１未満である粘着シート（又は波長５３２ｎｍにおける吸光係数が
２０ｃｍ－１未満である粘着シート）を使用し、レーザー光の光吸収アブレーションによ
るレーザー加工品の製造方法を説明する。例えば、切断加工の場合、図１及び図３に示し
た如くレーザー加工用粘着シート２と被加工物（又は金属系材料）１とをロールラミネー
ターやプレスといった公知の手段で貼り合わせて得られた被加工物－粘着シート積層体３
を吸着ステージ４の吸着板５上に配置し、所定のレーザー発振器より出力されるレーザー
光６をレンズにて被加工物１上に集光・照射するとともに、そのレーザー照射位置を所定
の加工ライン上に沿って移動させることにより被加工物１の切断加工を行う。被加工物１
のレーザー光出射面側に設けられる粘着シート２は、レーザー加工前は被加工物１を支持
固定する役割を果たし、レーザー加工後は、切断物の落下を防止する役割を果たす。なお
、前記被加工物１のレーザー光入射面側には保護シートが設けられていてもよい。保護シ
ートは、被加工物１のレーザー加工により発生する分解物や飛散物が被加工物１の表面に
付着するのを防止するために用いられる。
【００５８】
　レーザー光の移動手段としては、ガルバノスキャンあるいはＸ－Ｙステージスキャン、
マスクイメージング加工といった公知のレーザー加工方法が用いられる。
【００５９】
　レーザーの加工条件は、被加工物１が完全に切断される条件であれば特に限定はされな
いが、粘着シート２まで切断されることを回避するため、被加工物１が切断されるエネル
ギー条件の２倍以内とすることが好ましい。
【００６０】
　また、切りしろ（切断溝）はレーザー光の集光部のビーム径を絞ることにより細くでき
るが、切断端面の精度を出すために、
　ビーム径（μｍ）＞２×（レーザー光移動速度（μｍ／ｓｅｃ）／レーザー光の繰り返
し周波数（Ｈｚ））を満たしていることが好ましい。
【００６１】
　また、孔あけ加工の場合、図２に示した如く被加工物１とレーザー加工用粘着シート２
とをロールラミネーターやプレスといった公知の手段で貼り合わせて得られた被加工物－
粘着シート積層体３を吸着ステージ４の吸着板５上に配置し、所定のレーザー発振器より
出力されるレーザー光６をレンズにて被加工物１上に集光・照射して孔を形成する。
【００６２】
　孔は、ガルバノスキャンあるいはＸ－Ｙステージスキャン、マスクイメージングによる
パンチング加工といった公知のレーザー加工方法により形成する。レーザー加工条件は、
被加工物のアブレーション閾値を元に最適値を決定すればよい。
【００６３】
　また、ヘリウム、窒素、酸素等のガスをレーザー加工部に吹き付けることにより、分解
物の飛散除去を効率化することもできる。なお、被加工物１のレーザー光入射面側には保
護シートが設けられていてもよい。
【００６４】
　また、半導体ウエハの切断加工（ダイシング加工）の場合は、図４の如く半導体ウエハ
７の片面を吸着ステージ４上に設けられたレーザー加工用粘着シート２に貼り合わせ、所
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定のレーザー発振器より出力されるレーザー光６をレンズにて半導体ウエハ７上に集光・
照射するとともに、そのレーザー照射位置を所定の加工ライン上に沿って移動させること
により切断加工を行う。レーザー光の移動手段としては、ガルバノスキャンあるいはＸ－
Ｙステージスキャン、マスク、イメーソング加工といった公知のレーザー加工方法が用い
られる。かかる半導体ウエハの加工条件は、半導体ウエハ７が切断されかつ粘着シート２
が切断されない条件であれば特に限定されない。なお、半導体ウエハ７のレーザー光入射
面側には保護シートが設けられていてもよい。
【００６５】
　このような半導体ウエハのダイシング加工においては、個々の半導体チップ（レーザー
加工品）に切断後、従来より知られるダイボンダーなどの装置によりニードルと呼ばれる
突き上げピンを用いてピックアップする方法、或いは、特開２００１－１１８８６２号公
報に示される方式など公知の方法で個々の半導体チップをピックアップして回収すること
ができる。
【００６６】
　本発明のレーザー加工品の製造方法においては、レーザー加工終了後に粘着シート２を
剥離してレーザー加工品９を回収する。剥離する方法は特に制限されず、剥離時にレーザ
ー加工品９が永久変形するような応力がかからないようにすることが肝要である。例えば
、粘着シート２の粘着剤層に放射線硬化型粘着剤を用いた場合には、粘着剤の種類に応じ
て放射線照射により粘着剤層を硬化させ粘着性を低下させる。放射線照射により、粘着剤
層の粘着性が硬化により低下して剥離を容易化させることができる。放射線照射の手段は
特に制限されないが、例えば、紫外線照射等により行われる。
【００６７】
　本発明のレーザー加工品の製造方法においては、吸光係数比が１未満であるレーザー加
工用粘着シート（又は波長５３２ｎｍにおける吸光係数が２０ｃｍ－１未満であるレーザ
ー加工用粘着シート）を用いているため、レーザー光により極めてエッチングされにくい
。そのため、レーザー加工用粘着シートと被加工物との界面部分における分解物による汚
染を効果的に抑制できる。したがって、前記製造方法によるとレーザー加工用粘着シート
と被加工物（レーザー加工品）との界面部分に分解物がほとんど付着することがないため
、被加工物をレーザー加工した後には、粘着シートをレーザー加工品から容易に剥離する
ことができ、また被加工物のレーザー加工精度を向上させることができる。また、分解物
が付着している場合であっても後処理により容易に除去することができるため、後処理を
大幅に簡素化することができる。さらには、レーザーの高パワー化によるスループットの
向上を達成することができる。
【実施例】
【００６８】
　以下に、実施例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によって
限定されるものではない。
【００６９】
　〔数平均分子量の測定〕
　合成した（メタ）アクリル系ポリマーの数平均分子量は以下の方法で測定した。合成し
た（メタ）アクリル系ポリマーをＴＨＦに０．１ｗｔ％で溶解させて、ＧＰＣ（ゲルパー
ミエーションクロマトグラフィー）を用いてポリスチレン換算により数平均分子量を測定
した。詳しい測定条件は以下の通りである。
ＧＰＣ装置：東ソー製、ＨＬＣ－８１２０ＧＰＣ
カラム：東ソー製、（ＧＭＨＨＲ－Ｈ）＋（ＧＭＨＨＲ－Ｈ）＋（Ｇ２０００ＨＨＲ）
流量：０．８ｍｌ／ｍｉｎ
濃度：０．１ｗｔ％
注入量：１００μｌ
カラム温度：４０℃
溶離液：ＴＨＦ



(11) JP 4873863 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

　〔吸光係数の測定〕
　使用した粘着シート及び被加工物の吸光係数は、分光光度計（日立製作所製、Ｕ－３４
１０）を用いて波長５３２ｎｍにおける吸光度を測定し、その吸光度の値から算出した。
【００７０】
　実施例１
　エチレン酢酸ビニル共重合体からなる基材（厚さ５０μｍ）上に、アクリル系粘着剤溶
液（１）を塗布、乾燥して粘着剤層（厚さ１０μｍ）を形成してレーザー加工用粘着シー
トを得た。該粘着シートの吸光係数は、８．６ｃｍ－１であった。
【００７１】
　なお、アクリル系粘着剤溶液（１）は以下の方法で調製した。ブチルアクリレート／エ
チルアクリレート／２－ヒドロキシエチルアクリレート／アクリル酸を重量比６０／４０
／４／１で共重合させてなる数平均分子量８０万のアクリル系ポリマー１００重量部、光
重合性化合物として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９０重量
部、光重合開始剤としてベンジルジメチルケタール（イルガキュア６５１）５重量部、及
びポリイソシアネート系架橋剤（日本ポリウレタン社製、コロネートＬ）２重量部をトル
エンに加え、均一に溶解混合してアクリル系粘着剤溶液（１）を調製した。
【００７２】
　厚さ８０μｍのポリウレタンシート（吸光係数：５０．５ｃｍ－１）の片面に上記作製
したレーザー加工用粘着シートをロールラミネーターにて貼り合わせて粘着シート付きポ
リウレタンシートを作製した。なお、吸光係数比は、０．１７であった。
【００７３】
　そして、ガラスエポキシ樹脂製吸着板をのせたＸＹステージ上に、粘着シート面を下に
して粘着シート付きポリウレタンシートを配置した。平均出力５Ｗ、繰り返し周波数７０
ｋＨｚのＮｄ：ＹＡＧレーザーの第２高調波（５３２ｎｍ）をｆθレンズによりポリウレ
タンシート表面に６０μｍ径に集光して、ガルバノスキャナーによりレーザー光を２０ｍ
ｍ／秒の速度でスキャンして切断加工した。このとき、ポリウレタンシートは切断されて
いたが、粘着シートの基材は全く加工されていなかった。そして、粘着シートに紫外線を
照射して粘着剤層を硬化させた。その後、粘着シートを剥離してポリウレタンシートの粘
着シート貼り合わせ面（レーザー光出射面側）のレーザー加工周辺部を観察したところ、
基材及び吸着板に由来する分解物（付着物）は観察されなかった。
【００７４】
　比較例１
　実施例１において、ポリウレタンシートの片面にレーザー加工用粘着シートを設けなか
った以外は実施例１と同様の方法でポリウレタンシートにレーザー加工を施した。その後
、ポリウレタンシートのレーザー光出射面側の加工周辺部を観察したところ、ポリウレタ
ンの分解物及び吸着板として使用したガラスエポキシ樹脂の分解物が多量に付着していた
。その後、過マンガン酸カリウム水溶液によるデスミア処理を行ったが、付着した分解物
を完全に除去することはできなかった。
【００７５】
　比較例２
　エチレン酢酸ビニル共重合体からなる基材の代わりに、ポリエチレンナフタレートから
なる基材（厚さ１００μｍ）を用いた以外は実施例１と同様の方法でレーザー加工用粘着
シートを作製した。該粘着シートの吸光係数は、７６．３ｃｍ－１であった。
【００７６】
　前記レーザー加工用粘着シートを用いた以外は実施例１と同様の方法で切断加工した。
なお、吸光係数比は、１．５１であった。このとき、ポリウレタンシートは切断されてお
り、粘着シートもかなり加工されていた。また、ポリウレタンシートと粘着シートの界面
に気泡が発生していた。そして、粘着シートに紫外線を照射して粘着剤層を硬化させた。
その後、粘着シートを剥離してポリウレタンシートの粘着シート貼り合わせ面（レーザー
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ートに由来する分解物が多量に付着していた。
【００７７】
　実施例２
　エチレン酢酸ビニル共重合体からなる基材の代わりに、ポリメタクリル酸メチルからな
る基材（厚さ１００μｍ）を用いた以外は実施例１と同様の方法でレーザー加工用粘着シ
ートを作製した。該粘着シートの吸光係数は、１．７ｃｍ－１であった。
【００７８】
　前記レーザー加工用粘着シートを用い、加工する材料としてポリウレタンシートの代わ
りにシリコンウエハ（厚さ７５μｍ）を用いた以外は実施例１と同様の方法で切断加工し
た。このとき、シリコンウエハは切断されていたが、粘着シートの基材は全く加工されて
いなかった。そして、粘着シートに紫外線を照射して粘着剤層を硬化させた。その後、粘
着シートを剥離してシリコンウエハの粘着シート貼り合わせ面（レーザー光出射面側）の
レーザー加工周辺部を観察したところ、基材及び吸着板に由来する分解物（付着物）は観
察されなかった。
【００７９】
　上記実施例及び比較例から明らかなように、吸光係数比が１未満である粘着シートを選
択して使用することにより、分解物による被加工物表面の汚染を効果的に抑制することが
できる。また、金属系材料を加工する場合には、吸光係数が２０ｃｍ－１未満である粘着
シートを用いることにより、分解物による金属系材料表面の汚染を効果的に防止すること
ができる。そして、その後の分解物除去工程を大幅に簡素化できるため、環境負荷軽減に
寄与できるだけでなく生産性の向上も図ることができる。さらに、分解物の付着を回避で
きるため、レーザーの高パワー化によるスループットの向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明におけるレーザー加工品の製造方法の例を示す概略工程図である。
【図２】本発明におけるレーザー加工品の製造方法の他の例を示す概略工程図である。
【図３】レーザー光の光吸収アブレーションにより加工された積層体の断面を示す概略図
である。
【図４】半導体ウエハのダイシング方法の例を示す概略図である。
【符号の説明】
【００８１】
１　　被加工物
２　　レーザー加工用粘着シート
２ａ　粘着剤層
２ｂ　基材
３　　積層体
４　　吸着ステージ
５　　吸着板
６　　レーザー光
７　　半導体ウエハ
８　　ダイシングフレーム
９　　レーザー加工品
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