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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紫外線又は放射線に対し透過性を有する基材と、紫外線又は放射線により重合硬化反応
する粘着剤層とを備え、
　該粘着剤層が、少なくとも粘着付与剤、界面活性剤及びベースポリマーを含み、
　該ベースポリマー１００重量部に対して、テルペンフェノール樹脂を含む前記粘着付与
剤が０．１～７０重量部、前記界面活性剤が０．０２～８重量部含有されてなり、
　粘着付与剤が、１２０～２３０ＫＯＨｍｇ／ｇのヒドロキシル価を有することを特徴と
する基板加工用粘着シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウエハ及び／又は基板加工用粘着シートに関し、より詳細には、基材
と特定の成分を含む粘着剤層とを備える半導体ウエハ及び／又は基板加工用粘着シートに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、半導体ウエハ及び／又は基板をダイシング、エキスパンディングし、次いで
半導体ウエハ及び又は基板をピックアップすると同時にマウンティングする際、半導体ウ
エハ及び／又は基板を固定するために、半導体ウエハ及び／又は基板加工用シートが用い
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られている。
【０００３】
　このようなシートは、紫外線及び／又は放射線に対し透過性を有する基材上に、紫外線
及び／又は放射線により重合硬化反応する粘着剤層が塗布されており、ダイシング後に紫
外線及び／又は放射線を粘着剤層に照射し、粘着剤層を重合硬化反応させることにより、
粘着力を低下させて、半導体ウエハ、チップ又は基板等の個片をピックアップすることが
できる。
【０００４】
　例えば、このようなシートにおいて、粘着剤層がベースポリマーと、分子量１５０００
～５００００の多官能ウレタンアクリレート系オリゴマーと、ポリエステル系可塑剤と、
光重合開始剤とを含有し、ポリエステル系可塑剤の含有割合を、ベースポリマー１００重
量部に対して１～５０重量部とする半導体ウエハ加工用粘着シートが提案されている（例
えば、特許文献１等）。また、粘着剤層に分子量３０００～１００００程度の多官能ウレ
タンアクリレート系オリゴマーを使用することが提案されている（例えば、特許文献２等
）。
【０００５】
　しかし、最近では、ウエハ表面に５～１０μｍ程度の深さのレーザ照射により印字され
たマークが存在するウエハが増えてきている。また、半導体チップ等が搭載された基板が
樹脂封止されたパッケージにおいても、粘着テープ貼り付け面となる封止樹脂面に０．４
～１５μｍ程度の粗面をもつものやウエハと同様の方法で、印字された２５～４０μｍ深
さのマークが存在する基板が用いられてきている。
【０００６】
　このような凹凸を有する半導体ウエハ及び／又は基板を切断する場合、従来から用いら
れてきた粘着シートでは、貼り付け面に対して十分に凹凸追従をさせることができないた
め、十分な粘着力が得られず、結果的にウエハ又は基板切断時にチップ又はパッケージが
飛び、歩留まりが大幅に低下するという不具合が発生している。また、飛んだチップ等が
切断ブレードに衝突し、ブレードを破損するという不具合も発生している。
【０００７】
　これに対して、例えば、粘着剤中にＪＩＳ Ｋ００７０－１９９２ ７．１中和滴定法に
よって導き出されるヒドロキシル価を５０～１５０ＫＯＨｍｇ／ｇとする特定の粘着付与
剤を用いてシートを構成することにより、印字の有無にかかわらず、半導体基板に対して
切断時のチップ等の飛びを防止する方法が提案されている（例えば、特許文献３等）。
【０００８】
　一方、近年、環境を考慮した製品化の流れに伴い、封止樹脂において、添加剤として、
従来とは異なる種類の金属石鹸による安定化剤を用いたり、脱ハロゲン難燃剤を適用した
り、これにあわせて、封止樹脂の特性を維持するためにこれまでとは異なる種類／組成等
の樹脂が用いられている。
　従って、被着体である半導体ウエハ及び／又は基板に用いられている封止樹脂等のこの
ような変遷に起因して、特許文献３で提案された特定の粘着付与剤を用いるのみでは、切
断時のチップ飛びを完全に防止できないという不具合が新たに生じてきた。
【０００９】
　また、被着体における封止樹脂及び／又は添加剤の種類や、封止樹脂表面に一般的に塗
布されている離型剤（例えば、ワックス）の量が少なすぎたり、ばらついたりと適切でな
い場合など、粘着剤層における粘着力が紫外線照射後に所定の値まで低下せず、ピックア
ップ工程において個片をピックアップできないことがあり。無理にピックアップすること
により、封止樹脂内部から剥がれが生じたり、封止樹脂表面に全面糊残りを生じるという
不具合が発生する。
【特許文献１】特開平６－４９４２０号公報
【特許文献２】特開昭６２－１５３３７６号公報、
【特許文献３】特開２００５－２２９０４０号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、半導体ウエハ及び／又は基板等の被着体
表面の凹凸にかかわらず、貼り付け面に対して良好に凹凸追従させることにより十分な粘
着力を確保しながら、紫外線及び／又は放射線の照射後に、ピックアップ等を行う際の最
適値まで接着力を低下させ、粘着剤の残留を完全に残さない安定した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】
【００１１】
　本発明者らは、従来技術における課題から、この種の粘着シートにおいて、粘着時には
高い粘着力及び凝集力を維持し、それにより、チップ等を粘着シートに強固に粘着させる
とともに、良好な凹凸追従性を確保して、ダイシング時等の飛びを防止し、ピックアップ
工程では粘着力を低減させて、それにより、被着体への接着剤の残存が生じないで、かつ
ピックアップを容易にさせるという相反する両機能が要求されていることを突き止めた。
そして、その相反する両機能に関して鋭意検討を行った結果、粘着力の増強については粘
着付与剤の機能を利用し、ピックアップ工程での粘着力の低下については界面活性剤の機
能を利用することにより、予想外にも両機能が相殺されることなく、上記課題を解決し得
ることを見出し、本発明の完成に至った。
　すなわち、本発明の基板加工用粘着シートは、放射線に対し透過性を有する基材と、放
射線により重合硬化反応する粘着剤層とを備え、該粘着剤層が、少なくとも粘着付与剤、
界面活性剤及びベースポリマーを含み、該ベースポリマー１００重量部に対して、テルペ
ンフェノール樹脂からなる前記粘着付与剤が０．１～７０重量部、前記界面活性剤が０．
０２～８重量部含有されてなり、粘着付与剤が、１２０～２３０ＫＯＨｍｇ／ｇのヒドロ
キシル価を有することを特徴とする。
                                                                                
      
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の半導体ウエハ及び／又は基板加工用粘着シートは、被着体である半導体ウエハ
及び／又は基板等における粘着シート貼り付け面の凹凸にかかわらず、紫外線及び／又は
放射線の照射前には十分な粘着力と凝集力を確保して、貼り付け面に対して良好に凹凸追
従させることにより被着体との密着性を維持しながら、紫外線及び／又は放射線の照射後
には、ピックアップ等を行う際の最適値まで接着力を低下させることができる。これによ
り、ダイシング時等における半導体ウエハ及び／又は基板の飛び等の不具合を完全に又は
ほとんど防止することができるとともに、得られた半導体ウエハ及び／又は基板の被着表
面に粘着剤残渣を完全に又はほとんど残さない安定した粘着シートを得ることが可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の半導体ウエハ及び／又は基板加工用粘着シートは、主として、基材と粘着剤層
とを備えて構成され、粘着剤層は、少なくとも粘着付与剤と界面活性剤とを含む粘着剤に
より形成されている。
　つまり、粘着剤層における粘着付与剤は、通常、粘着力を増強させるために用いられて
いるものであり、一方、界面活性剤は、粘着剤層では、通常、粘着力を低下させる作用を
有する。従って、これら相反する作用を有する成分／剤を、同じ粘着剤内で併用すること
は従来行われていなかった。特に、粘着付与剤のように、粘着剤を構成するベースポリマ
ーに対して比較的分子量が低い場合には、界面活性剤の作用により、粘着付与剤の機能を
低下させる懸念があった。そして、これらの作用を考慮すると、両者を同じ接着剤内で併
用する場合には、粘着力における相殺により、粘着力を維持・増強させる作用を有すると
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は考え難く、実際、これらの作用を意図して両者を配合することは行われていなかった。
しかし、本発明においては、両者を配合することにより、粘着付与剤を最大限に粘着機能
させ得る段階では、粘着剤を構成する成分中において未硬化成分が残存するため、界面活
性剤による粘着剤成分の結合／架橋の切断による粘着力の低下作用がほとんど現れず、粘
着力を低下させず、粘着付与剤の機能のみを発揮させ、一方、粘着剤を完全に硬化させて
半導体ウエハ及び／又は基板等の個片をピックアップする段階では、粘着剤を構成する成
分における結合／架橋の切断機能を最大限に発揮するとともに、界面活性剤が粘着剤層と
個片との界面に集中することにより、両者の間に剥離機能を付与することができることを
予想外かつ新たに見出し、粘着力の相殺をもたらすことなく、粘着力を向上させ、個片の
飛び等の不具合と、ピックアップ及び糊残り等の不具合との相反する課題を同時に解決す
るに至った。
【００１４】
　本発明において用いられる基材は、紫外線及び／又は放射線に対し透過性を有していれ
ば、特に限定されるものではなく、例えば、紫外線、Ｘ線、電子線等の放射線の少なくと
も一部を透過するものであればよく、例えば、７５％程度以上、８０％程度以上、９０％
程度以上の透過性を有しているものが好ましい。具体的には、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化
ビニリデン、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル、ポリイミド、ポリエーテ
ルエーテルケトン；低密度ポリエチレン、直鎖状ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高
密度ポリエチレン、超低密度ポリエチレン、ランダム共重合ポリプロピレン、ブロック共
重合ポリプロピレン、ホモポリプロレン、ポリブテン、ポリメチルペンテン等のポリオレ
フィン；ポリウレタン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、アイオノマー樹脂、エチレン－
（メタ）アクリル酸共重合体、エチレン－（メタ）アクリル酸エステル（ランダム、交互
）共重合体、エチレン－ブテン共重合体、エチレン－ヘキセン共重合体、フッ素樹脂、セ
ルロース系樹脂及びこれらの架橋体などのポリマー等により形成されたものを挙げること
ができる。これらは、単層であっても多層構造であってもよい。基材の厚さは、通常、５
～４００μｍ程度が適しており、２０～３００μｍが好ましい。
【００１５】
　基材上に設けられる粘着剤層は、紫外線及び／又は放射線により重合硬化反応を起こし
得る粘着剤からなるものであれば特に限定されず、少なくとも粘着付与剤と界面活性剤と
の双方を含有する。
【００１６】
　粘着付与剤は、ヒドロキシル価が１２０～２３０ｍｇ／ｇであることが好ましく、１２
０～２１０ｍｇ／ｇであることがより好ましい。ヒドロキシル価が大きすぎたり、小さす
ぎる場合には、封止樹脂に対して紫外線照射前において十分な接着性を付与されない傾向
がある。また、粘着シートの貼り付け面における封止樹脂等の種類によっては、あるいは
その樹脂表面に添加又は付着した離型剤の存在が少ない場合には、紫外線照射後所定の値
まで粘着力が下がらない傾向がある。
【００１７】
　粘着付与剤は、ベースポリマー１００（重量）部に対し、０．１～７０部、さらに１～
５０部で用いることが好ましい。粘着付与剤の割合が小さくなりすぎると粘着力の上昇の
効果が小さくなり、一方、大きくなりすぎると粘着シートの保存安定性が低下しやすくな
り、長期間安定した特性を得ることが困難となる。
【００１８】
　水酸基を含有し、特定のヒドロキシル価を有する粘着付与剤としては、例えば、テルペ
ンフェノール樹脂、ロジンフェノール樹脂、アルキルフェノール樹脂等が挙げられる。
　テルペンフェノール樹脂としては、アルファーピネン・フェノール樹脂、ベーターピネ
ンフェノール樹脂、ジペンテン・フェノール樹脂、テルペンビスフェノール樹脂等が挙げ
られる。テルペンフェノール樹脂を用いることにより、ベースポリマーに対する高い相溶
性が得られるため、テープ保存中における粘着剤の変化が殆どなく、長期間安定した品質
を維持することが可能となる。
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　粘着付与剤は、通常、ベースポリマーに対して分子量の低いものが用いられ、例えば、
数万程度以下、１万程度以下、数千程度以下の分子量のものが挙げられる。
【００１９】
　界面活性剤は、イオン性界面活性剤及び非イオン性界面活性剤のいずれをも用いること
ができる。例えば、エステルタイプ、エーテルタイプ、ポリオキシエチレンアルキルエー
テル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリエチレングリコール、ポリエ
チレングリコール、カルボン酸タイプ、スルホン酸タイプ、アミノ酸タイプ、アミンタイ
プ等種々のものが挙げられる。粘着剤中の相溶性の点から、分子量は２０００以下、さら
に１５００以下であることが好ましい。ただし、粘着剤と親和性のよい分子構造を有する
場合はその限りではない。特に、４級アンモニウム塩型を用いる場合には、帯電防止効果
を付与することができる。これらは１種のみでも２種以上混合して用いてもよい。
【００２０】
　なかでも、エステルタイプ、つまりエステル化合物又はその誘導体を含むものが好まし
く、その炭素数は１０以上であることが好ましい。表面に離型剤の存在が少ない被着体に
対して飛びとピックアップ性の双方を両立させることができる。さらに、１５以上のアル
キル基を有するエステル化合物であることが好ましい。この化合物のアルキル基の炭素数
が小さくなりすぎると、これを含有する粘着剤の初期粘着力が低下しやすい傾向がある。
この炭素数の実質的な上限は、工業的な入手のしやすさ、分子量分布の広がり、耐熱性（
つまり、融点の上限が約１１０℃）等の観点から、５０～６０程度が適している。このよ
うなエステル化合物の融点は、４０℃以上であることが好ましい。高温下、長時間保存し
ても安定に存在できるからである。その結果、本発明の粘着組成物を粘着層に使用したシ
ートを被着体に貼りつけて高温下、長時間保存しても、これらの間の接着性の増加が抑制
される。
【００２１】
　このようなエステル化合物としては、例えば、炭素数１０以上、好ましくは１５以上の
アルキル基を有する高級アルコールとカルボン酸、硫酸、亜硫酸、リン酸、亜リン酸等の
酸とのエステル化合物（モノエステル、ジエステル、トリエステル）が例示される。これ
らの中でも、高級アルコールとリン酸とのモノエステル、ジエステル又はトリエステルを
好適に使用することができる。高級アルコールとしては、例えば、ステアリルアルコール
(炭素数１８)、ドコサノール－１（炭素数２２）、テトラコサノール－１（炭素数２４）
、ヘキサコサノール－１（炭素数２６）、オクタコサノール－１（炭素数２８）、ノナコ
サノール－１（炭素数２９）、ミリシルアルコール（炭素数３０）、メリシルアルコール
（炭素数３１）、ラクセリルアルコール（炭素数３２）、セロメリシルアルコール（炭素
数３３）、テトラトリアコタノール－１（炭素数３４）、ヘプタトリアコタノール－１（
炭素数３５）、テトラテトラコタノール－１（炭素数４４）等が挙げられる。上記の酸の
うち、カルボン酸としては、例えば、ギ酸、酢酸安息香酸等のモノカルボン酸、シュウ酸
、コハク酸、トリカルバリル酸等の多価カルボン酸等が挙げられる。
【００２２】
　高級アルコールのエステル化合物は、高級アルコールと、カルボン酸、硫酸、亜硫酸、
リン酸、亜リン酸等の酸とを、有機溶媒中、塩酸等の酸触媒の存在下で、加熱還流して生
成する水を脱水することにより製造される。また、エステル化合物又はその誘導体として
、炭素数１０以上、好ましくは１５以上のアルキル基を有するカルボン酸とアルコールと
のエステル化合物を用いてもよい。
　他のタイプの界面活性剤として、市販されており、半導体プロセス等において汚染をも
たらないものを適宜選択して使用することができる。
【００２３】
　本発明において、界面活性剤、例えば、エステル化合物又はその誘導体は、ベースポリ
マー１００重量部に対して、好ましくは０．０２～８重量部、さらに０．０５～２重量部
配合されることが好ましい。配合量が小さくなりすぎると、実質的に添加による効果が期
待できず、逆に大きくなりすぎると、紫外線照射前の初期接着力が低く粘着組成物として
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の役割を期待できず、また粘着剤との相溶性が悪くなるため、剥離後の被着体表面を汚染
することがある。
【００２４】
　本発明における粘着剤は、一般的に使用されている感圧性粘着剤を使用することができ
、炭素－炭素二重結合等の紫外線及び／又は放射線硬化性の官能基を有する化合物をベー
スポリマーとして含むものが適している。ベースポリマーとしては、従来公知の粘着剤用
のベースポリマーを適宜選択して使用することができ、例えば、アクリル系ポリマー又は
エラストマー、具体的には、（メタ）アクリル酸又はそのエステルと、（メタ）アクリル
酸又はそのエステルと共重合可能なモノマー等とを重合させてなるアクリル系ポリマー、
天然又は合成ゴム等のポリマー等を好適に使用することができる。その分子量は、３００
０００～１５０００００、さらに３０００００～１１０００００が好ましい。分子量が小
さくなりすぎると切断時に切断ずれが生じやすく、大きくなりすぎると粘着付与剤やその
他の添加成分と相溶性が得られにくい場合がある。また、特許第３７９７６０１号公報、
上述した特許文献１～３等に挙げられているベースポリマーを用いてもよい。
【００２５】
　ベースポリマーを構成する共重合可能なモノマーは、（メタ）アクリル酸のヒドロキシ
アルキルエステル（例えば、ヒドロキシエチルエステル、ヒドロキシブチルエステル、ヒ
ドロキシヘキシルエステル等）；（メタ）アクリル酸グリシジルエステル；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、フマル酸、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、無水イタコン酸などの酸無水物モノマー；（メタ）アクリル
アミド；（メタ）アクリル酸Ｎ－ヒドロキシメチルアミド；（メタ）アクリル酸アルキル
アミノアルキルエステル（例えば、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ｔ－ブチルア
ミノエチルメタクリレート等）；Ｎ－ビニルピロリドン；アクリロイルモルフォリン；酢
酸ビニル；スチレン；アクリロニトリル；Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、側鎖にアル
コキシル基を含むモノマーとして、例えば、（メタ）アクリル酸メトキシエチル、（メタ
）アクリル酸エトキシ等、種々ものが挙げられる。これら共重合性モノマーは、１種又は
２種以上の混合物として使用してもよい。
【００２６】
　ペースポリマーは、その分子中に、炭素－炭素二重結合を有しない又は有するにかかわ
らず、任意に炭素－炭素二重結合を有する成分、一官能性もしくは多官能性成分又はそれ
らの混合物を含んでいてもよい。好ましくは、架橋させるために、多官能性及び／又は紫
外線（放射線）硬化性の成分を含むことができる。このような成分としては、例えば、（
メタ）アクリレート系オリゴマー、モノマー等が挙げられる。
　具体的には、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、１，４－ブタンジオールジ（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、ペンタエリストールテトラ（メタ）アクリレート
、ジペンタエリス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、ウレタン（メタ）アクリレート等、さらに、ウレタン系、ポリエーテ
ル系、ポリエステル系、ポリカーボネート系、ポリブタジエン系など種々のオリゴマーが
挙げられ、その分子量が１００～３００００程度の範囲のものが適当である。これら成分
は１種又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２７】
　特に、ウレタン系（メタ）アクリレート系オリゴマーは、分子内に２～４個、さらに２
個のアクリロイル基を有するものが好ましく、例えば、６０～９０℃に保持した反応槽で
、まずジイソシアネートとポリオールとを反応させ、反応が完了した後、ヒドロキシ（メ
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タ）アクリレートを添加してさらに反応させる方法等により製造することができる。
　ジイソシアネートとしては、例えば、トルエンジイソシアネート、ジフェニルメタンジ
イソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、フェニレンジイソシアネート、ジシ
クロヘキシルメタンジイソシアネート、キシレンジイソシアネート、テトラメチルキシレ
ンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート等を挙げることができる。
　ポリオールとしては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジ
オール、ヘキサンジオール等を挙げることができる。
　ヒドロキシ（メタ）アクリレートとしては、例えば、２－ヒドルキシエチル（メタ）ア
クリレート、２－ヒドルキシプロピル（メタ）アクリレート等を挙げることができる。
【００２８】
　ベースポリマーとして使用されるエラストマーとしては、例えば、天然ゴム、合成イソ
プレンゴム、スチレンブタジエンゴム、スチレン・ブタジエン・スチレンブロック共重合
体、スチレン・イソプレン・スチレンブロックク共重合体、ブチルゴム、ポリイソブチレ
ン、ポリブタジエン、ポリビニルエーテル、シリコーンゴム、ポリビニルイソブチルエー
テル、酢酸ビニルポリマー、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、グラフトゴム、再生ゴム
、スチレン・エチレン・ブチレンブロック共重合体、スチレン・プロピレン・ブチレンブ
ロック共重合体、スチレン・イソプレン共重合体、アクリロニトリル・ブタジエン共重合
体、アクリロニトリル・アクリル酸エステル共重合体、メチル・メタアクリレート・ブタ
ジエン共重合体、ポリイソブチレン・エチレン・プロピレン共重合体、エチレン酢酸ビニ
ル共重合体、又はアクリルゴム（アクリル酸アルキル共重合体、アクリル酸アルキル・ア
クリル酸アルコキシアルキル共重合体）等が挙げられる。
【００２９】
　本発明において、特に、ベースポリマーとして、アクリル系ポリマーを用いた場合には
、任意に架橋剤を添加してもよい。架橋剤は、ベースポリマーを三次元架橋させ、粘着剤
層に、さらに十分な凝集力を与えることができる。架橋剤としては、例えば、ポリイソシ
アネート化合物、ポリグリシジル化合物、アジリジン化合物、メラミン化合物、多価金属
キレート化合物等の公知のものが使用できる。架橋剤を添加する際の配合割合は、ベース
ポリマー１００重量部に対して０．０１～１０重量部、特に０．０５～５重量部の範囲で
あるのが好ましい。架橋剤の配合割合が小さすぎると架橋剤を添加した効果が得られず、
一方大きすぎると過剰となり粘着剤層中に遊離残存し、ウエハ又は半導体基板を汚染する
原因となり、好ましくない。
【００３０】
　また、本発明の粘着剤又は上述したベースポリマーには、さらに、軟化剤、老化防止剤
、硬化剤、充填剤、紫外線吸収剤、光安定剤、（光）重合開始剤等の１種以上を適宜選択
して添加してもよい。なお、各剤は、単一種を単独で使用してもよいし、複数種を組み合
わせて用いてもよい。
【００３１】
　軟化剤としては、例えば、可塑剤、ポリブテン、液状粘着付与剤樹脂、ポリイソブチレ
ン低重合物、ポリビニルイソブチルエーテル低重合物、ラノリン、解重合ゴム、プロセス
オイル又は加流オイル等が挙げられる。
【００３２】
　老化防止剤としては、フエノール系老化防止剤（例えば、２，６ジ・ターシヤリブチル
－４－メチルフエノール、１，１ビス（４ヒドロキシフエノール）シクロヘキサン等)、
アミン系老化防止剤（例えば、フエニールベーターナフチルアミン等）、ベンズイミダゾ
ール系老化防止剤等（例えば、メルカプトベンゾイダゾール等）、２，５ジ・ターシヤリ
ブチルハイドロキノン等が挙げられる。
【００３３】
　ゴム系粘着剤の硬化剤としては、イソシアネート、硫黄及び加硫促進剤、ポリアルキル
フエノール、有機過酸化物等が挙げられる。イソシアネートとしては、例えば、フエニレ
ンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、ジフエニルメタジイソシアネート、ヘ
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キサメチレンジイソシアネート又はシクロヘキサンジイソシアネートが挙げられる。硫黄
及び加硫促進剤としては、例えば、チアゾール系加硫促進剤、スルフエンアミド系加硫促
進剤、チウラム系加硫促進剤、ジチオ酸塩系加硫促進剤等が挙げられる。ポリアルキルフ
エノールとしては、例えば、ブチルフエノール、オクチルフエノール、ノニルフエノール
等が挙げられる。有機過酸化物としては、例えば、ジクロミルパーオキサイド、ケトンパ
ーオキサイド、パーオキシケタール、ハイドロパーオキサイド、ジアルキルパーオキサイ
ド、パーオキシエステル又はパーオキシジカーボネート等が挙げられる。
【００３４】
　充填剤としては、例えば、亜鉛華、酸化チタン、シリカ、水酸化アルミニウム、炭酸カ
ルシウム、硫酸バリウム、澱粉、クレー又はタルク等が挙げられる。
【００３５】
　光重合開始剤は、紫外線を照射することにより励起、活性化してラジカルを生成し、多
官能オリゴマーをラジカル重合により硬化させる作用を有する。具体的には、４－フェノ
キシジクロロアセトフェノン、４－ｔ－ブチルジクロロアセトフェノン、ジエトキシアセ
トフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、１－（４
－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、１－（４
－ドデシルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、４－（２－ヒ
ドロキシエトキシ）フェニル（２－ヒドロキシ－２－プロピル）ケトン、１－ヒドロキシ
シクロヘキシルフェニルケトン、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２
－モルフォリノプロパン－１等のアセトフェノン系光重合開始剤、ベンゾイン、ベンゾイ
ンメチルエーテル、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
ゾインイソブチルエーテル、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン等のベン
ゾイン系光重合開始剤、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、ベンゾイル安息香酸メチ
ル、４－フェニルベンゾフェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４'－
メチルジフェニルサルファイド、３，３'－ジメチル－４－メトキシベンゾフェノン等の
ベンゾフェノン系光重合開始剤、チオキサントン、２－クロルチオキサントン、２－メチ
ルチオキサントン、２，４－ジメチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、２
，４－ジクロロチオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２，４－ジイソプロ
ピルチオキサントン等のチオキサントン系光重合開始剤、α－アシロキシムエステル、ア
シルホスフィンオキサイド、メチルフェニルグリオキシレート、ベンジル、カンファーキ
ノン、ジベンゾスベロン、２－エチルアントラキノン、４'，４"－ジエチルイソフタロフ
ェノン等の特殊光重合開始剤等を挙げることができる。
【００３６】
　光重合開始剤の配合割合は、ベースポリマー１００重量部に対して、０．１～１５重量
部、特に０．５～１０重量部の範囲であるのが好ましい。光重合開始剤の配合割合が小さ
すぎると、紫外線及び／又は放射線照射における多官能オリゴマー又はモノメーに対する
硬化作用が乏しくなり、粘着力の低下が不十分となる。大きすぎると、熱あるいは蛍光灯
下での安定性が悪くなる。
【００３７】
　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してもよい。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が挙げられる。また、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
ピオンアミド等のアゾ化合物を使用してもよい。これらは、単独で用いてもよいし、２種
以上併用して使用してもよい。
【００３８】
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　本発明において、粘着剤層を基材上に形成し、半導体ウエハ又は半導体基板加工用粘着
シートを製造する方法は、粘着剤層を構成する成分をそのまま又は適当な有機溶剤により
溶解し、塗布又は散布等により基材上に塗工し、例えば、８０～１００℃、３０秒～１０
分間程度加熱処理等することにより乾燥させる方法が挙げられる。
　本発明において、前記粘着剤層の厚さは特に限定されるものではないが、３～３５μ程
度であるのが好ましい。
【００３９】
　本発明の半導体ウエハ加工及び又は基板加工用粘着シートは、通常、用いられている方
法で使用することができる。例えば、半導体ウエハ及び又は基板を貼り付けて固定した後
、回転丸刃で半導体ウエハ又は基板を素子小片（チップ）に切断する。その後、加工用粘
着シートの基材側から紫外線及び／又は放射線を照射し、次いで、専用治具を用いてウエ
ハ加工用粘着シートを放射状にエキスパンディグ（拡大）し、素子小片（チップ）間隔を
一定間隔に広げ、その後、素子小片（チップ）をニードル等で突き上げると共に、エアピ
ンセット等で吸着すること等によりピックアップすると同時にマウンティングする方法が
挙げられる。
　なお、本発明の粘着シートは、半導体ウエハ、半導体基板、単数又は複数のチップ等を
リード及び封止樹脂等で個々に又は一体的に封止した封止樹脂基板など、種々の被着体に
対して用いることができる。また、被着体の貼り付け面は、半導体に限らず、金属、プラ
スチック、硝子、セラミック等の無機物など、種々の材料とすることができる。また、本
発明の粘着シートは、特に表面に微細な凹凸、いわゆる梨子地状などの凹凸がある被着面
を有するもの、レーザ等による印字がある被着面を有するものなどに対して、さらに、被
着面の少なくとも１箇所以上に、１００μｍ程度以下の深さの窪み（より適切には、５０
μｍ程度以下の窪み、さらに０．４～４０μｍ程度の窪み）を有する被着面を備えるもの
に良好に利用することができる。
【００４０】
　以下に本発明の半導体ウエハ及び／又は基板加工用粘着シートの実施例及び比較例をさ
らに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、粘着付与剤に
おけるそのヒドロキシル価はJIS K0070-1992 7.1中和滴定法によって導き出される値のも
のを用いた。
【００４１】
　実施例１
　アクリル酸メチル２０重量部とアクリル酸１０重量部とアクリル酸２エチルヘキシル８
０部とを共重合して得られた重量平均分子量８０万の共重合体（固型分３５％）１００重
量部、多官能アクリレート系オリゴマー（日本合成化学製ＵＶ－１７００）を１００重量
部、粘着付与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノ
ール樹脂(ヤスハラケミカル社製ＹＳポリスターＮ１２５)を１５重量部、界面活性剤とし
てリン酸エステル系界面活性剤（東邦化学工業（株）製、商品名フォスファノールＲＬ－
２１０、アルキル基の炭素数１８）０．４部（５０℃に加熱したトルエンに固形分濃度が
２％となるように溶解した溶液を配合）、架橋剤としてポリイソシアネート化合物（商品
名「コロネートＬ」、日本ポリウレタン製）１重量部、光重合開始剤（チバスペシャリテ
ィーケミカルズ製、イルガキュア６５１）を３重量部を配合した粘着剤層となる樹脂溶液
を配合・調整した。
　この溶液を、シリコーン剥離処理した厚さ３８μのポリエステルフィルムに、乾燥後の
厚さが２０μｍになるように塗工し、１２０℃にて５分間乾燥した。
　その後、基材となる１５０μのポリエチレンフィルムをラミネートし、半導体加工用シ
ートを作製した。
　得られた半導体ウエハ加工用粘着シートを５０℃加温にて、４日以上熟成し、下記に示
す評価を実施した。その結果を表１に示す。
【００４２】
　実施例２
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　実施例１の粘着剤溶液の調整時に、粘着付与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０
ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂のかわりに２００～２１０ＫＯＨｍｇ／ｇのテ
ルペンフェノール樹脂(ヤスハラケミカル社製マイティーエースＫ１２５)を配合し、粘着
組成物を調製した以外は、実施例1と同様の操作にて粘着シートを作成し、後に示す評価
を実施した。
【００４３】
　実施例３
　実施例１の粘着剤溶液の調整時に、粘着付与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０
ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂のかわりに１３０～１４０ＫＯＨｍｇ／ｇのテ
ルペンフェノール樹脂(ヤスハラケミカル社製マイティーエースＧ１２５)を配合し、粘着
組成物を調製した以外は、実施例1と同様の操作にて粘着シートを作成し、後に示す評価
を実施した。
【００４４】
　実施例４
　実施例１のリン酸エステル系界面活性剤を２重量部に変更して配合し、粘着組成物を調
製した以外は、実施例１と同様の操作にて粘着シートを作成し、後に示す評価を実施した
。
【００４５】
　実施例５
　実施例１のリン酸エステル系界面活性剤の代わりに、アルキルフェノール型非イオン界
面活性剤(日本油脂(株)製商品面ノニオンNS-230)を６重量部配合し、かつ、粘着付与剤と
してヒドロキシル価が１６０～１７０ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂を１５重
量部から５０重量部に増量し、粘着組成物を調製した以外は、実施例1と同様の操作にて
粘着シートを作成し、後に示す評価を実施した。
【００４６】
　実施例６
　実施例１のリン酸エステル系界面活性剤の代わりに、ポリオキシアルキレンアルキルエ
ーテル(第１工業製薬(株)製商品面ノイゲンＥＡ－１４２)を０．０２重量部配合し、かつ
、粘着付与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノー
ル樹脂を１５重量部から１重量部に減らし、粘着組成物を調製した以外は、実施例1と同
様の操作にて粘着シートを作成し、後に示す評価を実施した。
【００４７】
　実施例７
　実施例１のリン酸エステル系界面活性剤の代わりに、ポリオキシアルキレンブロックポ
リマー(第１工業製薬(株)製商品面エパン７１０)を０．０２重量部配合し、かつ、粘着付
与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂を
１５重量部から５０重量部に増やし、粘着組成物を調製した以外は、実施例1と同様の操
作にて粘着シートを作成し、後に示す評価を実施した。
【００４８】
　実施例８
　実施例１のリン酸エステル系界面活性剤の代わりに、ポリオキシアルキレンブロックポ
リマー(第１工業製薬(株)製商品面エパン７１０)を０．０５重量部配合し、かつ、粘着付
与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂１
５重量部から６０重量部に増やし、粘着組成物を調製した以外は、実施例1と同様の操作
にて粘着シートを作成し、後に示す評価を実施した。
【００４９】
　実施例９
　実施例１のリン酸エステル系界面活性剤の代わりに、ポリオキシアルキレンブロックポ
リマー(第１工業製薬(株)製商品面エパン７１０)を１．５重量部配合し、かつ、粘着付与
剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂を１
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５重量部から３重量部に減らし、粘着組成物を調製した以外は実施例1と同様の操作にて
粘着シートを作成し、後に示す評価を実施した。
【００５０】
　比較例１
　実施例１の粘着剤溶液の調整時に、粘着付与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０
ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂のかわりに２４０～２５０ＫＯＨｍｇ／ｇのテ
ルペンフェノール樹脂(ヤスハラケミカル社製ＹＰ－９０Ｌ)を配合し、粘着組成物を調製
した以外は、実施例１と同様の操作にて粘着シートを作成し、後に示す評価を実施した。
【００５１】
　比較例２
　実施例１の粘着剤溶液の調整時に、粘着付与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０
ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂のかわりに６０～７０ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペ
ンフェノール樹脂(ヤスハラケミカル社製ＹＳポリスターＴ１３０)を配合し、粘着組成物
を調製した以外は、実施例１と同様の操作にて粘着シートを作成し、後に示す評価を実施
した。
【００５２】
　比較例３
　実施例１の粘着剤溶液の調整時に、粘着付与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０
ＫＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂を除いて粘着組成物を調製した以外は、実施例
１と同様の操作にて粘着シートを作成し、後に示す評価を実施した。
【００５３】
　比較例４
　実施例１の粘着剤溶液の調整時に、界面活性剤として配合しているリン酸エステル系界
面活性剤を除いて粘着組成物を調製した以外は実施例１と同様の操作にて粘着シートを作
成し、後に示す評価を実施した。
【００５４】
　比較例５
　実施例１の粘着剤溶液の調整時に界面活性剤として配合しているリン酸エステル系界面
活性剤を０．００７重量部、かつ、粘着付与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０Ｋ
ＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂を１５重量部から１重量部に減らし、粘着組成物
を調製した以外は、実施例1と同様の操作にて粘着シートを作成し、後に示す評価を実施
した。
【００５５】
　比較例６
　比較例５の粘着剤溶液の調整時に粘着付与剤としてヒドロキシル価が１６０～１７０Ｋ
ＯＨｍｇ／ｇのテルペンフェノール樹脂１５重量部から５０重量部に増やし、粘着組成物
を調製した以外は、実施例1と同様の操作にて粘着シートを作成し、後に示す評価を実施
した。
【００５６】
　テープ貼り付け
　半導体チップがうめこまれた基板の封止樹脂面（樹脂面に深さ１５μｍのレーザ印字が
あるタイプ）に日東精機製Ｍ－２８６Ｎの貼り付け装置を用い、速度６０ｍｍ／ｓｅｃ、
テーブル温度４５℃にて、実施例及び比較例で製造した粘着シートを貼り合せた。そして
、紫外線照射前の基板に対する粘着力を測定した。粘着力は、測定温度が２３±３℃、剥
離角度が９０°、剥離速度が３００ｍｍ／分（ＡＳＴＭ Ｄ１０００に準拠）の条件下に
、Ｓｉミラーウエハ上で測定した場合の値である。
【００５７】
　切断
　ＤＩＳＣＯ製ＤＦＧ－６５１のダイサーを用い、回転数：３８０００ｒｐｍ，刃厚：３
００μｍのレジンブレードを用いて、粘着剤層及び基材との切り込みの総量を９０μｍと
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し、速度４０ｍｍ／ｓｅｃ、切断時水量：１．５Ｌ／分の条件で切断を実施した。この際
に、切断した２０００個のパッケージに対する飛んだパッケージの数を確認した。
【００５８】
　粘着剤硬化のためのＵＶ照射
　切断後、基材側から２０ｍＷ／ｃｍ2の高圧水銀ランプを用いて３０秒間紫外線を照射
し、粘着剤層を硬化させた。そして、紫外線照射後の基板に対する粘着力を測定した。
　その後、室温まで冷却し、手でパッケージを剥離し、２０００個のパッケージに対する
剥離可能の有無（剥離作業性）及び基板表面への粘着剤残渣の有無を確認した。
　その結果を表１及び表２に示す。
【００５９】

【表１】

【表２】

【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、半導体ウエハ、例えば、シリコンウエハ、ゲルマニウムウエハ、ガリウム・
ヒ素ウエハ、回路基板、セラミック基板、金属基板及びこれら封止樹脂で封止した封止樹
脂基板等の広範囲の加工の全てに対して利用することができる。
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