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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基材（１）上に放射線硬化型粘着剤により形成された粘着剤層（２）を有し、当該
粘着剤層（２）上にはダイ接着用接着剤層（３）を有するダイシング・ダイボンドフィル
ムを用いたチップ状ワークの固定方法であって、
　ダイ接着用接着剤層（３）は、粘着剤層（２）上の一部にワーク貼り付け部分（３ａ）
として設けられており、
　当該ワーク貼り付け部分（３ａ）は、貼り付けられるワーク面の全面を貼り付けること
ができ、ワーク面が直径ｍ１（但し、１インチ≦ｍ１≦１２インチ）の円形であり、ワー
ク貼り付け部分（３ａ）が直径ｍ２の円形である場合にｍ２＞ｍ１を満足し、かつ、幅差
（ｍ２－ｍ１）は０．１ｍｍ≦（ｍ２－ｍ１）であり、
　さらに前記ワーク貼り付け部分（３ａ）は、粘着剤層（２）上に貼り付けられるダイシ
ングリングの内径内に収まるように設計されており、ダイシングリングの内径をｍ３とし
た場合にｍ３＞ｍ２の関係を満たし、かつ、５ｍｍ≦（ｍ３－ｍ２）であり、
　前記粘着剤層（２）は、ワーク貼り付け部分（３ａ）に対応する部分（２ａ）が放射線
照射されたものであって直径ｍ４の円形である場合にｍ２＞ｍ４の関係を満たし、かつ、
ワーク貼り付け部分（３ａ）に対応する部分（２ａ）の粘着力が０．０６５～０．０９Ｎ
／１０ｍｍであり、それ以外の部分（２ｂ）の粘着力が３．５５～４．８Ｎ／１０ｍｍで
あり、
　粘着剤層（２ａ）の粘着力＜粘着剤層（２ｂ）の粘着力、
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を満足するダイシング・ダイボンドフィルムを用意し、
　前記ダイシング・ダイボンドフィルムのワーク貼り付け部分（３ａ）上に、ワークを圧
着する工程と、
　粘着剤層（２）に於ける前記それ以外の部分（２ｂ）にダイシングリングを圧着する工
程と、
　ワークをチップ状にダイシングする工程と、
　チップ状ワークをダイ接着用接着剤層（３ａ）とともに粘着剤層（２）から剥離する工
程と、
　ダイ接着用接着剤層（３ａ）を介して、チップ状ワークを被着体に接着固定する工程と
を有し、
　前記ワークの圧着工程からチップ状ワークの剥離工程までは、粘着剤層（２）に放射線
を照射することなく行うことを特徴とするチップ状ワークの固定方法。
【請求項２】
　ダイ接着用接着剤層（３ａ）が、熱硬化性ダイ接着剤により形成されたものであること
を特徴とする請求項１記載のチップ状ワークの固定方法。
【請求項３】
　ダイ接着用接着剤層（３ａ）が、非導電性であることを特徴とする請求項１又は２記載
のチップ状ワークの固定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はダイシング・ダイボンドフィルムを用いたチップ状ワークの固定方法に関する
。ダイシング・ダイボンドフィルムは、チップ状ワーク（半導体チップなど）と電極部材
とを固着するための接着剤を、ダイシング前にワーク（半導体ウエハ等）に付設した状態
で、ワークをダイシングに供するために用いられる。
【０００２】
【従来の技術】
　回路パターンを形成した半導体ウエハは、必要に応じて裏面研磨により厚さを調整した
後、チップ状ワークにダイシングされる（ダイシング工程）。ダイシング工程では、切断
層の除去のため半導体ウエハを適度な液圧（通常、２ｋｇ／ｃｍ2 程度）で洗浄するのが
一般的である。次いで、前記チップ状ワークを接着剤にてリードフレームなどの被着体に
固着（マウント工程）した後、ボンディング工程に移される。前記マウント工程にあたっ
ては、接着剤をリードフレームやチップ状ワークに塗布していた。しかし、この方法では
接着剤層の均一化が困難であり、また接着剤の塗布に特殊装置や長時間を必要とする。こ
のため、ダイシング工程で半導体ウエハを接着保持するとともに、マウント工程に必要な
チップ固着用の接着剤層をも付与するダイシング・ダイボンドフィルムが提案されている
（たとえば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　前記特許文献１に記載のダイシング・ダイボンドフィルムは、支持基材上に接着剤層を
剥離可能に設けてなるものである。すなわち、接着剤層による保持下に半導体ウエハをダ
イシングしたのち、支持基材を延伸してチップ状ワークを接着剤層とともに剥離し、これ
を個々に回収してその接着剤層を介してリードフレームなどの被着体に固着させるように
したものである。
【０００４】
　この種のダイシング・ダイボンドフィルムの接着剤層には、ダイシング不能や寸法ミス
などが生じないように、半導体ウエハに対する良好な保持力と、ダイシング後のチップ状
ワークを接着剤層と一体に支持基材から剥離しうる良好な剥離性が望まれる。しかし、こ
の両特性をバランスさせることは決して容易なことではなかった。特に、半導体ウエハを
回転丸刃などでダイシングする方式などのように、接着剤層に大きな保持力が要求される
場合には、上記特性を満足するダイシング・ダイボンドフィルムを得ることは困難であっ
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た。
【０００５】
　そこで、このような問題を克服するために、種々の改良法が提案されている（たとえば
、特許文献２参照。）。特許文献２には、支持基材と接着剤層との間に紫外線硬化可能な
粘着剤層を介在させ、これをダイシング後に紫外線硬化して、粘着剤層と接着剤層との間
の接着力を低下させ、両者間の剥離によりチップ状ワークのピックアップを容易にする方
法が提案されている。
【０００６】
　この種のダイシング・ダイボンドフィルムのダイ接着用接着剤層は、その製造工程の制
約から、粘着剤層（粘着フィルム）の全面に形成される場合が多い。しかし、このような
場合には、ダイ接着用接着剤層にダイシングリングを接着させるため、ダイシングリング
を汚染する場合があった。一方、ダイ接着用接着剤層を、ワークの形状に合わせてワーク
と同一形状を、粘着剤層上に形成する方法も知られている。しかし、このような場合には
、ダイシング時にチップ飛びが発生する場合があった。
【０００７】
【特許文献１】
　特開昭６０－５７６４２号公報
【特許文献２】
　特開平２－２４８０６４号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、支持基材上に粘着剤層を有し、当該粘着剤層上には、剥離可能に設けられた
ダイ接着用接着剤層を有するダイシング・ダイボンドフィルムであって、ダイシングリン
グの汚染を防止することができ、かつダイシングによるチップ飛びを抑制できるダイシン
グ・ダイボンドフィルムを用いたチップ状ワークの固定方法を提供することを目的とする
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意検討した結果、以下に示すダイシング・ダ
イボンドフィルムを用いたチップ状ワークの固定方法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、支持基材（１）上に放射線硬化型粘着剤により形成された粘着剤層
（２）を有し、当該粘着剤層（２）上にはダイ接着用接着剤層（３）を有するダイシング
・ダイボンドフィルムを用いたチップ状ワークの固定方法であって、
　ダイ接着用接着剤層（３）は、粘着剤層（２）上の一部にワーク貼り付け部分（３ａ）
として設けられており、
　当該ワーク貼り付け部分（３ａ）は、貼り付けられるワーク面の全面を貼り付けること
ができ、ワーク面が直径ｍ１（但し、１インチ≦ｍ１≦１２インチ）の円形であり、ワー
ク貼り付け部分（３ａ）が直径ｍ２の円形である場合にｍ２＞ｍ１を満足し、かつ、幅差
（ｍ２－ｍ１）は０．１ｍｍ≦（ｍ２－ｍ１）であり、
　さらに前記ワーク貼り付け部分（３ａ）は、粘着剤層（２）上に貼り付けられるダイシ
ングリングの内径内に収まるように設計されており、ダイシングリングの内径をｍ３とし
た場合にｍ３＞ｍ２の関係を満たし、かつ、５ｍｍ≦（ｍ３－ｍ２）であり、
　前記粘着剤層（２）は、ワーク貼り付け部分（３ａ）に対応する部分（２ａ）が放射線
照射されたものであって直径ｍ４の円形である場合にｍ２＞ｍ４の関係を満たし、かつ、
ワーク貼り付け部分（３ａ）に対応する部分（２ａ）の粘着力が０．０６５～０．０９Ｎ
／１０ｍｍであり、それ以外の部分（２ｂ）の粘着力が３．５５～４．８Ｎ／１０ｍｍで
あり、
　粘着剤層（２ａ）の粘着力＜粘着剤層（２ｂ）の粘着力、
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を満足するダイシング・ダイボンドフィルムを用意し、
　前記ダイシング・ダイボンドフィルムのワーク貼り付け部分（３ａ）上に、ワークを圧
着する工程と、
　粘着剤層（２）に於ける前記それ以外の部分（２ｂ）にダイシングリングを圧着する工
程と、
　ワークをチップ状にダイシングする工程と、
　チップ状ワークをダイ接着用接着剤層（３ａ）とともに粘着剤層（２）から剥離する工
程と、
　ダイ接着用接着剤層（３ａ）を介して、チップ状ワークを被着体に接着固定する工程と
を有し、
　前記ワークの圧着工程からチップ状ワークの剥離工程までは、粘着剤層（２）に放射線
を照射することなく行うことを特徴とするチップ状ワークの固定方法、に関する。
【００１１】
　上記本発明では、ダイ接着用接着剤層（３）は、粘着剤層（２）上の一部にワーク貼り
付け部分（３ａ）として、ダイシングリングの内径内に収まるように設計されている。そ
のため、ダイシングリングは、ワーク貼り付け部分（３ａ）の周りの粘着剤層（２）上に
設けることができ、ダイ接着用接着剤層（３）による汚染を防止することができる。ダイ
シングリングは、粘着剤層では汚染されることなく、容易に回収可能であり、繰り返し使
用することによるリワーク性が向上する。
【００１２】
　一方、ワーク貼り付け部分（３ａ）は、貼り付けられるワーク面の全面を貼り付けるこ
とができ、かつ、前記ワーク面の面積よりも大きくなるように設計されている。このよう
にワーク貼り付け部分（３ａ）を設計したのは、ワーク貼り付け部分（３ａ）の大きさが
ワーク面と同一または小さい場合には、ダイ接着用接着剤層（３）は粘着剤層（２）との
剥離性が非常に容易であることに起因して、ダイシング時にチップ飛びが発生することを
見出したことによる。すなわち、本発明のようにワーク貼り付け部分（３ａ）の大きさを
、貼り付けられるワーク面よりも大きくすることにより、ダイシング時にチップ飛びを抑
制できる。なお、ワーク貼り付け部分（３ａ）は、ダイシングリングと接触しないように
、ダイシングリングの内径内に収まるように設計される。
【００１３】
　前記ダイシング・ダイボンドフィルムにおいて、前記粘着剤層（２）は、ワーク貼り付
け部分（３ａ）に対応する部分（２ａ）とそれ以外の部分（２ｂ）で粘着力が異なり、
　粘着剤層（２ａ）の粘着力＜粘着剤層（２ｂ）の粘着力、を満足している。
【００１４】
　粘着剤層（２）を、ワーク貼り付け部分（３ａ）に対応する部分（２ａ）とそれ以外の
部分（２ｂ）はその粘着力が、粘着剤層（２ａ）の粘着力＜粘着剤層（２ｂ）の粘着力、
となるように設計することにより粘着剤層（２ａ）は軽剥離が可能に設計することができ
る。一方、粘着剤層（２ｂ）には、ウエハリングを接着可能であり、ダイシング時やエキ
スパンド時にこれらが剥離しないように固定できる。そのため、１０ｍｍ×１０ｍｍを超
えるような大型チップに対しても、ダイシング不良をきたすことなく、ダイシング後には
得られたチップ状ワークを容易に剥離、ピックアップすることが可能なダイシング・ダイ
ボンドフィルムが得られる。このようにしてダイシング・ダイボンドフィルムは、ダイシ
ング時等の保持力とピックアップ時の剥離性とをうまくバランスさせることができる。
【００１５】
　前記ダイシング・ダイボンドフィルムの粘着剤層（２）は、放射線硬化型粘着剤により
形成されており、ワーク貼り付け部（３ａ）に対応する粘着剤層（２ａ）はこれを放射線
照射することにより形成できる。
【００１６】
　前記ダイ接着用接着剤層（３）は、熱硬化性ダイ接着剤により形成されたものが好適で
ある。また前記ダイ接着用接着剤層（３）は、非導電性であることが好適である。
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【００１７】
【発明の実施の形態】
　以下に、本発明のダイシング・ダイボンドフィルムについて、図面を参考にして説明す
る。図１、図２は、本発明のダイシング・ダイボンドフィルムの断面図の一例を示したも
のであり、いずれも、支持基材（１）上に粘着剤層（２）を有し、当該粘着剤層（２）上
の一部にダイ接着用接着剤層（３）として、ワーク（Ｗ）貼り付け部分（３ａ）が設けら
れている。
【００１８】
　ワーク貼り付け部分（３ａ）の表面（Ａ）は、貼り付けられるワーク面（Ｂ）の全面を
貼り付けることができ、かつワーク面の面積よりも大きくなるように設計されている。ワ
ーク貼り付け部分（３ａ）は、通常、前記ワーク面と相似形状で、面積が大きくなるよう
設計するのが好ましい。また、ワーク貼り付け部分（３ａ）は、ダイシングリング（ＷＲ
）の内径により形成される枠内に収まるように設計されている。ダイシングリング（ＷＲ
）は、ワーク（Ｗ）の大きさにより、所定の大きさのものが用いられる。
【００１９】
　たとえば、ワーク（Ｗ）の面が直径（ｍ１）の円形の場合には、ワーク貼り付け部分（
３ａ）も円形として、その直径（ｍ２）は、ｍ２＞ｍ１、を満足するように設計される。
幅差（ｍ２－ｍ１）は、ワーク面（Ｂ）の大きさにより適宜に決定されるが、ワーク面の
直径が、１～１２インチ（３００ｍｍ程度）の場合には、通常は、０．１ｍｍ以上、さら
には０．５ｍｍ以上になるように設計するのが好ましい。ただし、ダイシングリング（Ｗ
Ｒ）の内径（ｍ３）との関係では、ｍ３＞ｍ２になるように設計される。差（ｍ３－ｍ２
）は特に制限されないが、５ｍｍ以上、さらには１０ｍｍ以上であるのが好ましい。
【００２０】
　なお、ワーク（Ｗ）を、ワーク貼り付け部分（３ａ）に貼り付ける際には、ワーク貼り
付け部分（３ａ）の全外周と、ワーク面の全外周との外周幅差（ｓ）が、全外周で同程度
になるようにするのが好ましい。すなわち、外周幅差（ｓ）≒（ｍ２－ｍ１）／２、とな
るように貼り付けるのが好ましい。
【００２１】
　図２は、粘着剤層（２）のなかの、ワーク（Ｗ）貼り付け部分（３ａ）に対応する部分
（２ａ）とそれ以外の部分（２ｂ）で粘着力が、粘着剤層（２ａ）の粘着力＜粘着剤層（
２ｂ）の粘着力、を満足するように制御されている場合の例である。
【００２２】
　図２のように、粘着剤層（２）の粘着力を制御する方法としては、たとえば、粘着剤層
（２）を放射線硬化型粘着剤により形成し、ワーク（Ｗ）貼り付け部分（３ａ）に対応す
る部分（２ａ）を放射線照射する方法があげられる。この場合、放射線照射が未照射の粘
着剤層（２ｂ）は、粘着剤層（２ａ）に比べて粘着力が高くなる。粘着剤層（２ｂ）にウ
エハリングを適用する際には、ダイシング時等にはウエハリングを接着固定し、ダイシン
グ後には放射線照射によりウエハリングは容易に剥離することができる。
【００２３】
　なお、図２では、粘着剤層（２ａ）は、ワーク（Ｗ）と同じ大きさになるように設定し
た場合であり、粘着剤層（２ａ）の直径（ｍ４）と、ワーク（Ｗ）の直径（ｍ１）が同じ
場合である。この場合には、幅差（ｍ２－ｍ４）の箇所で、ワーク貼り付け部分（３ａ）
をダイシング時等に粘着剤層（２ｂ）に剥離されないように固定できる。粘着剤層（２ａ
）の直径（ｍ４）は、ｍ３≧ｍ４≧ｍ１、で調整するのが好ましい。
【００２４】
　支持基材（１）は、ダイシング・ダイボンドフィルムの強度母体となるものである。例
えば、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、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
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、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、ポリウレタン、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などのポリエステル、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリ
エーテルエーテルケトン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリアミド、全芳香族ポリ
アミド、ポリフェニルスルフイド、アラミド（紙）、ガラス、ガラスクロス、フッ素樹脂
、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、セルロース系樹脂、シリコーン樹脂、金属（箔
）、紙などがあげられる。
【００２５】
　また支持基材の材料としては、前記樹脂の架橋体などのポリマーがあげられる。前記プ
ラスチックィルムは、無延伸で用いてもよく、必要に応じて一軸または二軸の延伸処理を
施したものを用いてもよい。延伸処理等により熱収縮性を付与した樹脂シートによれば、
ダイシング後にその支持基材を熱収縮させることにより粘着剤層（２）または粘着剤層（
２ａ）と、接着剤層（３ａ）との接着面積を低下させて、チップ状ワークの回収の容易化
を図ることができる。
【００２６】
　支持基材の表面は、隣接する層との密着性、保持性などを高めるため、慣用の表面処理
、例えば、クロム酸処理、オゾン暴露、火炎暴露、高圧電撃暴露、イオン化放射線処理等
の化学的または物理的処理、下塗剤（例えば、後述する粘着物質）によるコーティング処
理を施すことができる。
【００２７】
　前記支持基材は、同種または異種のものを適宜に選択して使用することができ、必要に
応じて数種をブレンドしてたものを用いることができる。また、支持基材には、帯電防止
能を付与するため、上記の支持基材上に金属、合金、これらの酸化物などからなる厚さが
３０～５００Å程度の導電性物質の蒸着層を設けることができる。支持基材は単層あるい
は２種以上の複層でもよい。なお、粘着剤層（２）が放射線硬化型の場合にはＸ線、紫外
線、電子線等の放射線を少なくとも一部透過するものを用いる。
【００２８】
　支持基材（１）の厚さは、特に制限されず適宜に決定できるが、一般的には５～２００
μｍ程度である。
【００２９】
　粘着剤層（２）の形成に用いる粘着剤は、ダイ接着用接着剤層（３ａ）を剥離可能に制
御できるものであれば特に制限されない。たとえば、アクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤等
の一般的な感圧性粘着剤を用いることができる。前記感圧性粘着剤としては、半導体ウエ
ハやガラス等の汚染をきらう電子部品の超純水やアルコール等の有機溶剤による清浄洗浄
性などの点から、アクリル系ポリマーをベースポリマーとするアクリル系粘着剤が好まし
い。
【００３０】
　前記アクリル系ポリマーとしては、例えば、（メタ）アクリル酸アルキルエステル（例
えば、メチルエステル、エチルエステル、プロピルエステル、イソプロピルエステル、ブ
チルエステル、イソブチルエステル、ｓ－ブチルエステル、ｔ－ブチルエステル、ペンチ
ルエステル、イソペンチルエステル、ヘキシルエステル、ヘプチルエステル、オクチルエ
ステル、２－エチルヘキシルエステル、イソオクチルエステル、ノニルエステル、デシル
エステル、イソデシルエステル、ウンデシルエステル、ドデシルエステル、トリデシルエ
ステル、テトラデシルエステル、ヘキサデシルエステル、オクタデシルエステル、エイコ
シルエステルなどのアルキル基の炭素数１～３０、特に炭素数４～１８の直鎖状又は分岐
鎖状のアルキルエステルなど）及び（メタ）アクリル酸シクロアルキルエステル（例えば
、シクロペンチルエステル、シクロヘキシルエステルなど）の１種又は２種以上を単量体
成分として用いたアクリル系ポリマーなどがあげられる。なお、（メタ）アクリル酸エス
テルとはアクリル酸エステルおよび／またはメタクリル酸エステルをいい、本発明の（メ
タ）とは全て同様の意味である。
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【００３１】
　前記アクリル系ポリマーは、凝集力、耐熱性などの改質を目的として、必要に応じ、前
記（メタ）アクリル酸アルキルエステル又はシクロアルキルエステルと共重合可能な他の
モノマー成分に対応する単位を含んでいてもよい。このようなモノマー成分として、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、（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；スチレンス
ルホン酸、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、スルホプロピル（メタ）アクリレー
ト、（メタ）アクリロイルオキシナフタレンスルホン酸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；アクリ
ルアミド、アクリロニトリルなどがあげられる。これら共重合可能なのモノマー成分は、
１種又は２種以上使用できる。これら共重合可能なモノマーの使用量は、全モノマー成分
の４０重量％以下が好ましい。
【００３２】
　さらに、前記アクリル系ポリマーは、架橋させるため、多官能性モノマーなども、必要
に応じて共重合用モノマー成分として含むことができる。このような多官能性モノマーと
して、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、ペンタエリスリトールトリ（
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
トなどがあげられる。これらの多官能性モノマーも１種又は２種以上用いることができる
。多官能性モノマーの使用量は、粘着特性等の点から、全モノマー成分の３０重量％以下
が好ましい。
【００３３】
　前記アクリル系ポリマーは、単一モノマー又は２種以上のモノマー混合物を重合に付す
ことにより得られる。重合は、溶液重合、乳化重合、塊状重合、懸濁重合等の何れの方式
で行うこともできる。清浄な被着体への汚染防止等の点から、低分子量物質の含有量が小
さいのが好ましい。この点から、アクリル系ポリマーの数平均分子量は、好ましくは３０
万以上、さらに好ましくは４０万～３００万程度である。
【００３４】
　また、前記粘着剤には、ベースポリマーであるアクリル系ポリマー等の数平均分子量を
高めるため、外部架橋剤を適宜に採用することもできる。外部架橋方法の具体的手段とし
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、メラミン系架橋
剤などのいわゆる架橋剤を添加し反応させる方法があげられる。外部架橋剤を使用する場
合、その使用量は、架橋すべきベースポリマーとのバランスにより、さらには、粘着剤と
しての使用用途によって適宜決定される。一般的には、上記ベースポリマー１００重量部
に対して、５重量部程度以下、さらには０．１～５重量部配合するのが好ましい。さらに
、粘着剤には、必要により、前記成分のほかに、従来公知の各種の粘着付与剤、老化防止
剤などの添加剤を用いてもよい。
【００３５】
　粘着剤層（２）は放射線硬化型粘着剤により形成することができる。放射線硬化型粘着
剤は、紫外線等の放射線の照射により架橋度を増大させてその粘着力を容易に低下させる
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ことができ、粘着剤層（２ａ）のみを放射線照射することにより粘着剤層（２ｂ）との粘
着力の差を設けることができる。
【００３６】
　また、ワーク貼り付け部分（３ａ）に合わせて、放射線硬化型粘着剤層（２）を硬化さ
せることにより、粘着力が著しく低下した粘着剤層（２ａ）を容易に形成できる。硬化し
、粘着力の低下した粘着剤層（２ａ）に接着剤層（３ａ）が貼り付けられるため、粘着剤
層（２ａ）と接着剤層（３ａ）との界面は、ピックアップ時に容易に剥がれる性質を有す
る。一方、放射線を照射していない部分は十分な粘着力を有しており、粘着剤層（２ｂ）
を形成する。
【００３７】
　前述の通り、図２のダイシング・ダイボンドフィルムにおいて、未硬化の放射線硬化型
粘着剤により形成されている粘着剤層（２ｂ）はウエハリング等を固定することができる
。
【００３８】
　放射線硬化型粘着剤は、炭素－炭素二重結合等の放射線硬化性の官能基を有し、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、た
とえば、前記アクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤等の一般的な感圧性粘着剤に、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添加型の放射線硬化性粘着剤を例示できる
。
【００３９】
　配合する放射線硬化性のモノマー成分としては、たとえば、ウレタンオリゴマー、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、１，４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレートなどがあげられる。また放射線
硬化性のオリゴマー成分はウレタン系、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あげられ、その分子量が１００～３０
０００程度の範囲のものが適当である。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、前記粘着剤層の種類に応じて、粘着剤層の粘着力を低下できる量を、適宜に決
定することができる。一般的には、粘着剤を構成する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、例えば５～５００重量部、好ましくは４０～１５０重量部程
度である。
【００４０】
　また、放射線硬化型粘着剤としては、上記説明した添加型の放射線硬化性粘着剤のほか
に、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た内在型の放射線硬化性粘着剤があげられる。内在型の放射線
硬化性粘着剤は、低分子成分であるオリゴマー成分等を含有する必要がなく、または多く
は含まないため、経時的にオリゴマー成分等が粘着剤在中を移動することなく、安定した
層構造の粘着剤層を形成することができるため好ましい。
【００４１】
　前記炭素－炭素二重結合を有するベースポリマーは、炭素－炭素二重結合を有し、かつ
粘着性を有するものを特に制限なく使用できる。このようなベースポリマーとしては、ア
クリル系ポリマーを基本骨格とするものが好ましい。アクリル系ポリマーの基本骨格とし
ては、前記例示したアクリル系ポリマーがあげられる。
【００４２】
　前記アクリル系ポリマーへの炭素－炭素二重結合の導入法は特に制限されず、様々な方
法を採用できるが、炭素－炭素二重結合はポリマー側鎖に導入するのが分子設計が容易で
ある。たとえば、予め、アクリル系ポリマーに官能基を有するモノマーを共重合した後、
この官能基と反応しうる官能基および炭素－炭素二重結合を有する化合物を、炭素－炭素
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二重結合の放射線硬化性を維持したまま縮合または付加反応させる方法があげられる。
【００４３】
　これら官能基の組合せの例としては、カルボン酸基とエポキシ基、カルボン酸基とアジ
リジル基、ヒドロキシル基とイソシアネート基などがあげられる。これら官能基の組合せ
のなかでも反応追跡の容易さから、ヒドロキシル基とイソシアネート基との組合せが好適
である。また、これら官能基の組み合わせにより、上記炭素－炭素二重結合を有するアク
リル系ポリマーを生成するような組合せであれば、官能基はアクリル系ポリマーと前記化
合物のいずれの側にあってもよいが、前記の好ましい組み合わせでは、アクリル系ポリマ
ーがヒドロキシル基を有し、前記化合物がイソシアネート基を有する場合が好適である。
この場合、炭素－炭素二重結合を有するイソシアネート化合物としては、たとえば、メタ
クリロイルイソシアネート、２－メタクリロイルオキシエチルイソシアネート、ｍ－イソ
プロペニル－α，α－ジメチルベンジルイソシアネートなどがあげられる。また、アクリ
ル系ポリマーとしては、前記例示のヒドロキシ基含有モノマーや２－ヒドロキシエチルビ
ニルエーテル、４－ヒドロキシブチルビニルエーテル、ジエチレングルコールモノビニル
エーテルのエーテル系化合物などを共重合したものが用いられる。
【００４４】
　前記内在型の放射線硬化性粘着剤は、前記炭素－炭素二重結合を有するベースポリマー
（特にアクリル系ポリマー）を単独で使用することができるが、特性を悪化させない程度
に前記放射線硬化性のモノマー成分やオリゴマー成分を配合することもできる。放射線硬
化性のオリゴマー成分等は、通常ベースポリマー１００重量部に対して３０重量部の範囲
内であり、好ましくは０～１０重量部の範囲である。
【００４５】
　前記放射線硬化型粘着剤には、紫外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。光重合開始剤としては、例えば、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、α－ヒドロキシ－α，α´－ジメチルアセトフェ
ノン、２－メチル－２－ヒドロキシプロピオフェノン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフ
ェニルケトンなどのα－ケトール系化合物；メトキシアセトフェノン、２，２－ジメトキ
シ－２－フェニルアセトフエノン、２，２－ジエトキシアセトフェノン、２－メチル－１
－［４－（メチルチオ）－フェニル］－２－モルホリノプロパン－１などのアセトフェノ
ン系化合物；べ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、アニソイン
メチルエーテルなどのベンゾインエーテル系化合物；ベンジルジメチルケタールなどのケ
タール系化合物；２－ナフタレンスルホニルクロリドなどの芳香族スルホニルクロリド系
化合物；１－フェノン－１，１―プロパンジオン－２－（ｏ－エトキシカルボニル）オキ
シムなどの光活性オキシム系化合物；ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、３，３′－
ジメチル－４－メトキシベンゾフェノンなどのベンゾフェノン系化合物；チオキサンソン
、２－クロロチオキサンソン、２－メチルチオキサンソン、２，４－ジメチルチオキサン
ソン、イソプロピルチオキサンソン、２，４－ジクロロチオキサンソン、２，４－ジエチ
ルチオキサンソン、２，４－ジイソプロピルチオキサンソンなどのチオキサンソン系化合
物；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；アシルホスフォナ
ートなどがあげられる。光重合開始剤の配合量は、粘着剤を構成する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、例えば０．０５～２０重量部程度である。
【００４６】
　また放射線硬化型粘着剤としては、たとえば、特開昭６０－１９６９５６号公報に開示
されている、不飽和結合を２個以上有する付加重合性化合物、エポキシ基を有するアルコ
キシシランなどの光重合性化合物と、カルボニル化合物、有機硫黄化合物、過酸化物、ア
ミン、オニウム塩系化合物などの光重合開始剤とを含有するゴム系粘着剤やアクリル系粘
着剤などがあげられる。
【００４７】
　前記放射線硬化型粘着剤層（２）中には、必要に応じて、放射線照射により着色する化
合物を含有させることもできる。放射線照射により、着色する化合物を粘着剤層（２）に
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含ませることによって、放射線照射された部分のみを着色することができる。すなわち、
ワーク貼り付け部分（３ａ）に対応する粘着剤層（２ａ）を着色することができる。した
がって、粘着剤層（２）に放射線が照射されたか否かが目視により直ちに判明することが
でき、ワーク貼り付け部分（３ａ）を認識し易く、ワークの貼り合せが容易である。また
光センサー等によって半導体素子を検出する際に、その検出精度が高まり、半導体素子の
ピックアップ時に誤動作が生ずることがない。
【００４８】
　放射線照射により着色する化合物は、放射線照射前には無色または淡色であるが、放射
線照射により有色となる化合物である。かかる化合物の好ましい具体例としてはロイコ染
料が挙げられる。ロイコ染料としては、慣用のトリフェニルメタン系、フルオラン系、フ
ェノチアジン系、オーラミン系、スピロピラン系のものが好ましく用いられる。具体的に
は３－［Ｎ－（ｐ－トリルアミノ）］－７－アニリノフルオラン、３－［Ｎ－（ｐ－トリ
ル）－Ｎ－メチルアミノ］－７－アニリノフルオラン、３－［Ｎ－（ｐ－トリル）－Ｎ－
エチルアミノ］－７－アニリノフルオラン、３－ジエチルアミノー６－メチル－７－アニ
リノフルオラン、クリスタルバイオレットラクトン、４，４′，４′′－トリスジメチル
アミノトリフエニルメタノール、４，４′，４′′－トリスジメチルアミノトリフェニル
メタンなどがあげられる。
【００４９】
　これらロイコ染料とともに好ましく用いられる顕色剤としては、従来から用いられてい
るフェノールホルマリン樹脂の初期重合体、芳香族カルボン酸誘導体、活性白土などの電
子受容体があげられ、さらに、色調を変化させる場合は種々公知の発色剤を組合せて用い
ることもできる。
【００５０】
　このような放射線照射によって着色する化合物は、一旦有機溶媒などに溶解された後に
放射線硬化型接着剤中に含ませてもよく、また微粉末状にして当該粘着剤中に含ませても
よい。この化合物の使用割合は、粘着剤層（２）中に１０重量％以下、好ましくは０．０
１～１０重量％、さらに好ましくは０．５～５重量％であるのが望ましい。該化合物の割
合が１０重量％を超えると、粘着剤層（２）に照射される放射線がこの化合物に吸収され
すぎてしまうため、粘着剤層（２ａ）の硬化が不十分となり、十分に粘着力が低下しない
ことがある。一方、充分に着色させるには、該化合物の割合を０．０１重量％以上とする
のが好ましい。
【００５１】
　粘着剤層（２）を放射線硬化硬化型粘着剤により形成する場合には、粘着剤層（２ａ）
の粘着力＜粘着剤層（２ｂ）の粘着力、となるように粘着剤層（２）の一部を放射線照射
するのが好ましい。図２のダイシング・ダイボンドフィルムでは、たとえば、被着体とし
てＳＵＳ３０４板（＃２０００研磨）に対する関係で、粘着剤層（２ａ）の粘着力＜粘着
剤層（２ｂ）の粘着力、となるようにする。
【００５２】
　前記粘着剤層（２ａ）の形成方法としては、支持基材（１）に放射線硬化型粘着剤層（
２）を形成した後、ワーク貼り付け部分（３ａ）に対応する部分に、部分的に放射線を照
射し硬化させて、粘着剤層（２ａ）を形成する方法があげられる。部分的な放射線照射は
、ワーク貼り付け部分（３ａ）以外の部分（３ｂ等）に対応するパターンを形成したフォ
トマスクを介して行うことができる。また、スポット的に紫外線を照射し硬化させる方法
などがあげられる。放射線硬化型粘着剤層（２）の形成は、セパレータ上に設けたものを
支持基材（１）上に転写することにより行うことができる。部分的な放射線硬化はセパレ
ータ上に設けた放射線硬化型粘着剤層（２）に行うこともできる。
【００５３】
　また、粘着剤層（２）を放射線硬化型粘着剤により形成する場合には、支持基材（１）
の少なくとも片面の、ワーク貼り付け部分（３ａ）に対応する部分以外の部分の全部また
は一部が遮光されたものを用い、これに放射線硬化型粘着剤層（２）を形成した後に放射
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線照射して、ワーク貼り付け部（３ａ）に対応する部分を硬化させ、粘着力を低下させた
粘着剤層（２ａ）を形成することができる。遮光材料としては、支持フィルム上でフォト
マスクになりえるものを印刷や蒸着などで作成することができる。かかる製造方法によれ
ば、効率よく本発明のダイシング・ダイボンドフィルムを製造可能である。
【００５４】
　なお、放射線照射の際に、酸素による硬化阻害が起こる場合は、放射線硬化型粘着剤層
（２）の表面よりなんらかの方法で酸素（空気）を遮断するのが望ましい。たとえば、上
記粘着剤層（２）の表面をセパレータで被覆する方法や、窒素ガス雰囲気中で紫外線等の
放射線の照射を行う方法などがあげられる。
【００５５】
　粘着剤層（２）の厚さは、特に限定されないが、チップ切断面の欠け防止や接着層の固
定保持の両立性などの点よりは、１～５０μｍ程度であるのが好ましい。好ましくは２～
３０μｍ、さらには５～２５μｍが好ましい。
【００５６】
　ダイ接着用接着剤層（３）は、当該接着剤層（３）上に圧着されるワーク（半導体ウエ
ハなど）をチップ状にダイシングする際には、ワークに密着して支持し、かつ切断片とな
ったチップ状ワーク（半導体チップなど）をマウントする際には、チップ状ワークを半導
体素子（基板、チップ等）に固定する接着剤層として作用する機能を奏するものが用いら
れる。特に、ダイ接着用接着剤層（３）としては、ワークのダイシングの際に切断片を飛
散させない接着性を有していることが重要である。本発明のダイシング・ダイボンドフィ
ルムでは、ダイ接着用接着剤層（３）は予め形成されたワーク貼り付け部分（３ａ）とし
て設けられる。
【００５７】
　ダイ接着用接着剤層（３）は、通常のダイ接着剤により形成することができる。ダイ接
着剤としては、シート状にできるものが好ましい。具体的なダイ接着剤としては、例えば
、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂からなるダイ接着剤を好適に用いることができる。特に熱
硬化性樹脂ダイ接着剤は、ワークへの接着温度を低くすることができ、硬化により耐熱性
が優れる点で好ましい。ダイ接着剤は単独でまたは２種以上組み合わせて使用することが
できる。また、ダイ接着用接着剤層は、７０℃以下で半導体ウエハ等のワークに粘着可能
なものが好ましい。さらには常温で粘着可能なものが好ましい。
【００５８】
　ダイ接着剤として用いられる熱可塑性樹脂（熱可塑性ダイ接着剤）としては、例えば、
飽和ポリエステル樹脂、熱可塑性ポリウレタン系樹脂、アミド系樹脂（ナイロン系樹脂）
、イミド系樹脂などがあげられる。また、熱硬化性樹脂（熱硬化性ダイ接着剤）としては
、例えば、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂、熱硬化性アクリル樹脂、フェノー
ル系樹脂などがあげられる。熱硬化性樹脂としては、脱溶媒化し、シート化、Ｂステージ
化した熱硬化性樹脂が好適である。なお、これらの熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂との混合
物もＢステージ化された状態で使用できる。また本発明では、ガラス転移温度が高いシリ
コーン系、ゴム系、ウレタン系、イミド系、アクリル系などの樹脂をダイ接着剤として使
用することもできる。
【００５９】
　ダイ接着用接着剤層（３）は、ガラス転移温度の異なる熱可塑性樹脂、熱硬化温度の異
なる熱硬化性樹脂を適宜に組み合わせて、２層以上の多層構造を有してもよい。なお、ワ
ーク（半導体ウエハなど）のダイシング工程では切削水を使用することから、ダイ接着用
接着剤層（３）が吸湿して、常態以上の含水率になる場合がある。このような高含水率の
まま、基板などに接着させると、アフターキュアの段階で接着界面に水蒸気が溜まり、浮
きが発生する場合がある。従って、ダイ接着用接着剤としては、透湿性の高いフィルムを
ダイ接着剤で挟んだ構成とするこのにより、アフターキュアの段階では、水蒸気をフィル
ムを通じて拡散して、かかる問題を回避することが可能となる。従って、ダイ接着用接着
剤層（３）は、接着剤層、フィルム、接着剤層の順で積層された多層構造からなってもよ
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い。
【００６０】
　ダイ接着用接着剤層（３）の厚さは、特に限定されないが、例えば、５～１００μｍ程
度、好ましくは１０～５０μｍ程度である。
【００６１】
　こうして支持基材（１）上に粘着剤層（２）を有し、当該粘着剤層（２）上にはダイ接
着用接着剤層（３ａ）を有するダイシング・ダイボンドフィルムが得られる。
【００６２】
　ダイシング・ダイボンドフィルムは、その接着時や剥離時等における静電気の発生やそ
れによるワーク（半導体ウエハ等）の帯電で回路が破壊されることなどを防止する目的で
帯電防止能を持たせることができる。帯電防止能の付与は、支持基材（１）、粘着剤層（
２）乃至接着剤層（３ａ）へ帯電防止剤や導電性物質の添加する方法、支持基材（１）へ
の電荷移動錯体や金属膜等からなる導電層の付設など、適宜な方式で行うことができる。
これら方式は半導体ウエハを変質させるおそれのある不純物イオンが発生しにくい方式が
好ましい。導電性の付与、熱伝導性の向上などを目的として配合される導電性物質（導電
フィラー）としては、銀、アルミニウム、金、銅、ニッケル、導電性合金などの球状、針
状、フレーク状の金属粉、アルミナなどの金属酸化物、アモルファスカーボンブラック、
グラファイトなどがあげられる。ただし、前記ダイ接着用接着剤層（３ａ）は、非導電性
であることが、電気的にリークしないようにできる点から好ましい。
【００６３】
　上記ダイシング・ダイボンドフィルムのダイ接着用接着剤層（３ａ）は、セパレータに
より保護されていてもよい（図示せず）。すなわち、セパレータは任意に設けることがで
きる。セパレータは、実用に供するまでダイ接着用接着剤層（３）、（３ａ）を保護する
保護材としての機能を有している。なお、セパレータは、さらに、粘着剤層（２）にダイ
接着用接着剤（３ａ）を転写する際の支持基材として用いることができる。セパレータは
ダイシング・ダイボンドフィルムのダイ接着用接着剤層（３ａ）上にワークを貼着する際
に剥がされる。セパレータとしては、ポリエチレン、ポリプロピレンや、フッ素系剥離剤
、長鎖アルキルアクリレート系剥離剤などの剥離剤により表面コートされたプラスチック
フィルムや紙などがあげられる。
【００６４】
　本発明のダイシング・ダイボンドフィルムは、接着剤層（３ａ）上に任意に設けられた
セパレータを適宜に剥離して、以下のように使用される。すなわち、ダイシング・ダイボ
ンドフィルムのダイ接着用接着剤層（３ａ）上に、ワークを圧着し、接着剤層（３ａ）上
に、ワークを接着保持させて固定する。また粘着剤層（２）にダイシングリングを圧着す
る。本発明の圧着は常法により行われる。発明では、ワークとしては、半導体ウエハを好
適に用いることができる。次いで、ワークをチップ状にダイシングする。ワークとしては
、例えば、半導体ウエハ、多層基板、一括封止モジュールなどがあげられる。本発明では
、ワークとしては、半導体ウエハを好適に用いることができる。ダイシングは回転丸刃な
どによる適宜の手段で接着剤層（３ａ）も含めてワークをチップ状ワーク（半導体チップ
など）にする。
【００６５】
　次いでチップ状ワークをダイ接着用接着剤層（３ａ）とともに粘着剤層（２ａ）から剥
離する。ピックアップしたチップ状ワークはダイ接着用接着剤層（３ａ）を介して、被着
体である半導体素子に接着固定する。半導体素子としては、リードドフレーム、ＴＡＢフ
ィルム、基板または別途作製したチップ状ワークなどがあげられる。被着体は、例えば、
容易に変形されるような変形型被着体であってもよく、変形することが困難である非変形
型被着体（半導体ウエハなど）であってもよい。被着体は、半導体ウエハが好適である。
接着剤層（３ａ）が熱硬化型の場合には、加熱硬化により、ワークを被着体に接着固定し
、耐熱強度を向上させる。なお、接着剤層（３ａ）を介してチップ状ワークが基板などに
接着固定されたものは、リフロー工程に供することができる。
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【００６６】
【実施例】
　以下に本発明の実施例を記載して、本発明をより具体的に説明する。なお、以下におい
て、部とあるのは重量部を意味する。
【００６７】
　なお、紫外線照射には、紫外線（ＵＶ）照射装置：ＮＥＬ　ＵＭ－１１０（日東精機（
株）製）を用いた。
【００６８】
製造例
（ダイ接着用接着剤層の作製）
　下記表１に示すエポキシ樹脂、フェノール樹脂、アクリルゴム、シリカおよび硬化促進
剤からなる各成分を同表に示す割合で配合したダイ接着用接着剤Ａ～Ｃの組成物を調製し
、その組成物をトルエンに混合溶解した。この混合溶液を離型処理したポリエステルフィ
ルム（セパレータ）上に塗布した。次いで、上記混合溶液を塗布したポリエステルフィル
ムを１２０℃で乾燥させ、トルエンを除去することにより、上記ポリエステルフィルム上
に厚み２０μｍのＢステージ化したダイ接着用接着剤層Ａ～Ｃを得た。
【００６９】
【表１】

　表１中、＜エポキシ樹脂（ａ１）＞ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（エポキシ当量：
１８６ｇ／ｅｑ，粘度：１０Ｐａ・ｓ／２５℃）、＜エポキシ樹脂（ａ２）＞トリフェノ
ールメタン型エポキシ樹脂（エポキシ当量：１７０ｇ／ｅｑ，軟化点：８０℃，粘度：０
．０８Ｐａ・ｓ／１５０℃）、＜フェノール樹脂＞ノボラック型フェノール樹脂（水酸基
当量：１０４ｇ／ｅｑ，軟化点：８０℃，粘度：０．１　Ｐａ・ｓ／１５０℃）、＜アク
リルゴム＞（ムーニー粘度：５０）、＜球状シリカ＞平均粒径：１μｍ、最大粒径：１０
μｍ、＜硬化促進剤＞トリフェニルホスフィン、である。
【００７０】
実施例１
（放射線硬化型アクリル系粘着剤の調製）
　アクリル酸ブチル７０部、アクリル酸エチル３０部およびアクリル酸５部からなる配合
組成物を、酢酸エチル中で常法により共重合して重量平均分子量４０万の濃度３０重量％
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のアクリル系ポリマーの溶液を得た。当該アクリル系ポリマーの溶液（固形分１００重量
部）に対し、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５０部および光重合開始剤としてα－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン３
部を配合した。これらをトルエンに均一に溶解して、濃度２５重量％の放射線硬化型アク
リル系粘着剤の溶液を作製した。
【００７１】
（ダイシング・ダイボンドフィルムの作製）
　厚さが８０μｍのポリエチレンフィルムからなる支持基材上に、前記放射線硬化型アク
リル系粘着剤の溶液を塗布、乾燥して、厚さが５μｍの粘着剤層を形成した。以下、これ
を粘着フィルムＢという。次いで、粘着フィルムＢの粘着剤層上のウエハ貼り付け対応部
分（直径６インチの円）にのみ紫外線を５００ｍＪ／ｃｍ2 （紫外線照射積算光量）を照
射し、ウエハ貼り付け対応部分が放射線硬化された粘着剤層を有するフィルムを得た。次
いで、粘着フィルムＢの粘着層側に、上記ダイ接着用接着剤層Ｂを転写して、ダイシング
・ダイボンドフィルムを得た。ダイ接着用接着剤層Ｂの形状は、ワーク面（直径６インチ
）よりも、直径が２０ｍｍ大きい形状のものを転写した。
【００７２】
実施例２
　実施例１において、ダイ接着用接着剤Ｂをダイ接着用接着剤層Ｃに変えたこと以外は実
施例１と同様にして、ダイシング・ダイボンドフィルムを作製した。
【００７３】
実施例３
　実施例１において、ダイ接着用接着剤Ｂをダイ接着用接着剤層Ａに変えたこと以外は実
施例１と同様にして、ダイシング・ダイボンドフィルムを作製した。
【００７４】
比較例１
（アクリル系粘着剤の調製）
　アクリル酸ブチル１００部、アクリロニトリル５部およびアクリル酸５部からなる配合
組成物を、トルエン溶液中で共重合させて、重量平均分子量８０万の濃度３５重量％のア
クリル系ポリマーの溶液を得た。当該アクリル系ポリマーの溶液（固形分１００重量部）
に対し、ポリイソシアネート系架橋剤（コロネートＬ，日本ポリウレタン工業社製）５部
を配合した。これらをトルエンに均一に溶解して、濃度２５重量％のアクリル系粘着剤の
溶液を作製した。
【００７５】
（ダイシング・ダイボンドフィルムの作製）
　厚さが６０μｍのポリエチレンフィルムからなる支持基材上に、前記アクリル系粘着剤
の溶液を塗布、乾燥して、厚さが５μｍの粘着剤層を形成した。以下、これを粘着フィル
ムＡという。次いで、粘着フィルムＡの粘着層側に、上記ダイ接着用接着剤層Ａを転写し
て、ダイシング・ダイボンドフィルムを得た。ダイ接着用接着剤層Ａは、ワーク面（直径
６インチ）と同じ大きさのものを転写した。
【００７６】
比較例２
　比較例１において、ダイ接着用接着剤層Ａを、ワーク面（直径６インチ）よりも、直径
が２ｍｍ小さい大きさのものに変えたこと以外は比較例１と同様にして、ダイシング・ダ
イボンドフィルムを作製した。
【００７７】
比較例３
　比較例１において、ダイ接着用接着剤層Ａを、粘着フィルムＡの粘着層側の全面に転写
したこと以外は比較例１と同様にして、ダイシング・ダイボンドフィルムを作製した。
【００７８】
　実施例および比較例で得られたダイシング・ダイボンドフィルムについて、各例で用い
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た、粘着フィルムおよびダイ接着用接着剤層により下記に示す各粘着力ＪＩＳ　Ｚ　０２
３７に準じて測定した。結果を表２に示す。
【００７９】
（１）ＳＵＳ３０４板（＃２０００研磨）に対する粘着フィルムの粘着力測定
（ウエハ貼付部）
　粘着フィルムＡについては紫外線照射をすることなく１０ｍｍ幅で短冊状に切断した。
粘着フィルムＢについては、支持基材側から紫外線を照射（５００ｍＪ／ｃｍ2 ）した後
、１０ｍｍ幅で短冊状に切断した。その後、粘着フィルム（１０ｍｍ幅）を、２３℃（室
温）でＳＵＳ３０４板（＃２０００研磨）に貼付し、室温雰囲気下で３０分間静置した後
、２３℃の恒温室で、粘着フィルムを剥離角９０°で引き剥がしたときの粘着力を測定し
た（粘着フィルムの引張速度３００ｍｍ／ｍｉｎ）。
【００８０】
（ウエハ貼付部以外）
　粘着フィルムＡ、Ｂを、１０ｍｍ幅で短冊状に切断した。その後、粘着フィルム（１０
ｍｍ幅）を、２３℃（室温）でＳＵＳ３０４板（＃２０００研磨）に貼付し、室温雰囲気
下で３０分間静置した後、２３℃の恒温室で、粘着フィルムを剥離角９０°で引き剥がし
たときの粘着力を測定した（粘着フィルムの引張速度３００ｍｍ／ｍｉｎ）。
【００８１】
　以上の実施例１～３および比較例１～３の各ダイシング・ダイボンドフィルムを用いて
、以下の要領で、実際に半導体ウエハのダイシング・ダイボンドを行い、その性能を評価
した。結果を表２に示す。
【００８２】
＜ダイシング時のチップ飛び＞
　回路パターンを形成した直径６インチの半導体ウエハを裏面研磨処理して厚さ０．１５
ｍｍとしたミラ－ウエハを用いた。ダイシング・ダイボンドフィルムよりセパレータを剥
離し、露出した接着剤層に上記ミラーウエハを４０℃でロール圧着した後、１ｍｍ角のチ
ップサイズにフルダイシングした。ダイシング時のチップ飛びの有無を評価した。この操
作において、実施例および比較例のいずれのダイシング・ダイボンドフィルムも、ダイシ
ング時にチップ飛びなどの不良は生じなかった。
【００８３】
＜ダイシングリングの汚染＞
　ダイシング後にダイシングリングの汚染の有無を目視により観察した。
【００８４】
（ダイシング条件）
　ダイシング装置：ディスコ社製、ＤＦＤ－６５１
　ダイシング速度：８０ｍｍ／秒
　ダイシングブレード：ディスコ社製、２０５０ＨＥＣＣ
　回転数：４万ｒｐｍ
　切込み深さ：２０μｍ
　カット方式：フルカット・Ａモード
　チップサイズ：適宜（１～１５ｍｍ角）（ウエハ研削条件）
　研削装置：ディスコ社製ＤＦＧ－８４０
　ウエハ：６インチ径（０．６ｍｍから０．１５μｍに裏面研削）
　ウエハの貼りあわせ装置：ＤＲ－８５００ＩＩ（日東精機（株）製）（エキスパンド条
件）
　ダイシングリング：２－６－１（ディスコ社製、内径１９．５ｃｍ）
　引き落し量：５ｍｍ
　ダイボンダー：ＣＰＳ－１００（ＮＥＣ機械）
【００８５】
【表２】



(16) JP 4283596 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

　実施例１～３、比較例３のダイシング・ダイボンドフィルムでは、ダイシング時にチッ
プ飛びなどの不良は生じなかった。一方、比較例１、２ではチップ飛びが発生した。また
、実施例１～３、比較例１、２ではダイシングリングの汚染は認められなかった。一方、
比較例３では、接着剤層がダイシングリング接触部全面に接着してダイシングリングが汚
染されていた。これらの試験結果からも明らかなように、本発明のダイシング・ダイボン
ドフィルムのように、支持基材と接着剤層との間に粘着剤層を介在させ、かつ接着剤層を
所定の大きさとしたものは、ダイシングリングの汚染を防止することができ、かつチップ
飛びを抑えられることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のダイシング・ダイボンドフィルムの断面図の一例である。
【図２】　本発明のダイシング・ダイボンドフィルムの断面図の一例である。
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【符号の説明】
　１　　支持基材
　２　　粘着剤層
　３　　ダイ接着用接着剤層
　Ｗ　　ワーク（ウエハ）
　ＷＲ　ウエハリング

【図１】

【図２】
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