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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】保護フィルム等の副材を基板に貼付することな
く、極薄の半導体基板をパッドで破損させることなく搬
送できる方法の提供。
【解決手段】基板保持用パッド１９面を半導体基板面ｗ
上に押し付けて半導体基板を基板保持用パッド面に保持
させ、然る後にアーム１の移動により半導体基板を保持
する基板保持用パッドを第二加工ステージ上へと移送し
、基板保持用パッドとパッド保持基板とで形成された前
記流体室２ｃに加圧流体を供給して基板保持用パッドを
膨張させることにより半導体基板を前記第二加工ステー
ジ上へ載置する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柄の長手方向部分に流体通路を有する非通気性素材よりなる剛体製アームに下面が断面
円弧状凹部を有するとともに、流体通路孔を備える非通気性素材よりなる剛体製ワッフル
スラブ構造のパッド保持基板を軸承し、このパッド保持基板の環状下面に接着剤を介して
可撓性ゴム膜表面に密着層が形成された積層構造の基板保持用パッドを前記可撓性ゴム膜
面が接着側となるように貼付して、前記パッド保持基板下面の断面円弧状凹部を流体室に
形成し、この流体室に面する前記パッド保持基板の流体通路孔に前記剛体製アームの柄に
設けた流体通路が連通しており、この流体室により供給された加圧流体により前記積層構
造の基板保持用パッドが膨張し、この流体室より流体を排出することにより前記基板保持
用パッドが原型復帰できる構造とした半導体基板搬送用の基板保持用パッドを備えたアー
ム構造であり、
　基板保持用パッドの可撓性ゴム膜表面に形成された前記密着層は、ポリオルガノシロキ
サン系シリコーン樹脂層、アクリル系樹脂粘着剤層、および、合成ゴム系粘着剤層より選
らばれた密着層で形成され、この密着層と半導体基板間の剥離力（ＪＩＳ　Ｋ－６８５４
に準拠）が１０ｍＮ／１２．７ｍｍ幅以下で、半導体基板を保持する前記基板保持用パッ
ドを加工ステージより半導体基板と共に平行にずらす剪断力が１．０Ｎ／ｃｍ２以上であ
ることを特徴とする、基板保持用パッドを備えたアーム構造。
【請求項２】
　請求項１の基板保持用パッドを備えたアーム構造を用い、第一加工ステージ上に載置さ
れた半導体基板面上に基板保持用パッドを移動させ、
　ついで、基板保持用パッド面を半導体基板面上に押し付けて半導体基板を基板保持用パ
ッド面に保持させ、
　然る後にアームの移動により半導体基板を保持する基板保持用パッドを第二加工ステー
ジ上へと移送し、
　基板保持用パッドとパッド保持基板とで形成された前記流体室に加圧流体を供給して基
板保持用パッドを膨張させることにより前記半導体基板を前記第二加工ステージ上へ載置
する、
ことを特徴とする、半導体基板の搬送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板の厚みが１０～５０μｍと極薄であっても半導体基板を破損する
ことなく次の加工ステージへと移送できるパッド搬送装置や基板搬送ロボットに使用され
る半導体基板保持用パッド、およびそれを用いて半導体基板をパッド面に保持し、次の加
工ステージへと搬送する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸着パッドを用いて半導体基板を保持し、次の加工ステージへと移送する方法は知られ
ている。例えば、特開２００６－２５３５２４号公報（特許文献１）は基板収納カセット
内に収納された半導体基板を搬送ロボットのパッドに吸着させアームを後退、反転させて
仮置台上におき、ついで、パッド搬送機器のパッドに前記半導体基板を吸着させ、ポーラ
スセラミック製バキュームチャック上に搬送する方法を開示する。また、図３および図４
に示すように、上下に通じる刳貫き部を有し、環状底面に複数個の真空孔が穿たれた環状
吸着パッド１７ａ’、
　当該環状吸着パッドの環状上面に設けられ、環状吸着パッドの前記真空孔に通じる減圧
手段３１、
　当該環状吸着パッドパッド１７ａ’の上面で環状吸着パッドを固定するパッド押さえ固
定具３７、
　当該パッド押さえ固定具を回転自在に支持する旋回ア－ム３８、
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　当該旋回ア－ム３８を昇降および旋回または直線進退可能に移動させる移動機構４０、
および、
　前記環状吸着パッドの上方より当該環状吸着パッドの刳貫き部へ洗浄液を供給する洗浄
液供給手段３４
を設けたことを特徴とする基板搬送機器３０を開示する。
【０００３】
　また、特開２００９－５９７６３号公報（特許文献２）は、凹部を囲繞する外周余剰領
域にリング状補強部を有するウエーハ（半導体基板）を、少なくとも上下移動及び旋回運
動可能な作動アームと、作動アームの先端に弾性部材を介して取り付けられた吸着パッド
とを有する搬送装置により、チャックテーブルから他のチャックテーブル若しくは他のウ
エーハ搬送装置に受け渡すウエーハ搬送方法において、ウエーハのリング状補強部の厚さ
と該ウエーハに貼付された保護テープの厚さを合わせた総厚を算出する工程と、チャック
テーブルの高さに該総厚を加算して吸着パッド押し込み開始点を算出する工程と、吸着パ
ッドでチャックテーブル上のウエーハを吸着する際、吸着パッドがウエーハのリング状補
強部に接してから作動アームを所定距離押し込む押し込み工程と、を具備したウエーハ搬
送機器を用い、リング状補強部を有するウエーハを割ることなく搬送する搬送方法を提案
する。
【０００４】
　さらに、特開２００９－２０６２０７号公報（特許文献３）は、厚み５０μｍ以下の半
導体基板と吸着パッドの保持面との間の空間に融解状態の媒体を供給し、この媒体を冷却
して凝固させることで半導体基板を吸着パッドの保持面に保持させて次ステージへ搬送し
、搬送後には媒体を加温融解して吸着パッドの保持面から半導体基板を離脱させる搬送方
法を提案する。
【０００５】
　さらに、特開２０１０－１１８４２４号公報（特許文献４）は、薄板状の半導体基板を
吸着保持するフッ素樹脂からなる気孔率が３０～５０％であり、気孔径がφ１０～１００
０μｍであり、ＪＩＳ　Ｋ－６２５３で規定するショアＤ硬度が４０～８０である多孔質
材で形成されているパッド保持手段を用い、このパッド保持手段に吸着保持された半導体
基板を裏面研削装置の吸着テーブル上に移送する半導体基板の搬送装置であって、
　前記パッド保持手段に保持された前記半導体基板の露出面に接触させられる吸着面を有
する吸着パッドと、
　該吸着パッドの前記吸着面に吸着作用を発生させる負圧源から、該吸着パッドにわたっ
て設けられる負圧発生通路と、
　前記吸着パッドを前記パッド保持手段から所定の搬送先に移動させる移動手段とを備え
る厚み５０μｍ以下の半導体基板の搬送装置を提案する。
【０００６】
　前記特許文献１に開示される半導体基板の裏面研削装置および特許文献４に開示される
裏面研削装置は、厚みが５０～１００μｍの半導体基板に連続自動製造するには優れたも
のである。これら裏面研削装置を用いて半導体基板裏面を平坦加工して厚み１０～５０μ
ｍに薄肉化する際、半導体基板のプリント配線面側に紫外線照射硬化型粘着剤保護テープ
（特許文献５および特許文献６参照）、加熱発泡性樹脂保護テープ（特許文献７）もしく
は易剥離性密着保護シート（特許文献８参照）を貼付して半導体基板の研削加工、研磨加
工、チップ化に供している。
【０００７】
　上記特許文献８に記載の易剥離性密着保護シートは、ポリエチレンテレフタレートフィ
ルム基材の少なくとも片面に、アスカーＦＰ硬度２５以上でアスカーＣＳＣ２硬度が８０
以下の密着層を設けた易剥離性密着保護シートであり、フジコピアン株式会社からＦＩＸ
ＦＩＬＭ（商品名）シリーズのＳＴＤ１，ＳＴＤ２，ＨＧ１，ＨＧ２（密着層片面）グレ
ード名で、ＨＧＷ１，ＨＧＷ２（密着層両面）グレード名で、ポリエチレンテレフタレー
トフィルム基材の片面に密着層が設けられ、その反対面に粘着剤層が設けられた両面型固
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定フィルムがＨＧＡ１，ＨＧＡ２のグレード名で販売されている。また、丸石産業株式会
社よりＱ－Ｃｈｕｃｋ（商品名）のグレード名で販売されている。
【０００８】
　本願発明者が測定したこれらグレード商品の前記密着層は、スチール、アルミニウム、
アルミナセラミック、ＡＢＳ樹脂、銅、シリコーン基盤のいずれの被着材表面と密着層と
の剥離力（ＪＩＳ　Ｋ－６８５４に準拠）が１０ｍＮ／１２．７ｍｍ幅以下で、前記被着
材表面から研磨パッドを密着層と供に平行にずらす剪断力が１．０Ｎ／ｃｍ２以上である
ポリオルガノシロキサン系シリコーン樹脂層で形成されていることが判明した。なお、剪
断力は、特許文献８の段落００５３記載のベアロンシボ板に代えて上記被着材の板状物ま
たは短冊を用い測定した。このポリオルガノシロキサン系シリコーン樹脂から形成される
密着層の硬度は、アスカーＦＰ硬度５５で、アスカーＣＳＣ２硬度で６０である。
【０００９】
　更に、特開２００２－２８５１１４号公報（特許文献９）は、研磨定盤に研磨パッドを
貼り合わせる際、位置調整が容易で低温域から高温域にかけて接着強度が低下せず研磨中
に研磨材の剥離がなく、研磨終了後は適度な力で研磨材を剥離することができる、アクリ
ル系重合体１００重量部に対し、軟化点が１００℃以上（好ましくは１２０℃以上）１７
０℃以下であって前記アクリル系重合体に対して不相溶の粘着付与樹脂（好ましくは重合
ロジンエステル）が１０重量部以上３５部以下含有されてなるアクリル系粘着剤層が、基
材の両面に設けられてなる研磨材固定用テープを提案する。
【００１０】
　先に、本願特許出願人は、上記Ｑ－Ｃｈｕｃｋ（商品名）やＦＩＸＦＩＬＭ（商品名）
の易剥離性密着保護シートをパッド表面層として用いたパッド搬送機構を特開２０１１－
３６９１号公報（特許文献１０）で提案した。このパッド搬送機構は、回転軸廻りに旋回
可能に設けた流体通路を備えるアームの先端に、流体が出入り可能な微細なセルを有する
ポーラスセラミック製吸着パッドまたは下面に直径０．３～１．０ｍｍの微細孔を複数穿
孔したノンポーラスセラミック板製または高分子樹脂製吸着パッドを設け、さらに前記吸
着パッド下面に、粘着剤層／基材フィルム層／基板密着層よりなる積層フィルムに直径０
．３～１．０ｍｍの微細孔を複数穿孔した積層体を前記粘着剤層側が粘着するように貼付
した基板搬送パッドを備えるパッド搬送機構であって、前記基板密着層がこの基板密着層
に貼着される基板表面と基板密着層との剥離力（ＪＩＳ Ｋ－６８５４に準拠）が１０ｍ
Ｎ／１２．７ｍｍ幅以下で、前記基板密着層表面から基板を平行にずらす剪断力が１．０
Ｎ／ｃｍ２以上であるポリオルガノシロキサン系シリコーン樹脂層で形成されていること
を特徴とする、基板搬送パッドを備えるパッド搬送機構である。
【００１１】
　一方、特開２００１－１０５３０５号公報（特許文献１１）は、図５に示す中空スピン
ドル軸１０５に軸承されたお椀状主体部１０４、お椀状主体部の下端部に水平方向に固定
された可撓性材よりなるダイヤフラム５、ダイヤフラムに固定された中央部に鉛直方向に
気体通路８ａが設けられ、下面の気体通路部に通じて形成された凹部を有する剛体製支持
板８、気体通路の気体を給排出できる手段、お椀状主体部の内側とダイヤフラムの上面側
とで形成される加圧室１７に気体を供給する手段、剛体製支持板の下面に可撓性ゴム膜１
９を剛体製支持板と可撓性膜で隙間が０．１～０．３ｍｍの機密性の高い空間が形成され
るように可撓性ゴム膜を取り付けた基板キャリア部４、可撓性ゴム膜の下面よりは突出し
て剛体製支持板の下部外周縁に取り付けられた環状保持リング、および、環状保持リング
２２の側壁と前記可撓性ゴム膜の下面とで形成された基板収納ポケット部とを備える、キ
ャリアヘッド構造を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００６－２５３５２４号公報
【特許文献２】特開２００９－０５９７６３号公報
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【特許文献３】特開２００９－２０６２０７号公報
【特許文献４】特開２０１０－１１８４２４号公報
【特許文献５】特開２００８－２９４２８７号公報
【特許文献６】特開平５－６２９５０号公報
【特許文献７】特開２００４－１８６２８０号公報
【特許文献８】特開２００８－１６２２４０号公報
【特許文献９】特開２００２－２８５１１４号公報
【特許文献１０】特開２０１１－００３６９１号公報
【特許文献１１】特開２００１－１０５３０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記特許文献１０記載のパッド搬送機構は、厚みが１０～５０μｍと薄い半導体基板を
基板の変形を引き起こす問題がない、あるいは、ＴＳＶ基板のシリコーン基盤面から頭出
しした銅プラグ電極を破損することなく基板を搬送できる優れたものである。しかし、研
削加工や研磨加工された基盤面上に加工屑や研削砥粒残滓や研磨砥粒残滓が乾燥して固着
するのを防ぐため前記加工が施された後に半導体基板の加工面を純水で洗浄し、純水の水
膜を残してパッドで半導体基板の水膜面を保持して次の加工ステージへと移送される半導
体基板の種類も多く、半導体基板の水膜面を保持して次の加工ステージ上へと移送された
半導体基板を加工ステージに載せた後、半導体基板面よりパッドを剥離させる際、加工ス
テージに載置された半導体基板の位置がずれてしまう問題がある。
【００１４】
　本発明は、半導体基板のプリント配線面を保護テープや凝固剤、保持補強リングや補強
円板を当てて搬送する必要がなく、厚みが１０～５０μｍと極薄の半導体基板をも搬送で
き、次の加工ステージ上への半導体基板の載置が容易なパッドを備えたアーム構造および
それを用いて半導体基板を搬送する方法を提案するものである。特に、パッド保持面素材
として特許文献１０に記載される密着層が特許文献１１記載の可撓性ゴム膜に積層、もし
くは、前記密着層形成液状樹脂塗工剤を可撓性ゴム膜に塗布し、乾燥させて積層構造とし
た基板保持面形成材として利用するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　請求項１の発明は、柄の長手方向部分に流体通路を有する非通気性素材よりなる剛体製
アームに下面が断面円弧状凹部を有するとともに、流体通路孔を備える非通気性素材より
なる剛体製ワッフルスラブ構造のパッド保持基板を軸承し、このパッド保持基板の環状下
面に接着剤を介して可撓性ゴム膜表面に密着層が形成された積層構造の基板保持用パッド
を前記可撓性ゴム膜面が接着側となるように貼付して、前記パッド保持基板下面の断面円
弧状凹部を流体室に形成し、この流体室に面する前記パッド保持基板の流体通路孔に前記
剛体製アームの柄に設けた流体通路が連通しており、この流体室により供給された加圧流
体により前記積層構造の基板保持用パッドが膨張し、この流体室より流体を排出すること
により前記基板保持用パッドが原型復帰できる構造とした半導体基板搬送用の基板保持用
パッドを備えたアーム構造であり、
　基板保持用パッドの可撓性ゴム膜表面に形成された前記密着層は、ポリオルガノシロキ
サン系シリコーン樹脂層、アクリル系樹脂粘着剤層、および、合成ゴム系粘着剤層より選
らばれた密着層で形成され、この密着層と半導体基板間の剥離力（ＪＩＳ　Ｋ－６８５４
に準拠）が１０ｍＮ／１２．７ｍｍ幅以下で、半導体基板を保持する前記基板保持用パッ
ドを加工ステージより半導体基板と共に平行にずらす剪断力が１．０Ｎ／ｃｍ２以上であ
ることを特徴とする、基板保持用パッドを備えたアーム構造を提供するものである。
【００１６】
　請求項２の発明は、請求項１の基板保持用パッドを備えたアーム構造を用い、第一加工
ステージ上に載置された半導体基板面上に基板保持用パッドを移動させ、
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　ついで、基板保持用パッド面を半導体基板面上に押し付けて半導体基板を基板保持用パ
ッド面に保持させ、
　然る後にアームの移動により半導体基板を保持する基板保持用パッドを第二加工ステー
ジ上へと移送し、
　基板保持用パッドとパッド保持基板とで形成された前記流体室に加圧流体を供給して基
板保持用パッドを膨張させることにより前記半導体基板を前記第二加工ステージ上へ載置
する、
ことを特徴とする、半導体基板の搬送方法を提供するものである。
【発明の効果】
【００１７】
　半導体基板のプリント配線面を保護テープで被覆、あるいは、更に保護テープで被覆さ
れた半導体基板を補強リングや補強円板を用いて搬送するという従来の搬送方法と比較し
て、直接、可撓性ゴム膜の膨張・収縮を利用して半導体基板のシリコーン、ガラス、サフ
ァイア等の基盤面をパッドで保持して移送できるので、保護テープ等の副材の利用が省か
れる搬送方法である。
【００１８】
　密着層は、常温で固体状態であり、粘着力が極めて小さい（剥離力は１０ｍＮ／１２．
７ｍｍ幅以下である）ので、半導体基板の前記基盤表面に密着層残滓が残ることはない。
また、搬送される半導体基板の前記加工基盤表面に洗浄液の水膜が形成された半導体基板
であってもパッドの膨張により半導体基板の次加工ステージへの載置ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は半導体基板をアームに軸承されたパッド下面に保持した状態を示す一部を
切り欠いた断面図である。
【図２】図２はパッド下面に保持された半導体基板を第二加工ステージ上へ移送した状態
を示す一部を切り欠いた断面図である。
【図３】図３は特許文献１に記載される基板搬送機器の斜視図である。
【図４】図４は特許文献１に記載される基板搬送機器の正面図である。
【図５】図５は特許文献１１に記載されるキャリアヘッド構造の正面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１および図２に示されるように、本発明の半導体基板保持用のパッドを備えたアーム
構造１は、柄３ａの長手方向部分に流体通路３ｂを有する非通気性素材よりなる剛体製ア
ーム３に下面が断面円弧状凹部２ａを有するとともに、流体通路孔２ｂを備える非通気性
素材よりなる剛体製ワッフルスラブ構造のパッド保持基板２を軸承し、このパッド保持基
板の環状下面に接着剤Ｓを介して可撓性ゴム膜１９ａ表面に密着層１９ｂが形成された積
層構造の基板保持用パッド１９を前記可撓性ゴム膜面が接着側となるように貼付して、前
記パッド保持基板下面の断面円弧状凹部を流体室２ｃに形成し、この流体室２ｃに面する
前記パッド保持基板の流体通路孔２ｂに前記剛体製アームの柄３ａに設けた流体通路３ｂ
が連通しており、この流体室２ｃにより供給された加圧流体により前記積層構造の基板保
持用パッド１９が膨張（図２参照）する。この流体室２ｃより流体を排出することにより
前記基板保持用パッド１９が原型復帰できる構造（図１）とした半導体基板搬送用の基板
保持用パッドを備えたアーム構造１である。
【００２１】
　基板保持用パッドの可撓性ゴム１９ａ膜素材としては、ゴム物質、ゴム物質と熱可塑性
エラストマ－もしくは粘着性を有する熱可塑性樹脂の混合物が挙げられる。
【００２２】
　ゴム物質としては、ブチルゴム、クロロプレンゴム、シリコーンゴム、エチレン・プロ
ピレン・エチリデンノルボルネン共重合体ゴム、エチレン・プロピレン・ブタジエン共重
合体ゴム、エチレン・プロピレン共重合体ゴム、ブロム化スチレン・ブタジエン・スチレ
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ンブロック共重合体ゴム、クロル化スチレン・ブタジエン・スチレンブロック共重合体ゴ
ム、ブロム化スチレン・ブタジエン・スチレンブロック共重合体ゴムの水素添加物、ブタ
ジエン・アクリロニトリル共重合体ゴムの水素添加物、クロル化スチレン・ブタジエン・
スチレンブロック共重合体ゴムの水素添加物、ブロム化スチレン・イソプレン・スチレン
ブロック共重合体ゴム、クロル化スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体ゴム
、ブロム化スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体ゴムの水素添加物、クロル
化スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体ゴムの水素添加物、フッ化ビニリデ
ン・エチレン共重合体ゴム等が挙げられる。これらは架橋されていてもよい。
【００２３】
　熱可塑性エラストマーまたは粘着性を有する熱可塑性樹脂としては、エチレン・酢酸ビ
ニル共重合体、軟質ポリ塩化ビニル、塩素化ポリエチレン、クロロ・スルホン化ポリエチ
レン、エチレン・アクリル酸共重合体、エチレン・アクリル酸メチル共重合体、エチレン
・アクリル酸エチル共重合体、エチレン・アクリル酸メチル・２－エチルヘキシルアクリ
レート共重合体等が挙げられる。
【００２４】
　混合物の場合、ゴム物質は両者中の１０～９７重量％、好ましくは３０～８５重量％、
熱可塑性エラストマーまたは熱可塑性樹脂は９０～３重量％、好ましくは７０～１５重量
％の割合で用いられる。ゴム物質は、可撓性ゴム膜の延展性と、伸びに対する戻りの目的
で、熱可塑性エラストマーまたは熱可塑性樹脂は、可撓性ゴム膜の強度、硬度、耐熱性向
上の目的で使用される。ゴム物質、エラストマー、樹脂を含有する膜のマトリックス成分
が常温（１０～３０℃）で基板に対し、粘着性を示さないときは、プロセスオイル、石油
樹脂、水素添加ヒマシ油、エポキシ化大豆油、アビエチン酸ロジン、ミルセン・マレイン
化物、テルペン・フェノ－ル共重合体などの粘着付与物質を、膜のマトリックス成分のゴ
ム物質、熱可塑性エラストマー、熱可塑性樹脂の合計量１００重量部に対し、１～１０重
量部を含有させる。
【００２５】
　可撓性ゴム膜１９ａの物性としては、硬さ（ＪＩＳ Ｋ－６３０１）が１０～１００、
好ましくは３５～８５、引張強度（ＪＩＳ Ｋ－６３０１）が３０～２００ｋｇｆ／ｃｍ2

、好ましくは５０～１５０ｋｇｆ／ｃｍ2、引張伸度（ＪＩＳ Ｋ－６３０１）が５０～１
０００％、２００～８００％、厚み ０．０３～３ｍｍ、好ましくは、０．０５～１．５
ｍｍである。
【００２６】
　半導体基板と直接接触する前記密着層１９ｂは、ポリオルガノシロキサン系シリコーン
樹脂層、アクリル系樹脂粘着剤層、および、合成ゴム系粘着剤層より選らばれた密着層で
形成され、この密着層と半導体基板間の剥離力（ＪＩＳ　Ｋ－６８５４に準拠）が１０ｍ
Ｎ／１２．７ｍｍ幅以下で、半導体基板を保持する前記基板保持用パッドを加工ステージ
より半導体基板と共に平行にずらす剪断力が１．０Ｎ／ｃｍ２以上である。
【００２７】
　密着層１９ｂの厚みは、５～１００μｍ、好ましくは５～３０μｍである。前記可撓性
ゴム膜１９ａとの接着力が５０ｇｆ／２５ｍｍ幅以下より低いときは、接着剤、粘着剤、
または、プライマーの０．５～１０μｍ層を可撓性ゴム膜１９ａ上に設けてから密着層形
成液状塗工剤を塗布し、乾燥させて密着層１９ｂを形成させる。
【００２８】
　前記密着層１９ｂは、市場で販売されている剥離紙／粘着剤層／ベースフィルム／密着
層１９ｂ／剥離紙積層体よりなる両面固定シート、例えば、フジコピアン株式会社からＦ
ＩＸＦＩＬＭ（商品名）シリーズのＳＴＤ１，ＳＴＤ２，ＨＧ１，ＨＧ２（密着層片面）
グレード名で、ＨＧＷ１，ＨＧＷ２（密着層両面）、あるいは丸石産業株式会社より販売
されている“Ｑ-Ｃｈｕｃｋ”シリーズ（商品名）の剥離紙／ポリオルガノシロキサン系
シリコーン樹脂粘着剤層、合成ゴム系粘着剤層またはアクリル系粘着剤層／ベースフィル
ム／密着層１９ｂ／剥離紙積層体もしくは剥離紙／ポリオルガノシロキサン系シリコーン
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樹脂粘着剤層、合成ゴム系粘着剤層またはアクリル系粘着剤層／密着層１９ｂ／剥離紙積
層体を購入し、剥離紙を引き剥がしてから用いてもよい。
【００２９】
　密着層１９ｂ素材としては、前述のゴム物質、熱可塑性エラストマー、熱可塑性樹脂等
の素材の外に、ポリオルガノシロキサン系シリコーン樹脂層、重合ロジンエステル含有ア
クリル系樹脂粘着剤層、および、液状エポキシ樹脂ゴム、液状ブタジエンゴム、シリコー
ンゴム等の液状ゴムに石油樹脂、テルペン・フェノール共重合体、アロオシメン・テルペ
ン・フェノール共重合体、マレイン酸変性アロオシメンの水素添加物、マレイン酸変性ミ
ルセンの水素添加物、エチレン・酢酸ビニル共重合体等の粘着剤およびポリ（四フッ化エ
チレン）、メラミン、イソシアヌル酸、メラミンイソシアヌレート複塩、タルク等の滑剤
、炭酸カルシウムやカオリンクレイなどの充填剤を配合して粘着力を低下させた合成ゴム
系粘着剤層より選らばれた密着層が使用できる。滑剤や充填剤の配合量、用いるアクリレ
ートモノマーの種類およびその共重合モル比の調整により被保持材（半導体基板）との剥
離力の値を調整できる。
【００３０】
　密着層のポリオルガノシロキサン系シリコーン樹脂素材としては、両末端にのみビニル
基を有する直鎖状ポリオルガノシロキサンからなるシリコーンと、両末端及び側鎖にビニ
ル基を有する直鎖状ポリオルガノシロキサンからなるシリコーンと、末端にのみビニル基
を有する分岐上ポリオルガノシロキサンからなるシリコーンと、末端及び側鎖にビニル基
を有する分岐上ポリオルガノシロキサンからなるシリコーンとから選ばれる少なくとも１
種のシリコーンを共重合および架橋させて得たポリオルガノシロキサン系シリコーン樹脂
が利用できる。
【００３１】
　架橋剤としては、オルガノハイドロジエンポリシロキサンが好ましい。
【００３２】
　架橋促進剤としては、３－メチル－１－ブテン－３－オールが好ましい。
【００３３】
　架橋反応に用いる白金系触媒としては、塩化第一白金酸、塩化第二白金酸などの塩化白
金酸、塩化白金酸のアルコール化合物、アルデヒド化合物あるいは塩化白金酸と各種オレ
フィンとの鎖塩などがあげられる。架橋反応して得たポリオルガノシロキサン系シリコー
ン樹脂は、シリコーンゲルのような柔軟性を持ったものとなり、この柔軟性が被着体であ
る半導体基板ｗとの密着を容易にさせる。
【００３４】
　このポリオルガノシロキサン系シリコーン樹脂から形成される密着層の硬度は、アスカ
ーＦＰ硬度２５以上で、アスカーＣＳＣ２硬度で８０以下である。
【００３５】
　前記剛体製アーム３、柄３ａの素材としては、アルミニウム、ポリアセタール樹脂、ガ
ラス繊維補強エポキシ樹脂、ＰＥＥＫ等が軽量であるので適切である。
【００３６】
　被保持材である半導体基板としては、シリコーン基盤、ガラス基盤、窒化珪素基盤、炭
化珪素基盤、サファイア基盤等の基盤表面に配線プリントが施された半導体基板、ＴＳＶ
基板、ＳＯＩ基板等が挙げられる。
【００３７】
　本発明の半導体基板保持用のパッドを備えたアーム構造１は、従来のバキューム吸着搬
送パッドや基板搬送ロボットのアームハンド構造に替えて使用される。また、基板保持用
パッド構造を従来のキャリア構造の可撓性ゴム膜に替えて使用される。
【００３８】
　半導体基板保持用のパッドを備えたアーム構造１の流体室２ｃに供給される流体として
は、空気、窒素、炭酸ガス等の気体、水等の液体で、空気が安価であり、取り扱い易いの
で一番好ましい。加圧は、１．０１～３．５ＰＫａの圧力で充分である。
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　加工ステージとしては、半導体基板収納カセット、ポーラスセラミック製バキュームチ
ャック、半導体基板洗浄装置、エッチング装置などが挙げられる。
【００４０】
　本発明の基板保持用パッドを備えたアーム構造１を用い、第一加工ステージ上に載置さ
れた半導体基板ｗ面上に基板保持用パッド１９をアーム軸を前進、後退、回転、上昇ある
いは下降させることにより移動させ、ついで、必要により加圧室２ｃに加圧気体を供給し
て基板保持用パッド１９面を半導体基板ｗ面上に押し付けて半導体基板を基板保持用パッ
ド１９面に保持させる。保持後、必要により加圧空気を流体室より排気する。
【００４１】
　然る後にアームの移動により半導体基板を保持する基板保持用パッド１９を第二加工ス
テージ上へと移送する。
【００４２】
　基板保持用パッド１９とパッド保持基板２とで形成された前記流体室２ｃに加圧気体を
供給して基板保持用パッド１９を膨張させることにより前記半導体基板ｗを基板保持用パ
ッド１９面より離して前記第二加工ステージ上へ載せるように移送する。この剥離工程の
際、半導体基板ｗを自然落下させるか、基板保持用パッド１９を第二加工ステージ上より
遠ざかる上方向へ上昇させる。
【００４３】
　膨張した基板保持用パッド１９面から半導体基板ｗが剥離した後、前記流体室２ｃ内の
加圧気体を排気して基板保持用パッド１９面を収縮させて原型復帰させる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　半導体基板のプリント配線面を保護テープで被覆、あるいは、更に保護テープで被覆さ
れた半導体基板を補強リングや補強円板を用いて搬送するという従来の基板の搬送方法と
比較して、直接、可撓性ゴム膜の膨張・収縮を利用して半導体基板のシリコーン、ガラス
、サファイア等の基盤面をパッドで保持して移送できるので、保護テープ等の副材の利用
が省かれる搬送方法である。
【符号の説明】
【００４５】
１　基板保持用パッドを備えたアーム構造
２　パッド保持基板
２ａ　断面円弧状凹部
２ｂ　流体通路孔
２ｃ　流体室
３　剛体製アーム
３ａ　柄
３ｂ　流体通路
１９　基板保持用パッド
１９ａ　可撓性ゴム膜
１９ｂ　密着層
Ｓ　接着剤
ｗ　半導体基板
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