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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部と、
　一又は複数の貫通穴を有する仕切り部と一又は複数のガス通路を有する上チャンバと前
記仕切り部により前記上チャンバと仕切られ、一又は複数のガス入口及び一又は複数のガ
ス出口を備える下チャンバとを有し、前記下部と密閉する又は分離することができる上部
と、
　前記貫通穴に摺動可能に嵌装される一又は複数の圧着ヘッドと、
　前記上チャンバの少なくとも一のガス通路に接続され、そのガス通路を介して、前記上
チャンバを充圧する一又は複数の気圧源と、
　前記下チャンバの一又は複数のガス入口に接続される一又は複数の加熱ガス源と、を含
み、
　前記下部と前記上部が接触するとき、前記上部の下チャンバと前記下部が密閉すること
ができ、
　前記仕切り部は、少なくとも一のガス入口と少なくとも一のガス出口を有する一又は複
数の仕切りチャンバを含む、ことを特徴とするチップ圧着装置。
【請求項２】
　前記下チャンバの一又は複数のガス入口に接続される一又は複数の冷却ガス源を更に含
む、ことを特徴とする請求項１記載のチップ圧着装置。
【請求項３】
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　前記気圧源は前記下チャンバの一又は複数のガス入口に同時に接続される、ことを特徴
とする請求項１記載のチップ圧着装置。
【請求項４】
　前記ガス通路は、一又は複数のガス出口を有し、前記ガス通路のガス出口を介して、前
記上チャンバを減圧する、ことを特徴とする請求項１記載のチップ圧着装置。
【請求項５】
　前記上チャンバは、一又は複数のガス出口を有し、前記上チャンバのガス出口を介して
、前記上チャンバを減圧する、ことを特徴とする請求項１記載のチップ圧着装置。
【請求項６】
　前記仕切りチャンバのガス入口は、一又は複数の冷却ガス源と接続される、ことを特徴
とする請求項１記載のチップ圧着装置。
【請求項７】
　前記気圧源は、圧力固定式の気圧源である、ことを特徴とする請求項１記載のチップ圧
着装置。
【請求項８】
　前記気圧源は、圧力調整式の気圧源である、ことを特徴とする請求項１記載のチップ圧
着装置。
【請求項９】
　前記上チャンバ内に設置される一又は複数の圧力センサを更に含む、ことを特徴とする
請求項１記載のチップ圧着装置。
【請求項１０】
　前記一又は複数の圧力センサは、その検出信号を前記気圧源に送信できる、ことを特徴
とする請求項９記載のチップ圧着装置。
【請求項１１】
　前記下チャンバ内に設置される一又は複数の温度センサを更に含む、ことを特徴とする
請求項１記載のチップ圧着装置。
【請求項１２】
　前記一又は複数の温度センサは、その検出信号を前記加熱ガス源に送信できる、ことを
特徴とする請求項１１記載のチップ圧着装置。
【請求項１３】
　前記気圧源には加熱器が設けられる、ことを特徴とする請求項１記載のチップ圧着装置
。
【請求項１４】
　前記加熱ガス源は、圧力調整式の加熱ガス源又は圧力固定式の加熱ガス源である、こと
を特徴とする請求項１記載のチップ圧着装置。
【請求項１５】
　前記仕切りチャンバに接続される真空源を更に含む、ことを特徴とする請求項１記載の
チップ圧着装置。
【請求項１６】
　前記下部は第一位置決め部を有し、また、前記上部は前記第一位置決め部に対応する第
二位置決め部を有する、ことを特徴とする請求項１から１５のいずれかに記載のチップ圧
着装置。
【請求項１７】
　チップ圧着方法であって、当該方法は請求項１記載のチップ圧着装置を使用し、
　一又は複数のチップを載置した載置板を前記チップ圧着装置の下部上に配置する工程と
、
　前記チップ圧着装置の下部と上部を密閉させて、前記圧着ヘッドを前記載置板上のチッ
プと接触させる工程と、
　前記気圧源により、加圧ガスを前記上チャンバ内に導入して充圧し、前記圧着ヘッドに
対し圧力を加えることにより、前記チップを前記載置板又は別のチップに密接に圧着する
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工程と、
　前記加熱ガス源により、加熱ガスを前記下チャンバ内に導入して、前記チップ及び前記
載置板を加熱する工程と、
　を含み、
　前記チップ圧着装置の仕切り部が、少なくとも一のガス入口と少なくとも一のガス出口
を有する一又は複数の仕切りチャンバを含む、ことを特徴とするチップ圧着方法。
【請求項１８】
　前記チップ及び前記載置板を加熱した後、前記上チャンバを減圧する工程を更に含む、
ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着方法。
【請求項１９】
　前記チップ圧着装置の上チャンバのガス通路は、一又は複数のガス出口を有し、前記チ
ップ及び前記載置板を加熱した後、前記ガス通路の一又は複数のガス出口を介して、前記
上チャンバを減圧する、ことを特徴とする請求項１８記載のチップ圧着方法。
【請求項２０】
　前記チップ圧着装置の上チャンバは、一又は複数のガス出口を有し、前記チップ及び前
記載置板を加熱した後、前記上チャンバの一又は複数のガス出口を介して前記上チャンバ
を減圧する、ことを特徴とする請求項１８記載のチップ圧着方法。
【請求項２１】
　前記圧着ヘッドを前記チップと接触させる前に、前記気圧源により、加圧ガスを前記上
チャンバ内に導入して充圧し、前記圧着ヘッドに圧力を加えることにより、前記圧着ヘッ
ドを所定の位置まで移動させる工程を更に含む、ことを特徴とする請求項１７記載のチッ
プ圧着方法。
【請求項２２】
　前記チップ圧着装置は、前記下チャンバの一又は複数のガス入口に接続される一又は複
数の冷却ガス源を更に含み、前記冷却ガス源により、冷却ガスを前記下チャンバ内に導入
して前記チップ及び前記載置板を冷却する、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧
着方法。
【請求項２３】
　加圧ガスを前記上チャンバ内に導入して充圧し、前記圧着ヘッドに圧力を加えることに
より、前記チップを前記載置板に密接に圧着し、前記充圧の圧力は１ａｔｍ以上、５０ａ
ｔｍ以下である、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着方法。
【請求項２４】
　加熱ガスを前記下チャンバ内に導入して前記チップ及び前記載置板を加熱し、前記加熱
ガスの温度は４０℃から８００℃の間である、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ
圧着方法。
【請求項２５】
　前記チップ圧着装置は複数の加熱ガス源を含むとき、前記複数の加熱ガス源により、異
なる温度を有する加熱ガスを前記下チャンバ内にそれぞれ導入することにより、多段階の
加熱制御を実行できる、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着方法。
【請求項２６】
　前記チップ圧着装置が複数の気圧源を含むとき、前記複数の気圧源により、異なる圧力
のガスを前記上チャンバ内にそれぞれ導入することにより、多段階の圧着ヘッド加圧制御
を実行できる、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着方法。
【請求項２７】
　前記複数の気圧源は圧力調整式の気圧源である、ことを特徴とする請求項２６記載のチ
ップ圧着方法。
【請求項２８】
　前記気圧源が前記下チャンバの一又は複数のガス入口に接続されることにより、加圧ガ
スを前記下チャンバ内に供給する、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着方法。
【請求項２９】
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　前記仕切りチャンバのガス入口が一又は複数の冷却ガス源に接続され、よって冷却ガス
を前記仕切りチャンバ内に導入する、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着方法
。
【請求項３０】
　前記チップ圧着装置は、前記仕切りチャンバと接続される真空源を更に含み、よって前
記仕切りチャンバを１ａｔｍ以下の真空状態を維持する、ことを特徴とする請求項１７記
載のチップ圧着方法。
【請求項３１】
　前記チップ圧着装置は、一又は複数の圧力センサを更に含み、前記圧力センサは前記上
チャンバ内に設置される、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着方法。
【請求項３２】
　前記一又は複数の圧力センサがその検出信号を前記気圧源に送信できる、ことを特徴と
する請求項３１記載のチップ圧着方法。
【請求項３３】
　前記チップ圧着装置は、更に一又は複数の温度センサを含み、前記温度センサは前記下
チャンバ内に設置される、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着方法。
【請求項３４】
　前記一又は複数の温度センサがその検出信号を前記加熱ガス源に送信できる、ことを特
徴とする請求項３３記載のチップ圧着方法。
【請求項３５】
　前記気圧源には加熱器が設けられ、よって加圧ガスを所定温度まで加熱し、前記所定温
度は４０℃から８００℃までの間である、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着
方法。
【請求項３６】
　前記加熱ガス源は圧力調整式の加熱ガス源又は圧力固定式の加熱ガス源であり、よって
所定圧力を有する加熱ガスを提供し、前記所定圧力は１ａｔｍ以上、５０ａｔｍ以下であ
る、ことを特徴とする請求項１７記載のチップ圧着方法。
【請求項３７】
　前記チップ圧着装置の下部は、第一位置決め部を有し、前記上部が前記第一位置決め部
に対応する第二位置決め部を有し、前記下部と前記上部との間の位置決めを促進する、こ
とを特徴とする請求項１７から３６のいずれか一に記載のチップ圧着方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は圧着装置及びその方法に関し、特にチップ圧着装置およびその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、チップをパッケージする間、様々な手段によりチップを載置板と接合する。その
うち、チップボンダによりチップの接合を行うことが提案されている。チップの接合を行
うとき、通常、チップに対して圧力と熱を加え、チップと載置板の間に粘着剤を塗布する
。従来のチップボンダにおいて、チップを載置板と接合するための必要な圧着力と温度は
、チップの吸込みヘッドにより提供され、通常、機械的加圧手段によりチップと載置板を
緊密に貼り合わせ、且つ加熱コイルや加熱管で加熱された、チップの吸込みヘッドの熱伝
導によりチップを加熱する。しかし、上述した従来のチップボンダの加圧手段と加熱手段
では、構造が複雑であること、同時にチップと載置板を均一で迅速に加熱又は冷却できな
いこと、チップの吸込みヘッドが長期加熱により破損又は変形しやすいことなどの欠点が
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　上述の問題点に鑑み、本発明は低いコストで同時に複数のチップを迅速に圧着できるチ
ップ圧着装置及び方法を提供する。
【０００４】
　一般に、本発明は、ガスで圧力を加えることにより、圧力を受ける圧着ヘッドで載置板
上のチップに対して圧力を加え、気体対流により所定温度を有するガスがチップ及び載置
板に対して加熱又は冷却を行う。
【０００５】
　ガスで加圧することにより、圧着ヘッドに加える力を制御する方式のメリットは、単一
の気圧源により、複数の圧着ヘッドに加える力を制御でき、かつチップ圧着構造を簡略化
でき、よって製造コスト（設備、製造期間などのコスト）を大幅に削減でき、製造能力を
向上できる。一方、気体対流により、チップ及び載置板を加熱又は冷却する方式のメリッ
トは、複数のチップに対して均一で迅速に加熱又は冷却を行うことができ、よって製造コ
ストを抑える効果が得られる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の好適な実施例に係わるチップ圧着装置は、下部と、一又は複数の貫通穴を有す
る仕切り部と一又は複数のガス通路を有する上チャンバと前記仕切り部により前記上チャ
ンバと仕切られ、一又は複数のガス入口及び一又は複数のガス出口を備える下チャンバと
を有し、前記下部と密閉する又は分離することができる上部と、前記貫通穴に摺動可能に
嵌装される一又は複数の圧着ヘッドと、前記上チャンバの少なくとも一のガス通路に接続
され、そのガス通路を介して前記上チャンバを充圧する一又は複数の気圧源と、前記下チ
ャンバの一又は複数のガス入口に接続される一又は複数の加熱ガス源と、を含む。それら
のうち、前記上部が前記下部に接触するとき、前記上部の下チャンバと前記下部が密閉す
る。
【０００７】
　本発明の好適な実施例に係わるチップ圧着方法は、上記チップ圧着装置を使用し、一又
は複数のチップを載置した載置板を前記チップ圧着装置の下部上に配置する工程と、前記
チップ圧着装置の下部を上部と接触させて、前記圧着ヘッドを前記載置板上のチップと接
触させる工程と、前記気圧源により、加圧ガスを前記上チャンバ内に導入して充圧し、前
記圧着ヘッドに圧力を加えることにより、前記チップを前記載置板又は別のチップに密接
に圧着する工程と、前記加熱ガス源により、加熱ガスを前記下チャンバ内に導入して、前
記チップ及び前記載置板を加熱する工程と、を含む。
【０００８】
　本発明のその他実施形態及びメリットは、以下の本発明の原理を例示した図面を合わせ
た詳細な説明により更に明白になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の好適な実施例に基づくチップ圧着装置の側面図である。
【図２】図１のチップ圧着装置の平面図である。
【図３】本発明のもう一つの好適な実施例に基づくチップ圧着装置の側面図である。
【図４】図３のチップ圧着装置の上部の側面断面図である。
【図５】本発明の更にもう一つの好適な実施例に基づくチップ圧着装置の側面図である。
【図６】図５のチップ圧着装置の上部の側面断面図である。
【図７】本発明の好適な実施例に基づくチップ圧着方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下において定義する用語について、特許請求の範囲又は本明細書の他の箇所に異なる
定義が与えられていない限り、いずれもこれらの定義を使用する。明確な指示の有無にか
かわらず、全ての数値はいずれもこの定義が「ほぼ」という修飾を受ける。「ほぼ」とい
う言葉は通常、当業者がその数値に等しいと見なして実質的に同等の性質、機能、結果な
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どの数量範囲を生成するものを指す。
【００１１】
　本明細書の「ガス」という用語は、従来のパッケージング処理に用いられる全てのガス
またはその混合物を意味する。本明細書の「チップ」という用語は、従来のパッケージン
グ工程に用いられる各種形式のチップを意味する。
【実施例】
【００１２】
　以下において図面を参照しながら、本発明のチップ圧着装置の好適な実施例を説明する
。
【００１３】
　図１は、本発明の好適な実施例に基づくチップ圧着装置１００の側面図である。図２は
、図１のチップ圧着装置１００の平面図である。チップ圧着装置１００は、下部１０２、
上部１０４、一又は複数の圧着ヘッド１０６、気圧源１０８及び加熱ガス源１１０を含む
。図１が示す実施例において、下部１０２は、チップ１３２を載置した載置板１３０を収
容でき、上部１０４と下部１０２は、密閉する又は分離することができる。下部１０２は
第１位置決め部１１２を有し、上部１０４は、第１位置決め部１１２に対応する第２位置
決め部１１４を有する。下部１０２の第１位置決め部１１２と上部１０４の第２位置決め
部１１４とのマッチングにより、上部１０４と下部１０２との間の位置決めを実現する。
　第１位置決め部１１２と第２位置決め部１１４は、相互にマッチングできる位置決め装
置又は構造であればよい。例えば、図１の実施例において、第１位置決め部１１２が位置
決めポストであり、第２位置決め部１１４が位置決め穴であるが、これに制限されず、例
えば、第１位置決め部１１２が位置決め穴であり、第２位置決め部１１４が位置決めポス
トであってもよい。
【００１４】
　図１及び図２を参照し、上部１０４は、仕切り部１１６、上チャンバ１１８及び下チャ
ンバ１２０を有する。そのうち、上チャンバ１１８は、仕切り部１１６により下チャンバ
１２０と仕切られている。上チャンバ１１８はガス通路１２２を有し、下チャンバ１２０
はガス入口１２４及びガス出口１２６を有し、仕切り部１１６は貫通穴１２８を有する。
圧着ヘッド１０６は、貫通穴１２８に摺動可能に嵌装される。なお、上部１０４が下部１
０２と接触するとき、上部１０４の下チャンバ１２０と下部１０２が密閉して閉鎖空間を
形成する。
【００１５】
　更に図１及び図２を参照し、気圧源１０８は上チャンバ１１８のガス通路１２２に接続
される。そのガス通路１２２により、上チャンバ１１８を充圧する。上チャンバ１１８を
充圧する際、圧着ヘッド１０６が貫通穴１２８に摺動可能に嵌装されているので、圧着ヘ
ッド１０６は上チャンバ１１８内の圧力を受けて、下方へ移動する。従って、接触したチ
ップ１３２に圧力を加え、よってチップ１３２を載置板１３０に密接に圧着する。図面に
おいて一つのガス通路１２２及び一つの気圧源１０８のみが示されているが、実際にはこ
の配置に制限されず、製造プロセスに応じて、複数のガス通路１２２及び／又は複数の気
圧源１０８を設置できる。例えば、一つのガス通路１２２に複数の気圧源１０８を接続し
てもよく、或いは一つの気圧源１０８に複数のガス通路１２２を接続してもよい。
【００１６】
　更に、図１及び図２を参照し、加熱ガス源１１０が下チャンバ１２０のガス入口１２４
に接続され、よって加熱ガスを加熱ガス源１１０から下チャンバ１２０に導入し、ガス出
口１２６を介して加熱ガスを回収する。従って、下チャンバ１２０内の温度は加熱ガスの
熱対流により迅速に所定温度に達し、チップ１３２と載置板１３０との間の粘着剤の受熱
を促進する。上述した上チャンバ１１８の充圧動作に合わせて、チップ１３２と載置板１
３０との間の圧着効果を更に向上させる。図面において、一つの加熱ガス源１１０と二つ
のガス入口１２４及び二つのガス出口１２６が示されているが、実際には一つ又は複数の
加熱ガス源と一つ又は複数のガス入口１２４及び一つ又は複数のガス出口１２６を設置で
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きる。
【００１７】
　ガス温度及びガス圧力を制御する手段により、本発明は複数のチップを同時に迅速に圧
着する効果が達成でき、製造能力が向上し、製造設備のコストを削減できる。
【００１８】
　図３は、本発明の別の実施例に基づくチップ圧着装置の３００の側面図である。図４は
、図３のチップ圧着装置３００の上部３０４の側面から見た断面図である。チップ圧着装
置３００は、下部３０２、上部３０４、圧着ヘッド３０６、気圧源３０８及び加熱ガス源
３１０を含む。図３に示すチップ圧着装置３００は、図１に示すチップ圧着装置１００に
大体類似しているので、以下において類似の部材及び配置について詳細に述べず、異なる
部材及びその関連の配置についてのみ説明する。
【００１９】
　図３及び図４を参照し、チップ圧着装置３００は更に、下チャンバ３２０のガス入口に
接続される冷却ガス源３３０を含み、冷却ガス源３３０により、冷却ガスを下チャンバ３
２０内に導入し、チップ及び載置板を冷却する。図面において一つの冷却ガス源３３０の
みを示しているが、実際には製造プロセスに応じて複数の冷却ガス源３３０を設置できる
。
【００２０】
　図面において示していないが、本発明の別の実施例において、気圧源３０８は上チャン
バ３１８に接続されるとともに、下チャンバ３２０のガス入口にも接続され、よって加圧
ガスを下チャンバ３２０内に供給して、下チャンバ３２０の圧力を所望の状態に維持する
。
【００２１】
　更に図３及び図４を参照し、上部３０４において、上チャンバ３１８のガス通路３２２
が一又は複数のガス出口３３２を備え、ガス出口３３２はスイッチ又は制御弁（図示せず
）に接続される。上チャンバ３１８を充圧するとき、ガス出口３３２に接続されたスイッ
チ又は制御弁を閉じ、上チャンバ３１８を減圧するとき、このスイッチ又は制御弁を開く
。
【００２２】
　更に図３及び図４を参照し、上部３０４において、仕切り部３１６は、少なくとも一の
ガス入口３３４と少なくとも一のガス出口３３６を有する一又は複数の仕切りチャンバ３
３８を含む。例えば、仕切りチャンバ３３８のガス入口３３４は、一又は複数の冷却ガス
源３４０に接続され、よって冷却ガスを仕切りチャンバ３３８内に導入し、圧着ヘッド３
０６の温度を低下させ、仕切り部３１６の貫通穴の使用寿命を延長し、その安定性を向上
させる。
【００２３】
　図５は、本発明の更に別の実施例に基づくチップ圧着装置の側面図である。図６は、図
５のチップ圧着装置５００の上部５０４の側面から見た断面図である。チップ圧着装置５
００は、下部５０２、上部５０４、圧着ヘッド５０６、気圧源５０８及び加熱ガス源５１
０を含む。図５に示すチップ圧着装置５００は、図３に示すチップ圧着装置３００に大体
類似しているので、以下において類似の部材及び配置について詳細に述べず、異なる部材
及びその関連する配置についてのみ説明する。
【００２４】
　図５に示す実施例において、気圧源５０８には加熱器５４２が設けられ、加熱器５４２
は気圧源５０８内の加圧ガスを所定温度まで加熱し、この所定温度は、例えば約４０℃か
ら約８００℃の間である。
【００２５】
　図５及び図６を参照し、チップ圧着装置５００は、更に一つ又は複数の圧力センサ５４
４を備え、圧力センサ５４４が上チャンバ５１８内に設置され、よって上チャンバ５１８
内の圧力をモニターできる。なお、圧力センサ５４４は、その検出信号を気圧源５０８に
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送信でき、よって気圧源５０８の上チャンバ５１８に対するガス供給を制御できる。
【００２６】
　更に図５及び図６を参照し、チップ圧着装置５００は、更に一つ又は複数の温度センサ
５４６を含み、温度センサ５４６が下チャンバ５２０内に設置され、よって下チャンバ５
２０内の温度をモニターできる。なお、温度センサ５４６は、その検出信号を加熱ガス源
５１０及び／又は下チャンバ５２０のガス入口に接続される冷却ガス源５３０に送信でき
、よって加熱ガス源５１０及び／又は冷却ガス源５３０の下チャンバ５２０に対するガス
供給を制御できる。
【００２７】
　前記圧力センサと前記温度センサを本発明の他の実施例に応用でき、例えば、図１と図
３のチップ圧着装置にも応用できる。
【００２８】
　更に図５及び図６を参照し、上部５０４において、上チャンバ５１８は、スイッチ又は
制御弁（図示せず）に接続される一又は複数のガス出口５４８を有する。上チャンバ５１
８を充圧するとき、ガス出口５４８に接続されるスイッチ又は制御弁を閉じ、上チャンバ
５１８を減圧するとき、このスイッチ又は制御弁を開く。当然、図６の上チャンバ５１８
のガス通路５２２が図４のガス通路３２２のように、一又は複数のガス出口を有してもよ
い。従って、上チャンバ５１８のガス出口５４８及び／又はガス通路５２２のガス出口に
より、上チャンバ５１８を減圧できる。
【００２９】
　更に図５及び図６を参照し、上部５０４において、仕切り部５１６は、少なくとも一の
ガス入口５３４と少なくとも一のガス出口５３６を有する一又は複数の仕切りチャンバ５
３８を含む。図５及び図６に示す実施例において、仕切りチャンバ５３８は真空源５５０
に接続され、仕切りチャンバ５３８を１ａｔｍ以下の真空状態に維持させる。これにより
断熱効果が達成され、圧着ヘッド５０６の温度を低下させ、よって仕切り部５１６の貫通
穴の使用寿命を延長し、その安定性を向上させる。本発明の実施例において、複数の製造
プロセスを提供するために、仕切りチャンバは真空源及び冷却ガス源の両者に接続できる
。
【００３０】
　本発明の実施例において、気圧源は圧力固定式の気圧源でもよく、よって上チャンバに
一定の圧力を供給できる。或いは、気圧源が圧力調整式の気圧源でもよく、よって異なる
状況に応じて上チャンバの圧力を調整できる。上述の気圧源は、１ａｔｍ以上、５０ａｔ
ｍ以下の圧力を提供できる。
【００３１】
　本発明の実施例において、加熱ガス源は、圧力固定式の加熱ガス源又は圧力調整式の加
熱ガス源であり、よって所定圧力を有する加熱ガスを提供できる。この所定圧力は、１ａ
ｔｍ以上、５０ａｔｍ以下である。
【００３２】
　以下において図面を参照して本発明のチップ圧着方法の実施例を説明する。
【００３３】
　図７は本発明の実施例に基づくチップ圧着方法のフローチャート７００である。前記チ
ップ圧着方法は、上述のチップ圧着装置を使用する。図７に示すように、フローチャート
７００は、チップ搬入工程７０２、装置密閉工程７０４、上チャンバ充圧工程７０６及び
下チャンバ加熱工程７０８を含む。
【００３４】
　チップ搬入工程７０２において、一又は複数のチップを載置した載置板をチップ圧着装
置の下部上に配置する。
【００３５】
　装置密閉工程７０４において、チップ圧着装置の下部と上部を密閉させて、圧着ヘッド
を載置板上のチップと接触させる。本発明の実施例において、圧着ヘッドをチップと接触
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させる前に、気圧源により加圧ガスを上チャンバ内に導入して充圧し、圧着ヘッドに対し
て圧力を加え、圧着ヘッドを所定の位置まで移動させる。
【００３６】
　上チャンバ充圧工程７０６において、気圧源により、加圧ガスを上チャンバ内に導入し
て充圧し、圧着ヘッドに圧力を加えることにより、チップを載置板又は別のチップに密接
に圧着させる。上述の充圧の圧力は例えば、１ａｔｍ以上、５０ａｔｍ以下である。
【００３７】
　下チャンバ加熱工程７０８において、加熱ガス源により、加熱ガスを下チャンバ内に導
入し、チップ及び載置板を加熱する。この加熱ガスの温度は例えば、約４０℃から約８０
０℃の間である。
【００３８】
　下チャンバ加熱工程７０８の後、更に、上チャンバ減圧工程を含むことができる。例え
ば、チップ及び載置板を加熱した後、上チャンバのガス出口及び／又はガス通路のガス出
口により、上チャンバを減圧できる。
【００３９】
　本発明の実施例において、チップ圧着装置は、一又は複数の気圧源を含むことができる
。チップ圧着装置が複数の気圧源を含むとき、複数の気圧源により、異なる圧力のガスを
それぞれ上チャンバ内に導入することができ、よって複数段の圧着ヘッドの加圧制御を行
える。
【００４０】
　本発明の実施例において、チップ圧着装置は、一又は複数の加熱ガス源を含むことがで
きる。チップ圧着装置が複数の加熱ガス源を含むとき、複数の加熱ガス源により、異なる
温度の加熱ガスをそれぞれ下チャンバ内に導入でき、よって複数段の加熱制御を行える。
【００４１】
　この他、本発明の実施例において、チップ圧着装置は、更に下チャンバのガス入口に接
続される一又は複数の冷却ガス源を含むことができ、チップ圧着装置が複数の冷却ガス源
を含むとき、複数の冷却ガス源により、異なる温度の冷却ガスを下チャンバにそれぞれ導
入でき、複数段の温度の冷却制御を行える。
【符号の説明】
【００４２】
　１００　チップ圧着装置
　１０２　下部
　１０４　上部
　１０６　圧着ヘッド
　１０８　気圧源
　１１０　加熱ガス源
　１１２　第一位置決め部
　１１４　第二位置決め部
　１１６　仕切り部
　１１８　上チャンバ
　１２０　下チャンバ
　１２２　ガス通路
　１２４　ガス入口
　１２６　ガス出口
　１２８　貫通穴
　１３０　載置板
　１３２　チップ
　３００　チップ圧着装置
　３０２　下部
　３０４　上部
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　３０６　圧着ヘッド
　３０８　気圧源
　３１０　加熱ガス源
　３１６　仕切り部
　３１８　上チャンバ
　３２０　下チャンバ
　３２２　ガス通路
　３３０　冷却ガス源
　３３２　ガス出口
　３３４　ガス入口
　３３６　ガス出口
　３３８　仕切りチャンバ
　３４０　冷却ガス源
　５００　チップ圧着装置
　５０２　下部
　５０４　上部
　５０６　圧着ヘッド
　５０８　気圧源
　５１０　加熱ガス源
　５１６　仕切り部
　５１８　上チャンバ
　５２０　下チャンバ
　５２２　ガス通路
　５３０　冷却ガス源
　５３４　ガス入口
　５３６　ガス出口
　５３８　仕切りチャンバ
　５４２　加熱器
　５４４　圧力センサ
　５４６　温度センサ
　５４８　ガス出口
　５５０　真空源
　７００　フローチャート
　７０２　チップ搬入工程
　７０４　装置密閉工程
　７０６　上チャンバ充圧工程
　７０８　下チャンバ加熱工程
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