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(57)【要約】
【課題】電子部品に粘着剤が残存するのを防ぎ、しかも
、粘着保持フィルムの延伸に伴い薄い電子部品が損傷す
るおそれのない電子部品保持具及び電子部品の剥離方法
を提供する。
【解決手段】中空の保持枠１と、保持枠１の中空部を緊
張して被覆し、薄型の電子部品１０を剥離可能に粘着保
持する伸縮可能な可撓性の粘着保持フィルム２０とを備
え、粘着保持フィルム２０を、エラストマー２１に剥離
粒子２２を配合することにより形成する。また、粘着保
持フィルム２０を、電子部品１０用の保持領域２３と、
保持領域２３と保持枠１の間に位置する余剰領域２４と
に区画形成し、粘着保持フィルム２０を水平方向に延伸
拡張することで粘着保持フィルム２０の表面から電子部
品１０を剥離する。自己粘着性の粘着保持フィルム２０
を使用するので、電子部品１０に粘着剤が残存するのを
有効に抑制防止できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保持枠と、この保持枠の中空部を緊張して被覆し、薄型の電子部品を剥離可能に保持す
る伸縮可能な可撓性の粘着保持フィルムとを備え、
　粘着保持フィルムを、エラストマーに剥離粒子を配合することにより形成するとともに
、この粘着保持フィルムを、電子部品用の保持領域と、この保持領域と保持枠との間に位
置する余剰領域とに区画形成し、粘着保持フィルムを略水平方向に延伸することで粘着保
持フィルムの表面から電子部品を剥離するようにしたことを特徴とする電子部品保持具。
【請求項２】
　保持枠に、予め延伸した粘着保持フィルムの周縁部を固定するようにした請求項１記載
の電子部品保持具。
【請求項３】
　保持枠は、中空の保持内枠と、この保持内枠に粘着保持フィルムの周縁部を介して着脱
自在に嵌合する中空の保持外枠とを含んでなる請求項１又は２記載の電子部品保持具。
【請求項４】
　粘着保持フィルムの裏面を凹凸に形成した請求項１、２、又は３記載の電子部品保持具
。
【請求項５】
　請求項１ないし４いずれかに記載の電子部品保持具の粘着保持フィルムに保持された薄
型の電子部品を剥離する電子部品の剥離方法であって、
　粘着保持フィルムを延伸手段により略水平方向に延伸し、粘着保持フィルムの表面を剥
離粒子により粗面化して電子部品を剥離することを特徴とする電子部品の剥離方法。
【請求項６】
　延伸手段は、粘着保持フィルムに圧接されて粘着保持フィルムを略水平方向に延伸する
中空の延伸内枠と、この延伸内枠に粘着保持フィルムの余剰領域を介して嵌合され、粘着
保持フィルムの延伸を規制する延伸外枠とを含んでなる請求項５記載の電子部品の剥離方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップや半導体ウェーハに代表される電子部品を保持、各種加工、搬
送、剥離等する際に使用される電子部品保持具及び電子部品の剥離方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電子部品保持具は、図示しないが、中空の保持枠と、この保持枠の中空部を被覆
し、半導体チップや半導体ウェーハに代表される電子部品を剥離可能に粘着保持する伸縮
可能な粘着保持フィルムとを備え、電子部品の保持、各種加工、搬送、剥離等に使用され
る（特許文献１参照）。粘着保持フィルムは、フィルム基材の表面にアクリルやシリコー
ン等のゲルからなる粘着剤が積層されることで形成されている。
【０００３】
　係る電子部品保持具に電子部品を保持させる場合には、粘着保持フィルムの表面に電子
部品を押圧して保持させれば良い。これに対し、電子部品保持具から電子部品を剥離して
取り外す場合には、粘着保持フィルムの裏面に複数の突き上げピンを下方から圧接して粘
着保持フィルムを垂直方向に延伸（エキスパンド）し、粘着保持フィルムの表面から電子
部品を部分的に剥離し、その後、粘着保持フィルムの表面から電子部品を吸着コレットに
より吸着剥離して取り外せば良い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００４－３２７８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の電子部品保持具は、以上のように構成され、フィルム基材に粘着剤が積層される
ことで粘着保持フィルムが形成されるので、電子部品に粘着剤が残存することがあるとい
う問題がある。また、粘着保持フィルムが垂直方向に延伸されるので、電子部品が比較的
大きな半導体チップの場合には大きな問題がないものの、電子部品が５０μｍ以下の薄型
の半導体チップの場合には、半導体チップを損傷させるおそれがある。さらに、電子部品
が広い面積の半導体ウェーハの場合にも不適切である。
【０００６】
　本発明は上記に鑑みなされたもので、電子部品に粘着剤が残存するのを防ぎ、しかも、
粘着保持フィルムの延伸に伴い薄い電子部品が破損するおそれのない電子部品保持具及び
電子部品の剥離方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明においては上記課題を解決するため、保持枠と、この保持枠の中空部を緊張して
被覆し、薄型の電子部品を剥離可能に保持する伸縮可能な可撓性の粘着保持フィルムとを
備え、
　粘着保持フィルムを、エラストマーに剥離粒子を配合することにより形成するとともに
、この粘着保持フィルムを、電子部品用の保持領域と、この保持領域と保持枠との間に位
置する余剰領域とに区画形成し、粘着保持フィルムを略水平方向に延伸することで粘着保
持フィルムの表面から電子部品を剥離するようにしたことを特徴としている。
【０００８】
　なお、保持枠に、予め延伸した粘着保持フィルムの周縁部を固定することができる。
　また、保持枠は、中空の保持内枠と、この保持内枠に粘着保持フィルムの周縁部を介し
て着脱自在に嵌合する中空の保持外枠とを含むと良い。
【０００９】
　また、本発明においては上記課題を解決するため、請求項１ないし４いずれかに記載の
電子部品保持具の粘着保持フィルムに保持された薄型の電子部品を剥離する剥離方法であ
って、
　粘着保持フィルムを延伸手段により略水平方向に延伸し、粘着保持フィルムの表面を剥
離粒子により粗面化して電子部品を剥離することを特徴としている。
【００１０】
　なお、粘着保持フィルムを略水平方向に予め延伸した後、延伸手段により略水平方向に
延伸することができる。
　また、延伸手段は、粘着保持フィルムに圧接されて粘着保持フィルムを略水平方向に延
伸する中空の延伸内枠と、この延伸内枠に粘着保持フィルムの余剰領域を介して嵌合され
、粘着保持フィルムの延伸を規制する延伸外枠とを含むことが好ましい。
【００１１】
　ここで、特許請求の範囲における保持枠は、保持内枠と保持外枠とからなるものが好ま
しいが、単一の枠でも良い。この保持枠は、リング形、矩形の枠、多角形の枠等に形成す
ることができる。また、薄型の電子部品には、少なくとも単数複数の半導体チップや半導
体ウェーハ（φ２００ｍｍ、３００ｍｍ、４５０ｍｍタイプ等）が含まれる。
【００１２】
　粘着保持フィルムの余剰領域は、エンドレスであることが好ましい。また、粘着保持フ
ィルムの延伸は、一軸延伸や二軸延伸を問うものではない。延伸手段は、特に限定される
ものではないが、延伸内枠と延伸外枠とからなる延伸具が好ましい。さらに、本発明に係
る電子部品保持具は、少なくとも電子部品の保持、各種加工（例えば、常温加工、印刷加
工、加熱加工）、検査、搬送、剥離等に使用することができる。加熱加工には、少なくと
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も積層接着剤の形成やハンダリフローが含まれる。
【００１３】
　本発明によれば、電子部品保持具から電子部品を取り外す場合には、粘着保持フィルム
の余剰領域を略水平方向に延伸し、粘着保持フィルムの表面を剥離粒子により粗面化して
この表面から電子部品を部分的に剥離し、その後、粘着保持フィルムの表面から電子部品
を完全に剥離して取り外せば良い。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、電子部品に保持層の粘着剤が残存するのを防ぎ、しかも、粘着保持フ
ィルムの延伸に伴い薄い電子部品が破損するおそれがないという効果がある。
　また、保持枠に、予め延伸した粘着保持フィルムの周縁部を固定すれば、電子部品保持
具に電子部品を保持させて加熱する場合に、加熱に伴い粘着保持フィルムが熱膨張して撓
み、粘着保持フィルムを水平方向に延伸するのに支障を来たすことがない。
【００１５】
　また、保持枠を、中空の保持内枠と、この保持内枠に粘着保持フィルムの周縁部を介し
て着脱自在に嵌合する中空の保持外枠とから構成すれば、簡易な構成で粘着保持フィルム
を延伸しながら容易に固定したり、あるいは粘着保持フィルムを迅速に取り外すことがで
きる。
　また、粘着保持フィルムの裏面を凹凸に形成すれば、粘着保持フィルムの余剰領域から
保持領域に延伸力を適切に伝搬して電子部品の剥離性を向上させることができる。
【００１６】
　さらに、延伸手段を、粘着保持フィルムに圧接されて粘着保持フィルムを略水平方向に
延伸する中空の延伸内枠と、この延伸内枠に粘着保持フィルムの余剰領域を介して嵌合さ
れ、粘着保持フィルムの延伸を規制する延伸外枠とから形成すれば、簡易な構成で粘着保
持フィルムを略水平方向に延伸することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る電子部品保持具及び電子部品の剥離方法の実施形態における使用状
態を模式的に示す断面説明図である。
【図２】本発明に係る電子部品保持具の実施形態を模式的に示す断面説明図である。
【図３】本発明に係る電子部品保持具の実施形態における粘着保持フィルムと電子部品と
を模式的に示す平面説明図である。
【図４】本発明に係る電子部品保持具の実施形態における粘着保持フィルムと他の電子部
品とを模式的に示す平面説明図である。
【図５】本発明に係る電子部品保持具及び電子部品の剥離方法の第２の実施形態を模式的
に示す断面説明図である。
【図６】本発明に係る電子部品保持具及び電子部品の剥離方法の第３の実施形態を模式的
に示す部分断面説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明に係る電子部品保持具の好ましい実施形態を説明すると、
本実施形態における電子部品保持具は、図１ないし図４に示すように、中空の保持枠１と
、この保持枠１の中空部を被覆して薄型の電子部品１０を剥離可能に粘着保持する伸縮可
能な粘着保持フィルム２０とを備え、粘着保持フィルム２０を延伸手段である延伸具３０
により水平方向に必要回数延伸拡張することで、粘着保持フィルム２０中の剥離粒子２２
を利用して粘着保持フィルム２０の表面から電子部品１０を剥離するようにしている。
【００１９】
　保持枠１は、図１や図２に示すように、耐熱性を有する所定の材料を使用して平面リン
グ形に形成される。この保持枠１の材料は、特に限定されるものではないが、例えばガラ
ス、ステンレス、ＰＰＳや液晶ポリマー、フェノールに代表される熱硬化性樹脂等があげ
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られる。
【００２０】
　薄型の電子部品１０は、図１ないし図４に示すように、特に限定されるものではないが
、例えば５０μｍ以下の小さな薄型の半導体チップ１１、あるいは薄くバックグラインド
された脆い平面円形の半導体ウェーハ１２があげられる。
【００２１】
　粘着保持フィルム２０は、図１に示すように、自己粘着性のエラストマー２１に剥離粒
子２２を埋没配合させることにより可撓性を有する平面円形の薄膜に成形され、保持枠１
に緊張した状態、あるいは予め延伸拡張された状態で固定されており、延伸拡張時（図１
の矢印参照）に剥離粒子２２が鏡面の表面から部分的に突出することにより粘着した電子
部品１０の剥離を容易にするよう機能する。
【００２２】
　係る粘着保持フィルム２０は、図１、図３、図４に示すように、中央部が電子部品１０
用の保持領域２３に区画形成され、この保持領域２３の周囲と保持枠１の内周面との間が
余剰領域２４に区画形成されており、この余剰領域２４の周縁の周縁部が保持枠１の周面
に固定される。粘着保持フィルム２０の保持枠１に対する固定方法としては、特に限定さ
れるものではなく、例えば接着剤、両面粘着材、リベットを使用する方法、嵌合する方法
、挟持する方法等があげられる。
【００２３】
　但し、電子部品保持具がエポキシ樹脂等の積層接着剤（ＤＡＦ）の形成やハンダリフロ
ー等、２００℃を超える温度域の加熱工程で使用される場合には、接着剤や両面粘着材の
接着力が低下したり、劣化が懸念されるので、リベットを使用する方法、嵌合する方法、
挟持する方法が好ましい。
【００２４】
　粘着保持フィルム２０のエラストマー２１は、製造が容易で安価な熱可塑性エラストマ
ーとゴムとが該当し、熱可塑性エラストマーには、オレフィン系、スチレン系、ウレタン
系、ポリエステル系等が含まれ、ゴムには、ＥＰＤＭ、シリコーンゴム、フッ素ゴム組成
物、ブチルゴム、ブタジエンゴム、天然ゴム等が含まれる。これらの材料中、電子部品保
持具が加熱工程で使用される場合には、エラストマー２１として耐熱性に優れるシリコー
ンゴムやフッ素ゴム組成物の選択が好ましい。
【００２５】
　シリコーンゴムは硬化反応により付加反応型と縮合反応型とに分類され、この縮合反応
型は、有機過酸化物加硫型と、水、酢酸、アミン類、オキシム類等を脱して縮合するタイ
プとに分類される。付加反応型のシリコーンゴムは、脂肪族不飽和基を有するオルガノポ
リシロキサンを主成分とし、オルガノハイドロジェンポリシロキサンが架橋剤、白金系化
合物からなる触媒、アセチレンアルコール類等からなる反応抑制剤等から調製される。場
合により、酸化ケイ素系粉末からなる補強剤、耐熱剤、難燃剤、流動調整剤、接着補助剤
等の各種添加剤が配合されて機能が付与される。これらの主成分、架橋剤、触媒、反応抑
制剤、各種添加剤の配合比は、自由に選択することができる。また、シリコーンゴムの硬
化方法や硬化条件は、特に問うものではない。
【００２６】
　フッ素ゴム組成物は、その第一成分のフッ素ゴムとして、様々なタイプが使用可能であ
る。具体的には、フッ化ビニリデン系共重合体、例えばフッ化ビニリデン及び四フッ化エ
チレンから選択される少なくとも１種と六フッ化プロピレンとの共重合体、フッ化ビニリ
デン、四フッ化エチレン、五フッ化プロピレン、及び六フッ化プロピレンから選択される
少なくとも１種と、これらと共重合体可能な単量体との共重合体（例えば、トリフルオロ
エチレントリフルオロメチルエーテル等の側鎖にエーテル結合を有するオレフィン類、エ
チレン、プロピレン、イソブチレン等のオレフィン類、トリフルオロエチレン、モノクロ
ルトリフルオロエチレン等のハロゲン化オレフィン類、パーフルオロブチルエチレン（Ｃ

４Ｆ９ＣＨ＝ＣＨ２）、パーフルオロヘキサエチレン（Ｃ６Ｆ１３ＣＨ＝ＣＨ２）、パー
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フルオロオクチルエチレン（Ｃ９Ｆ１７ＣＨ＝ＣＨ２）等のフッ化アルキル基を有するオ
レフィン類、パーフルオロパーフルオロビニルエーテル、アルキル‐フルオロビニルエー
テル等のハロゲン化エーテル類、エチルビニルエーテル等のエーテル類等）があげられ、
これらを１種又は２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００２７】
　係るフッ素ゴムとして、具体的には、デュポン社製ＶＩＴＯＮシリーズ、３Ｍ社製フロ
ーレルシリーズ、ダイキン工業社製ダイエルシリーズ、ＪＳＲ・旭硝子社製アフラスシリ
ーズ、旭モント社製テクノフロンシリーズ、ダウケミカル社製カルレッツ等を採用するこ
とができる。また、信越化学工業社製として、パーフルオロパーフルオロビニルエーテル
、アルキル‐フルオロビニルエーテル等のハロゲン化エーテル類にケイ素系化合物を導入
し、ヒドロシリル化反応により硬化させるフッ素ゴムとしてＳＩＦＥＬがあるが、これら
を採用することも可能である。
【００２８】
　剥離粒子２２は、特に制限されるものではないが、エラストマー２１と比較して線膨張
係数が低い無機物の粒子、特に電子部品１０取り外しの利便性に資するアスペクト比の低
い定形・不定形の粒子であることが好ましい。また、剥離粒子２２は、ビーズのような独
立した粒子の他、凝集性の粒子でも良い。このような剥離粒子２２としては、ポリエチレ
ンやアクリル等の高分子系粒子、ガラス粒子、シリカ粒子、セラミック粒子、カーボン粒
子、炭酸カルシウム等があげられる。これらの中でも高温の加熱工程で電子部品保持具が
使用される場合を考慮すると、無機系粒子が好ましい。
【００２９】
　剥離粒子２２の粒径、すなわち平均粒径αについてであるが、剥離粒子２２の平均粒径
αが小さすぎると、粘着保持フィルム２０の延伸拡張時に、延伸拡張の応力が電子部品１
０を剥離するベクトルとして作用しにくくなるので、留意すべきである。例えば、剥離粒
子２２の一次粒子が０．０２μｍのシリカの場合、湿式シリカ等、凝集性の強いシリカは
、シリコーンゴムに白濁した状態で分散され、可視光線の波長よりも大きな凝集粒子とし
て分散されるが、これをフィルム化すれば、延伸拡張により電子部品１０を剥離すること
ができる。
【００３０】
　これに対し、乾式シリカは、シリコーンゴムに透明な状態で分散され、可視光線の波長
よりも小さな凝集粒子として分散されるが、これをフィルム化すると、延伸拡張により電
子部品１０を剥離することができない。これらのことから、剥離粒子２２の平均粒径αは
、延伸拡張により電子部品１０を剥離する場合、可視光線の波長が数μｍであるから、少
なくとも１μｍ以上の大きさを必要とする。
【００３１】
　剥離粒子２２の平均粒径αの上限値については、粘着保持フィルム２０の厚さよりも大
きな剥離粒子２２が配合されると、剥離粒子２２が突出して電子部品１０を粘着すること
ができなくなるので、粘着保持フィルム２０の厚さが上限値となる。すなわち、剥離粒子
２２の平均粒径αの下限値が１μｍであるから、剥離粒子２２の平均粒径αの範囲は、粘
着保持フィルム２０の無延伸拡張時の厚さをｔとすると、１＞α＞ｔの数式で表される範
囲となる。
【００３２】
　粘着保持フィルム２０を必要回数延伸拡張する場合、例えば延伸拡張の前に予め延伸拡
張して固定しておく場合には、無延伸拡張時の粘着保持フィルム２０の厚さよりも剥離粒
子２２が大きいと、剥離粒子２２が突出して電子部品１０の粘着に支障を来たすので、粘
着保持フィルム２０の厚さが上限となる。
【００３３】
　ここで、粘着保持フィルム２０の無延伸拡張時の厚さをｔとし、予め粘着保持フィルム
２０をＸ倍の面積に延伸拡張しておき、さらに粘着保持フィルム２０の面積に延伸拡張し
て電子部品１０を剥離する場合、延伸拡張した粘着保持フィルム２０の厚さはｔ／Ｘとな
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る。したがって、係る厚さで剥離粒子２２を突出させない場合には、剥離粒子２２の平均
粒径αの範囲は、１＞α＞ｔ／Ｘの数式で表される範囲となる。
【００３４】
　なお、粘着保持フィルム２０に当初から１μｍ以下の剥離粒子２２が配合されているマ
トリックスについては、１μｍ以上の剥離粒子２２を配合することができる。例えば、乾
式シリカの混合したシリコーンゴムは、可視光線以下の粒子形状により分散され、拡張に
よる剥離の伝播が生じにくいが、１μｍ以上の剥離粒子２２を配合すれば、拡張による剥
離を伝播させることができる。また、湿式シリカは、電子部品保持具が加熱工程で使用さ
れる場合、表面が活性で電子部品１０と接着して取り外しが困難になるので、使用を控え
ることが好ましい。
【００３５】
　剥離粒子２２の添加量は、特に制限されるものではないが、添加量が多いと電子部品１
０の粘着が困難になる。例えば、剥離粒子２２の粒径が１～５μｍの場合には、３０ｐｈ
ｒ程度まで配合することができ、剥離粒子２２の粒径が５～２０μｍの場合には、１０ｐ
ｈｒ程度まで配合することができる。また、剥離粒子２２の粒径が２０μｍを超える場合
には、５ｐｈｒ程度まで配合することができる。いずれにしろ、０．１ｐｈｒ未満の場合
には、電子部品１０の剥離効果が期待できなくなるので、０．１ｐｈｒ以上が好ましい。
【００３６】
　粘着保持フィルム２０の粘着力や剥離力は、電子部品１０の被粘着面における表面状態
により決定すれば良い。また、剥離力の調整は、電子部品１０の硬度と粘着保持フィルム
２０の平滑性とにより調整することができる。
【００３７】
　延伸具３０は、図１に示すように、粘着保持フィルム２０の裏面の保持領域２３に圧接
されて粘着保持フィルム２０を水平方向に延伸する中空の延伸内枠３１と、この延伸内枠
３１に粘着保持フィルム２０の余剰領域２４を介して表面側から嵌合され、粘着保持フィ
ルム２０の延伸を規制する延伸外枠３２とを備えて構成される。これら延伸内枠３１と延
伸外枠３２とは、例えば保持枠１と同様の材料やナイロン樹脂等を使用してそれぞれ平面
リング形に形成される。
【００３８】
　上記構成において、電子部品保持具に電子部品１０を保持させる場合には、粘着保持フ
ィルム２０の表面の保持領域２３に電子部品１０を押圧して保持させれば良い。これに対
し、電子部品保持具から電子部品１０を剥離して取り外す場合には、粘着保持フィルム２
０を延伸具３０の延伸内枠３１と延伸外枠３２とに挟持させ、粘着保持フィルム２０の余
剰領域２４を水平方向に延伸（エキスパンド）拡張し、粘着保持フィルム２０の表面の保
持領域２３を剥離粒子２２の突出により粗面化してこの保持領域２３から電子部品１０を
部分的に剥離する。
【００３９】
　この際、粘着保持フィルム２０は、剥離の偏りを防止する観点から中心部から同心円に
均等に延伸拡張することが好ましい。そしてその後、粘着保持フィルム２０の保持領域２
３から電子部品１０を吸着コレットにより吸着剥離して取り外せば、作業を終了すること
ができる。
【００４０】
　また、電子部品保持具に電子部品１０を保持させて加熱工程に投入する場合には、先ず
、加熱に伴い粘着保持フィルム２０が熱膨張して緩むのを考慮し、粘着保持フィルム２０
を数式１に示すＸ倍の面積に予備的に延伸拡張し、保持枠１に固定する。こうして保持枠
１に粘着保持フィルム２０を固定したら、室温Ｔ１℃で粘着保持フィルム２０の保持領域
２３に電子部品１０を押圧して保持させ、室温よりも高い温度Ｔ２℃の加熱工程で電子部
品１０に加工を施す。
【００４１】
　　Ｘ≧｛δ×（Ｔ２－Ｔ１）｝２…（式１）
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　　　δ：粘着保持フィルムの線膨張係数
【００４２】
　係る予備的な延伸拡張の方法は、特に制限されるものではないが、例えば保持枠１に粘
着保持フィルム２０をその熱膨張率を考慮し、専用の治具や延伸装置により予め水平方向
に延伸拡張して装着固定する方法等があげられる。
【００４３】
　電子部品１０に加熱処理を施したら、延伸した粘着保持フィルム２０を延伸具３０の延
伸内枠３１と延伸外枠３２とに挟持させ、粘着保持フィルム２０の余剰領域２４を水平方
向にさらに延伸拡張し、粘着保持フィルム２０の保持領域２３を剥離粒子２２の突出によ
り粗面化してこの保持領域２３から電子部品１０を部分的に剥離した後、粘着保持フィル
ム２０から電子部品１０を吸着コレットにより吸着剥離して取り外せば良い。
【００４４】
　上記構成によれば、粘着剤が積層した粘着保持フィルム２０を使用するのではなく、自
己粘着性の粘着保持フィルム２０を使用するので、電子部品１０に粘着剤が残存するのを
有効に抑制防止することができる。また、粘着保持フィルム２０を垂直方向に強く突き上
げて延伸するのではなく、粘着保持フィルム２０を水平方向に延伸するので、電子部品１
０が比較的大きな半導体チップ１１の他、電子部品１０が５０μｍ以下の小さな薄型の半
導体チップ１１の場合でも、半導体チップ１１を損傷させるおそれが全くない。電子部品
１０が広い面積の半導体ウェーハ１２の場合にも、同様に破損するおそれを抑制防止する
ことができる。
【００４５】
　次に、図５は本発明の第２の実施形態を示すもので、この場合には、保持枠１を、中空
の保持内枠２と、この保持内枠２に粘着保持フィルム２０の周縁部を介して着脱自在に密
嵌する中空の保持外枠３とから形成するようにしている。
【００４６】
　保持内枠２と保持外枠３とは、上記保持枠１と同様の材料を使用してそれぞれ平面リン
グ形に形成される。その他の部分については、上記実施形態と略同様であるので説明を省
略する。
　本実施形態においても上記実施形態と同様の作用効果が期待でき、しかも、粘着保持フ
ィルム２０をリベット止めするのではなく、保持内枠２と保持外枠３との間に着脱自在に
挟持するので、簡易な構成で粘着保持フィルム２０を迅速に取り外したり、交換すること
ができる。
【００４７】
　次に、図６は本発明の第３の実施形態を示すもので、この場合には、電子部品１０の粘
着しない粘着保持フィルム２０の裏面２５を凹凸に形成し、粘着保持フィルム２０の延伸
拡張の伝搬性を向上させるようにしている。
【００４８】
　粘着保持フィルム２０の裏面２５を凹凸に形成する方法としては、特に限定されるもの
ではないが、例えば、エンボス加工やしぼ入りフィルム（きもと社製：商品名マットルミ
ラー）により凹凸を転写加工する方法等が採用される。その他の部分については、上記実
施形態と略同様であるので説明を省略する。
【００４９】
　本実施形態においても上記実施形態と同様の作用効果が期待でき、しかも、粘着保持フ
ィルム２０の裏面２５を凹凸に形成して摩擦係数を小さくするので、例え粘着保持フィル
ム２０を延伸具３０で挟持しても、粘着保持フィルム２０の延伸拡張の伝搬性の低下を招
くのを防ぐことができる。したがって、粘着保持フィルム２０の余剰領域２４から保持領
域２３に延伸拡張を適切に伝搬して電子部品１０の剥離性を向上させることができるのは
明らかである。また、保持枠１を台座等に配置する際、台座等に粘着保持フィルム２０の
裏面２５が粘着して取り外しに支障を来たすのを有効に防ぐこともできる。
【００５０】
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　なお、薄型の電子部品１０は、複数の半導体チップ１１や半導体ウェーハ１２以外の部
品でも良い。また、上記実施形態では粘着保持フィルム２０を延伸具３０により水平方向
に延伸したが、他の延伸手段により水平方向に延伸しても良い。
【００５１】
　以下、本発明に係る電子部品保持具及び電子部品の剥離方法の実施例を比較例と共に説
明する。
【実施例１】
【００５２】
　先ず、乾式シリカが充填剤として配合された付加反応型シリコーンゴム（信越化学工業
社製：商品名ＫＥ－１９５０）のＡ、Ｂ液の双方に、平均粒径が３０μｍの剥離粒子であ
るガラスビーズ（住友スリーエム社製：商品名Ｓ６０）をそれぞれ２ｐｈｒ添加して混合
した。こうしてガラスビーズをそれぞれ添加して混合したら、Ａ、Ｂ液を混合して当該混
合溶液をプレス機により加圧しながら１５０℃に加熱し、厚さ３０μｍ、直径４００ｍｍ
のフィルムを平面円形に製造した。
【００５３】
　次いで、フィルムの表面に５０μｍの厚さを有するＰＥＴ製の鏡面フィルムを重ねて鏡
面を転写し、フィルムの裏面に粗面加工されたＰＥＴ製フィルムを重ねて粗面を転写した
。こうしてフィルムに転写加工を施したら、鏡面フィルムとＰＥＴ製フィルムをそれぞれ
剥離し、フィルムをステンレス製のリングに固定して２００℃のオーブンに４時間セット
し、二次加硫して粘着保持フィルムを製造した。ステンレス製のリングは、内径３８ｍｍ
、外径５０ｍｍの大きさとした。
【００５４】
　製造した粘着保持フィルムは、半導体チップに２００℃、１時間の条件でエポキシ樹脂
を積層硬化させる加熱工程、すなわちＤＡＦの形成工程で半導体チップの粘着保持に用い
ることとした。具体的には、粘着保持フィルムに半導体チップを２５℃で粘着保持すると
ともに、２５℃で半導体チップとエポキシ樹脂とを積層し、エポキシ樹脂を２００℃、１
時間の条件で積層し、その後、粘着保持フィルムから半導体チップを２５℃で取り外した
。
【００５５】
　なお、シリコーンゴム製の粘着保持フィルムの線膨張率は、測定したところ、２５～２
００℃の温度範囲で２．８５×１０－４／℃であった。係る粘着保持フィルムを上記温度
環境で使用する場合には、上記した式１から粘着保持フィルムを４．９９×１０－２（４
．９９％）伸張して使用する必要がある。したがって、２００℃の加熱下で粘着保持フィ
ルムに皺が生じないようにするためには、粘着保持フィルムの面積を４．９９％（１．０
４９９倍）の二乗である１１％（１．１０倍）拡張させる必要がある。
【００５６】
　次に、電子部品保持具を製造するため、先ず、ステンレス製の準備リングに粘着保持フ
ィルムをアクリル系の両面テープで粘着固定し、この粘着保持フィルムの裏面中央部に、
一辺が５０ｍｍの正方形をマジックペンで描き、延伸拡張の目安として観察するようにし
た。準備リングは、内径３２５ｍｍ、外径３５０ｍｍの大きさとした。また、粘着保持フ
ィルムは、緊張させたが、延伸拡張を施さなかった。
【００５７】
　粘着保持フィルムに正方形を描いたら、保持枠の保持内枠と保持外枠との間に取り外し
た粘着保持フィルムの周縁部を挟持させてその余剰部をカットし、電子部品保持具を製造
した。保持枠の保持内枠は、液晶ポリマー製で、内径２２７ｍｍ、外径２３７ｍｍの大き
さとした。保持外枠は、液晶ポリマー製で、内径２４７ｍｍ、外径２３７ｍｍの大きさと
した。
【００５８】
　粘着保持フィルムに保持内枠のみを圧接して延伸拡張したところ、正方形の一辺が５６
ｍｍに伸びた。また、保持枠の保持内枠と保持外枠との間に粘着保持フィルムを挟持させ
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て電子部品保持具を製造したところ、正方形の一辺が５７ｍｍに伸び、粘着保持フィルム
が１．２５倍に延伸拡張された。
【００５９】
　次いで、平滑なステージ上に電子部品である半導体チップ１０個を配置し、この複数の
半導体チップ個上に電子部品保持具を重ねてその粘着保持フィルムの裏面にローラを押圧
し、粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを粘着保持させた。各半導体チップは
、厚さ１００μｍ、３×５ｍｍの大きさとした。
【００６０】
　粘着保持フィルムに複数の半導体チップを粘着保持させたら、半導体チップにエポキシ
樹脂を積層塗布し、２００℃の加熱炉に６０分セットして室温に戻し、その後、３０分放
置したところ、半導体チップの温度が室温まで低下した。この状態で、半導体チップを真
空ピンセットでピックアップしようと試みたが、取り外すことができなかった。また、粘
着保持フィルムに皺も発生せず、複数の半導体チップの配列乱れや重なり等の異常も確認
されなかった。
【００６１】
　次いで、電子部品保持具の粘着保持フィルムを延伸具の延伸内枠と延伸外枠とに挟持さ
せ、粘着保持フィルムの余剰領域を水平方向に延伸拡張し、半導体チップの一部を浮き上
がらせた。延伸具の延伸内枠は、ナイロン樹脂製で、内径１９５ｍｍ、外径２０３ｍｍの
大きさとした。延伸外枠は、ナイロン樹脂製で、内径２０３ｍｍ、外径２１０ｍｍの大き
さとした。
【００６２】
　粘着保持フィルムに延伸内枠のみを専用ステージを使用して圧接し、延伸拡張したとこ
ろ、正方形の一辺が６３ｍｍに伸びた（面積１．５９倍）。この際、粘着保持フィルムの
裏面が粗れていたので、延伸外枠に対して摩擦抵抗がなく、粘着保持フィルムを円滑に延
伸拡張することができた。粘着保持フィルムが延伸拡張したら、電子部品保持具を所定の
場所に移し、粘着保持フィルムから半導体チップを真空ピンセットでピックアップしたと
ころ、安全確実に取り外すことができた。
【実施例２】
【００６３】
　付加反応型シリコーンゴムにより、色調が白の粘着保持フィルムを製造し、その後、実
施例１と同様にして電子部品保持具を製造し、粘着保持フィルムを１５％延伸拡張させた
。付加反応型シリコーンゴムは、湿式シリカが２５重量％配合された主剤１００ｐｈｒ（
信越化学工業社製：商品名ＫＥ－１５３Ｕ）、硬化剤２．５ｐｈｒ（信越化学工業社製：
商品名Ｃ－１５３Ａ）、解媒０．０３ｐｈｒ（信越化学工業社製：商品名ＣａｔＰＬ２）
、及び反応制御剤０．２５ｐｈｒ（信越化学工業社製：商品名ＫＥ－１５３Ａ）のゴムを
使用した。また、湿式シリカは、１次粒径が０．０２μｍ、２次粒径が８μｍのシリカと
した。
【００６４】
　実施例１と同様、電子部品保持具の粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを粘
着保持させ、電子部品保持具の粘着保持フィルムを延伸具の延伸内枠と延伸外枠とに挟持
させ、粘着保持フィルムに水平方向に延伸拡張した。粘着保持フィルムに延伸内枠のみを
専用ステージを使用して圧接し、延伸拡張したところ、正方形の一辺が６０ｍｍに伸びた
（面積１．４４倍）。この際、粘着保持フィルムの裏面が粗れていたので、延伸外枠に対
して摩擦抵抗がなく、粘着保持フィルムを円滑に延伸拡張することができた。
【実施例３】
【００６５】
　付加反応型シリコーンゴム（信越化学工業社製：商品名ＫＥ－１９５０）のＡ、Ｂ液の
双方に、平均粒径が１８μｍの剥離粒子であるガラスビーズ（住友スリーエム社製：商品
名ｉＭＫ３０）をそれぞれ１ｐｈｒ添加して混合し、その後、実施例１と同様にして電子
部品保持具を製造した。粘着保持フィルムには延伸拡張を施さなかった。実施例１と同様
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、電子部品保持具の粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを仮粘着させ、真空槽
にセットして減圧し、粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを粘着保持させた。
【００６６】
　実施例１と同様、電子部品保持具の粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを粘
着保持させ、電子部品保持具の粘着保持フィルムを延伸具の延伸内枠と延伸外枠とに挟持
させ、粘着保持フィルムに水平方向に延伸拡張した。粘着保持フィルムに延伸内枠のみを
専用ステージを使用して圧接し、延伸拡張したところ、正方形の一辺が５５ｍｍに伸びた
。
【００６７】
　その後、電子部品保持具の粘着保持フィルムから延伸具を取り外し、正方形の一辺が６
０ｍｍに伸びるよう粘着保持フィルムを水平方向に２０％延伸拡張したが、半導体チップ
が剥離しなかった。さらに、粘着保持フィルムを水平方向に３０％延伸拡張したところ、
粘着していた半導体チップがはじめて浮き上がり、剥離した。
【実施例４】
【００６８】
　付加反応型シリコーンゴム（信越化学工業社製：商品名ＫＥ－１９５０）のＡ、Ｂ液の
双方に、平均粒径が１８μｍの剥離粒子であるガラスビーズ（住友スリーエム社製：商品
名ｉＭＫ３０）をそれぞれ３ｐｈｒ添加して混合し、その後、実施例１と同様にして電子
部品保持具を製造した。粘着保持フィルムには延伸拡張を施さなかった。実施例１と同様
、電子部品保持具の粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを仮粘着させ、真空槽
にセットして減圧し、粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを粘着保持させた。
【００６９】
　実施例１同様、電子部品保持具の粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを粘着
保持させ、電子部品保持具の粘着保持フィルムを延伸具の延伸内枠と延伸外枠とに挟持さ
せ、粘着保持フィルムに水平方向に延伸拡張した。粘着保持フィルムに延伸内枠のみを専
用ステージを使用して圧接し、延伸拡張したところ、正方形の一辺が５５ｍｍに伸びた。
その後、電子部品保持具の粘着保持フィルムから延伸具を取り外し、正方形の一辺が６０
ｍｍに伸びるよう粘着保持フィルムを水平方向に２０％延伸拡張したところ、粘着してい
た半導体チップがはじめて浮き上がり、剥離した。
【実施例５】
【００７０】
　付加反応型シリコーンゴム（信越化学工業社製：商品名ＫＥ－１９５０）のＡ、Ｂ液の
双方に、平均粒径が１８μｍの剥離粒子であるガラスビーズ（住友スリーエム社製：商品
名ｉＭＫ３０）をそれぞれ５ｐｈｒ添加して混合し、その後、実施例１と同様にして電子
部品保持具を製造した。粘着保持フィルムには延伸拡張を施さなかった。実施例１と同様
、電子部品保持具の粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを仮粘着させ、真空槽
にセットして減圧し、粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを粘着保持させた。
【００７１】
　実施例１同様、電子部品保持具の粘着保持フィルムの表面に複数の半導体チップを粘着
保持させ、電子部品保持具の粘着保持フィルムを延伸具の延伸内枠と延伸外枠とに挟持さ
せ、粘着保持フィルムを水平方向に延伸拡張した。粘着保持フィルムに延伸内枠のみを専
用ステージを使用して圧接し、１０％延伸拡張したところ、正方形の一辺が５５ｍｍに伸
びた。この際、粘着していた半導体チップが浮き上がり、剥離した。
【比較例】
【００７２】
　付加反応型シリコーンゴムにより透明の粘着保持フィルムを製造し、その後、実施例１
と同様にして電子部品保持具を製造し、粘着保持フィルムを１５％延伸拡張させた。付加
反応型シリコーンゴムは、乾式シリカが３０重量％添加されたシリコーンゴム（信越化学
工業社製：商品名ＫＥ－１９５０Ａ）と、乾式シリカが３０重量％添加されたシリコーン
ゴム（信越化学工業社製：商品名ＫＥ－１９５０Ｂ）とを１：１で混合したタイプを用い
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た。また、乾式シリカは、１次粒径が０．０２μｍ、２次粒径が１μｍ以下のシリカとし
た。
【００７３】
　実施例１と同様、粘着保持フィルムから半導体チップを真空ピンセットでピックアップ
しようとしたが、剥離粒子であるシリカ粒子の平均粒径が小さく、しかも、粘着保持フィ
ルムの裏面が粗れていなかったので、粘着保持フィルムの延伸拡張の伝搬性が低下し、半
導体チップを安全確実に取り外すことができなかった。
【符号の説明】
【００７４】
１　　　　保持枠
２　　　　保持内枠
３　　　　保持外枠
１０　　　電子部品
１１　　　半導体チップ
１２　　　半導体ウェーハ
２０　　　粘着保持フィルム
２１　　　エラストマー
２２　　　剥離粒子
２３　　　保持領域
２４　　　余剰領域
２５　　　裏面
３０　　　延伸具（延伸手段）
３１　　　延伸内枠
３２　　　延伸外枠
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