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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交差する複数の分割予定ラインに沿って分割起点が形成された被加工物、または交差す
る複数の分割予定ラインに沿って個々のチップに分割された被加工物が貼着されたシート
を拡張して隣接するチップ間に間隔を形成する拡張装置であって、
　第一方向において被加工物を挟んで互いに対向して配設され、互いの対向面に前記第一
方向と平行な回転軸を中心として回転可能に支持されたローラを有し、それらローラでそ
れぞれシートを挟持する第一挟持手段と、第二挟持手段と、
　前記第一方向に直交する第二方向において被加工物を挟んで互いに対向して配設され、
互いの対向面に前記第二方向と平行な回転軸を中心として回転可能に支持されたローラを
有し、それらローラでそれぞれ前記シートを挟持する第三挟持手段と、第四挟持手段と、
　前記第一挟持手段と前記第二挟持手段を前記第一方向において互いに離反する向きに移
動可能とするとともに前記第三挟持手段と前記第四挟持手段とを前記第二方向において互
いに離反する向きに移動可能とする移動手段と、
　被加工物を撮像して撮像画像を形成する撮像手段と、
　該撮像手段で形成された前記撮像画像における被加工物のチップ間距離に基づいて前記
移動手段を制御する制御手段と、
を備えることを特徴とする拡張装置。
【請求項２】
　交差する複数の分割予定ラインに沿って分割起点が形成された被加工物、または交差す
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る複数の分割予定ラインに沿って個々のチップに分割された被加工物が貼着されたシート
を拡張して隣接するチップ間に間隔を形成する拡張方法であって、
　第一方向において被加工物を挟んで互いに対向した第一挟持手段と第二挟持手段とでシ
ートを挟持するとともに、該第一方向に直交する第二方向において被加工物を挟んで互い
に対向した第三挟持手段と第四挟持手段とでシートを挟持する挟持ステップと、
　前記第一挟持手段と前記第二挟持手段とが前記シートを挟持した状態で該第一挟持手段
と該第二挟持手段とを互いに離反するよう移動させて該シートを前記第一方向に拡張させ
る第一拡張ステップと、
　前記第三挟持手段と前記第四挟持手段とが前記シートを挟持した状態で該第三挟持手段
と該第四挟持手段とを互いに離反するよう移動させて該シートを前記第二方向に拡張させ
る第二拡張ステップと、
　被加工物の上面を撮像手段で撮像し撮像画像を形成するとともに該撮像画像における被
加工物のチップ間距離を検出する検出ステップと、
を備え、
　前記第一拡張ステップと前記第二拡張ステップとでは、前記検出ステップで検出された
前記チップ間距離に基づいて前記第一挟持手段と前記第二挟持手段と前記第三挟持手段と
前記第四挟持手段とが移動させられ、
　前記第一挟持手段および前記第二挟持手段は、互いの対向面に前記第一方向と平行な回
転軸を中心として回転可能に支持されたローラを有し、それらローラでそれぞれシートを
挟持する構成を具備し、前記第三挟持手段と前記第四挟持手段は、互いの対向面に前記第
二方向と平行な回転軸を中心として回転可能に支持されたローラを有し、それらローラで
それぞれシートを挟持する構成を具備することを特徴とする拡張方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、交差する複数の分割予定ラインに沿って分割起点が形成された被加工物、ま
たは交差する複数の分割予定ラインに沿って個々のチップに分割されている被加工物が貼
着されたシートを拡張して、隣接するチップ間に間隔を形成する拡張装置および拡張方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、半導体デバイスの製造工程においては、電子回路を有する多数のデバイスが表
面に形成された半導体ウェーハを、各デバイスの形成領域を区画する格子状の分割予定ラ
インに沿って分割することにより、デバイスを有する多数の半導体チップに個片化してい
る。このように半導体ウェーハ等の薄板状の被加工物を細密なチップに分割する手段とし
て、近年、被加工物に対して透過性を有する波長のレーザビームを被加工物の内部に集光
点を位置付けた状態で分割予定ラインに沿って照射することで、強度が他の部分よりも弱
化した改質層を被加工物の内部に分割予定ラインに沿って形成し、この後、被加工物に外
力を付与することで改質層を起点に被加工物を分割するといった方法が提案されている（
特許文献１）。また、このような分割方法においては、上記のように改質層を形成した後
に被加工物を研削あるいは研磨して薄化し、この薄化工程に伴って被加工物を分割させる
といった技術も知られている（特許文献２）。
【０００３】
　上記特許文献２に記載の分割方法では、被加工物の分割面は互いに密着した状態である
ためチッピングやクラッキングを防止することができるとされている。ところで、被加工
物の分割面が互いに密着したままの状態では、ハンドリング時に隣接するチップどうしが
接触して損傷するおそれがあるため、複数のチップに分割された被加工物にシートを貼着
し、そのシートを拡張することでチップ間に間隔を形成している。一方、被加工物に貼着
したシートを拡張することで被加工物に外力を付与してチップに分割するとともにチップ
間に間隔を形成する拡張装置が知られている（特許文献３）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３４０８８０５号公報
【特許文献２】特許第３７６２４０９号公報
【特許文献３】特開２０１１－７７４８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献３に記載の拡張装置においては、シートを放射状に拡張するため、シート
の拡張量はどの方向でもほぼ均等になる。このため、例えばチップサイズが縦横で異なる
長方形状の場合には、第一方向と第二方向、すなわちチップの長辺方向（縦方向）と短辺
方向（横方向）とでチップ間に形成される間隔の距離が異なり、一方向では十分なチップ
間距離が形成されても他方向ではチップ間距離が不十分となり、その結果、ハンドリング
時に隣接するチップどうしが接触するという問題を招くおそれがある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その主な技術的課題は、チップの縦横
サイズが異なる被加工物においてもチップ間の間隔が適切な距離となるようにシートを拡
張することができる拡張装置および拡張方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の拡張装置は、交差する複数の分割予定ラインに沿って分割起点が形成された被
加工物、または交差する複数の分割予定ラインに沿って個々のチップに分割された被加工
物が貼着されたシートを拡張して隣接するチップ間に間隔を形成する拡張装置であって、
第一方向において被加工物を挟んで互いに対向して配設され、互いの対向面に前記第一方
向と平行な回転軸を中心として回転可能に支持されたローラを有し、それらローラでそれ
ぞれシートを挟持する第一挟持手段と、第二挟持手段と、前記第一方向に直交する第二方
向において被加工物を挟んで互いに対向して配設され、互いの対向面に前記第二方向と平
行な回転軸を中心として回転可能に支持されたローラを有し、それらローラでそれぞれ前
記シートを挟持する第三挟持手段と、第四挟持手段と、前記第一挟持手段と前記第二挟持
手段を前記第一方向において互いに離反する向きに移動可能とするとともに前記第三挟持
手段と前記第四挟持手段とを前記第二方向において互いに離反する向きに移動可能とする
移動手段と、被加工物を撮像して撮像画像を形成する撮像手段と、該撮像手段で形成され
た前記撮像画像における被加工物のチップ間距離に基づいて前記移動手段を制御する制御
手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の拡張方法は、交差する複数の分割予定ラインに沿って分割起点が形成さ
れた被加工物、または交差する複数の分割予定ラインに沿って個々のチップに分割された
被加工物が貼着されたシートを拡張して隣接するチップ間に間隔を形成する拡張方法であ
って、第一方向において被加工物を挟んで互いに対向した第一挟持手段と第二挟持手段と
でシートを挟持するとともに、該第一方向に直交する第二方向において被加工物を挟んで
互いに対向した第三挟持手段と第四挟持手段とでシートを挟持する挟持ステップと、前記
第一挟持手段と前記第二挟持手段とが前記シートを挟持した状態で該第一挟持手段と該第
二挟持手段とを互いに離反するよう移動させて該シートを前記第一方向に拡張させる第一
拡張ステップと、前記第三挟持手段と前記第四挟持手段とが前記シートを挟持した状態で
該第三挟持手段と該第四挟持手段とを互いに離反するよう移動させて該シートを前記第二
方向に拡張させる第二拡張ステップと、被加工物の上面を撮像手段で撮像し撮像画像を形
成するとともに該撮像画像における被加工物のチップ間距離を検出する検出ステップと、
を備え、前記第一拡張ステップと前記第二拡張ステップとでは、前記検出ステップで検出
された前記チップ間距離に基づいて前記第一挟持手段と前記第二挟持手段と前記第三挟持
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手段と前記第四挟持手段とが移動させられ、前記第一挟持手段および前記第二挟持手段は
、互いの対向面に前記第一方向と平行な回転軸を中心として回転可能に支持されたローラ
を有し、それらローラでそれぞれシートを挟持する構成を具備し、前記第三挟持手段と前
記第四挟持手段は、互いの対向面に前記第二方向と平行な回転軸を中心として回転可能に
支持されたローラを有し、それらローラでそれぞれシートを挟持する構成を具備すること
を特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、被加工物を撮像した撮像画像からチップ間の距離を検出し、検出した
チップ間距離が適切な距離となるように、シートを第一方向および第二方向に拡張すると
いった制御を行うことができる。これにより被加工物がチップの縦横サイズの異なるもの
であっても、第一方向（例えばチップの横方向）および第二方向（例えばチップの縦方向
）におけるチップ間距離が適切な距離になるようにシートを拡張することができ、その結
果、チップ間距離が不十分でハンドリング時に隣接するチップどうしが接触してしまうと
いったおそれを低減することができる。また、シートを過度に拡張して破断させてしまう
といったおそれも低減することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、チップの縦横サイズが異なる被加工物においてもチップ間の間隔が適
切な距離となるようにシートを拡張することができる拡張装置および拡張方法が提供され
るといった効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る被加工物がシートに貼着された状態を示す平面図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係る拡張装置の斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態の拡張方法の挟持ステップを示す平面図である。
【図４】同挟持ステップを示す側面図である。
【図５】一実施形態の拡張方法の第一および第二拡張ステップを示す平面図である。
【図６】同第一および第二拡張ステップを示す側面図である。
【図７】撮像手段による被加工物の撮像画像を示す図であって、（ａ）シート拡張前、（
ｂ）シート拡張中：一実施形態の拡張方法の検出ステップ、（ｃ）一実施形態ではなく第
一方向および第二方向の拡張量が同じ場合、を示している。
【図８】本発明に係る拡張装置の変更例を簡略的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。
［１］被加工物
　図１は、一実施形態の被加工物１０がシート１上に貼着されている状態を示している。
被加工物１０は、例えば半導体ウェーハや光デバイスウェーハ等の円板状のウェーハであ
る。被加工物１０の表面には互いに直角に交差する複数の分割予定ライン１０１が格子状
に設定され、本発明に係る被加工物１０は、それら分割予定ライン１０１に沿って分割起
点が形成され未分割のものか、または、その分割起点が形成された分割予定ライン１０１
に沿って分割予定ライン１０１で区画された矩形状の領域が個々のチップ１０２に予め分
割されたものとされる。
【００１３】
　被加工物１０は、例えばシート１に貼着される前、または後に、分割予定ライン１０１
に沿って分割起点が形成される。そして分割起点が形成され、シート１に貼着された状態
で例えば被加工物１０が研削されることで外力が付与されると、被加工物１０はシート１
に貼着されたままチップ１０２に分割された状態となる。以降の本実施形態の説明では、
被加工物１０は個々のチップ１０２に分割されているものとする。
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【００１４】
　分割予定ライン１０１に沿って形成される分割起点は上述したレーザ光照射で被加工物
１０内に形成する改質層の他、被加工物１０の表面に分割予定ライン１０１に沿って溝を
形成し、この溝を分割起点とすることもできる。溝は、例えばレーザ照射によるアブレー
ション加工、切削ブレードを切り込ませる切削加工、あるいはけがき等の溝加工を行うこ
とで形成することができる。
【００１５】
　シート１は、例えばポリ塩化ビニルやポリオレフィン等の拡張性を有する合成樹脂シー
ト等の片面に被加工物１０が貼着される粘着層が形成されたもので、この場合、被加工物
１０よりも大きな正方形状のものが用いられる。被加工物１０が分割されてなる矩形状の
個々のチップ１０２は、この場合、長方形状である。
【００１６】
　なお、一実施形態では被加工物１０は半導体ウェーハ等のウェーハとしているが、本発
明での被加工物はこの種の材料に限られず、チップ実装用のＤＡＦ（Die Attach Film）
等の接着シートや、チップに分割されたウェーハにＤＡＦが貼着されたもの、ガラス、セ
ラミックス、樹脂等の各種板状物が被加工物の対象となり得る。
【００１７】
［２］拡張装置
　次に、被加工物１０が貼着されたシート１を拡張するための図２に示す一実施形態に係
る拡張装置を説明する。この拡張装置２は、四隅の角部が直角に形成された正方形状の固
定基台２０と、固定基台２０上に配設され、被加工物１０が貼着されたシート１が水平に
載置される円板状の保持テーブル３と、保持テーブル３に載置されたシート１を挟持する
第一挟持手段４Ａ、第二挟持手段４Ｂ、第三挟持手段４Ｃ、第四挟持手段４Ｄと、これら
挟持手段４Ａ～４Ｄごとに設けられ、第一および第二挟持手段４Ａ～４Ｂを第一方向にそ
れぞれ移動させる第一移動手段５Ａ、第二移動手段５Ｂ、および第三および第四挟持手段
４Ｃ～４Ｄをそれぞれ第二方向に移動させる第三移動手段５Ｃ、第四移動手段５Ｄと、を
具備している。
【００１８】
　保持テーブル３は、固定基台２０の中央部上面に円筒台３０を介して支持されている。
保持テーブル３は図示されない回転機構によって円筒台３０上に回転可能に、かつ、図示
されない上下動機構によって円筒台３０上に上下動可能に支持されている。保持テーブル
３の上面は被加工物１０が載置可能な直径を有しており、被加工物１０が貼着されたシー
ト１は、被加工物１０を上側に配し、かつ、同心状に配した状態で保持テーブル３の上面
に載置される。
【００１９】
　固定基台２０の四辺の各端縁２００ａ，２００ｂ，２００ｃ，２００ｄの中央部には、
外側に突出する矩形状の凸部２０１がそれぞれ形成されている。固定基台２０の、各凸部
２０１から凸部２０１の内側（保持テーブル３側）にわたる部分には、対応する凸部２０
１の延びる方向に沿って延びる矩形状の第一ガイド溝２０１ａ、第二ガイド溝２０１ｂ、
第三ガイド溝２０１ｃ、第四ガイド溝２０１ｄがそれぞれ形成されている。
【００２０】
　図２に示すように、この場合、固定基台２０の互いに平行な一対の端縁２００ｃ・２０
０ｄの延びる方向を第一方向、該第一方向に直交し、端縁２００ａ・２００ｂの延びる方
向を第二方向としており、固定基台２０の、第一方向の両端に第一挟持手段４Ａ、第二挟
持手段４Ｂがそれぞれ配設され、第二方向側の両端に第三挟持手段４Ｃ、第四挟持手段４
Ｄがそれぞれ配設されている。
【００２１】
　第一移動手段５Ａおよび第二移動手段５Ｂは、第一挟持手段４Ａおよび第二挟持手段４
Ｂをそれぞれ第一方向に沿って往復移動させ、第三移動手段５Ｃおよび第四移動手段５Ｄ
は、第三挟持手段４Ｃおよび第四挟持手段４Ｄをそれぞれ第二方向に沿って往復移動させ
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るものである。
【００２２】
　第一挟持手段４Ａと第二挟持手段４Ｂは、第一方向において保持テーブル３を挟んで互
いに対向し、それぞれ第一ガイド溝２０１ａ、第二ガイド溝２０１ｂに対し第一方向に移
動可能に配設されている。また、第三挟持手段４Ｃと第四挟持手段４Ｄは、第二方向にお
いて保持テーブル３を挟んで互いに対向し、それぞれ第三ガイド溝２０１ｃ、第四ガイド
溝２０１ｄに対し第二方向に移動可能に配設されている。
【００２３】
　第一～第四挟持手段４Ａ～４Ｄは同一構成であり、ガイド溝２０１ａ～２０１ｄに沿っ
てそれぞれ移動可能に組み込まれたＬ字状の可動基台４１と、可動基台４１の内側に上下
動可能に取り付けられた下側挟持機構４２および上側挟持機構４３と、これら挟持機構４
２，４３をそれぞれ上下方向に移動させる下側移動機構４４および上側移動機構４５を具
備している。
【００２４】
　可動基台４１は、ガイド溝２０１ａ～２０１ｄにそれぞれ摺動自在に嵌合するスライド
部４１１と、スライド部４１１の外側の端部に立設された支持部４１２とからなっている
。
【００２５】
　支持部４１２の内側の面には上下方向に延びるガイドレール４１２ａが形成されている
。また、支持部４１２の外側の面には上下方向に延びるガイド溝４１２ｂが形成されてい
る。さらに支持部４１２には、ガイドレール４１２ａの内側の面からガイド溝４１２ｂに
貫通する上下方向に延びるガイド孔４１２ｃが形成されている。
【００２６】
　第一～第四挟持手段４Ａ～４Ｄをそれぞれガイド溝２０１ａ～２０１ｄに沿って移動さ
せる第一～第四移動手段５Ａ～５Ｄは同一構成であり、スライド部４１１に螺合し、ガイ
ド溝２０１ａ～２０１ｄに沿ってそれぞれ延びるねじロッド５１と、凸部２０１に配設さ
れ、ねじロッド５１を正逆回転駆動するパルスモータ５２とを有している。ねじロッド５
１の先端は、固定基台２０上のガイド溝２０１ａ～２０１ｄの内側にそれぞれ固定された
軸受５３に回転可能に支持されている。
【００２７】
　ねじロッド５１が螺合する可動基台４１のスライド部４１１が、パルスモータ５２で回
転駆動されるねじロッド５１の回転方向に応じてガイド溝２０１ａ～２０１ｄに沿って外
側から内側、または内側から外側に送られ、これにより第一および第二挟持手段４Ａ，４
Ｂは第一方向に往復移動させられ、第三および第四挟持手段４Ｃ，４Ｄは第二方向に往復
移動させられる。したがって第一移動手段５Ａと第二移動手段５Ｂは、第一挟持手段４Ａ
と第二挟持手段４Ｂをそれぞれ第一方向において互いに離反する向きに移動可能としてお
り、また、第三移動手段５Ｃと第四移動手段５Ｄは、第三挟持手段４Ｃと第四挟持手段４
Ｄをそれぞれ第二方向において互いに離反する向きに移動可能としている。
【００２８】
　下側挟持機構４２は、ガイドレール４１２ａに沿って上下動可能に支持された内側に向
かって延びるアーム部４２１と、アーム部４２１の先端にアーム部４２１に直交して固定
された下側挟持部４２２とを有するＴ字状に形成されている。アーム部４２１の基端部４
２１ｃはガイド孔４１２ｃを貫通して外側のガイド溝４１２ｂ内に配設されている。
【００２９】
　第一および第二挟持手段４Ａ，４Ｂの下側挟持部４２２は第二方向と平行に延びており
、第三および第四挟持手段４Ｃ，４Ｄの下側挟持部４２２は第一方向と平行に延びている
。下側挟持部４２２は直方体状に形成されており、その上面には、複数のローラ４２３が
互いに近接して配列されている。第一および第二挟持手段４Ａ，４Ｂのローラ４２３は第
一方向と平行な回転軸を中心として回転可能に下側挟持部４２２に支持されており、第三
および第四挟持手段４Ｃ，４Ｄのローラ４２３は第二方向と平行な回転軸を中心として回
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転可能に下側挟持部４２２に支持されている。ローラ４２３は下側挟持部４２２の上面か
ら外周面の半分程度が突出して装着されている。
【００３０】
　下側挟持機構４２の上側に配設された上側挟持機構４３は下側挟持機構４２と概ね上下
対称の構成を有しており、ガイドレール４１２ａに沿って上下動可能に支持された内側に
向かって延びるアーム部４３１と、アーム部４３１の先端にアーム部４３１に直交して固
定され、下側挟持部４２２に対向して配設された上側挟持部４３２とからなるＴ字状に形
成されている。アーム部４３１の基端部４３１ｃはガイド孔４１２ｃを貫通して外側のガ
イド溝４１２ｂ内に配設されている。
【００３１】
　第一および第二挟持手段４Ａ，４Ｂの上側挟持部４３２は第二方向と平行に延びており
、第三および第四挟持手段４Ｃ，４Ｄの上側挟持部４３２は第一方向と平行に延びている
。上側挟持部４３２は直方体状に形成されており、図４に示すように、その下面には、複
数のローラ４３３が互いに近接して配列されている。これらローラ４３３は、下側挟持部
４２２の各ローラ４２３と対になるように対向配置され、第一および第二挟持手段４Ａ，
４Ｂのローラ４３３は第一方向と平行な回転軸を中心として回転可能に上側挟持部４３２
に支持されており、第三および第四挟持手段４Ｃ，４Ｄのローラ４３３は第二方向と平行
な回転軸を中心として回転可能に上側挟持部４３２に支持されている。ローラ４３３は上
側挟持部４３２の下面から外周面の半分程度が突出して装着されている。
【００３２】
　上記下側挟持機構４２および上側挟持機構４３は、それぞれ下側移動機構４４および上
側移動機構４５によりガイドレール４１２ａに沿って支持部４１２を上下方向に往復移動
させられる。
【００３３】
　下側移動機構４４は、アーム部４２１の基端部４２１ｃに螺合し、ガイド溝４１２ｂに
沿って上下方向に延びるねじロッド４４１と、ガイド溝４１２ｂの下端部に配設され、ね
じロッド４４１を正逆回転駆動するパルスモータ４４２とを有している。ねじロッド４４
１の上端はガイド溝４１２ｂ内に固定された軸受４４３に回転可能に支持されている。ね
じロッド４４１が螺合する基端部４２１ｃが、パルスモータ４４２で回転駆動されるねじ
ロッド４４１の回転方向に応じてガイド溝４１２ｂに沿って上下に送られ、これにより下
側挟持機構４２は上下動させられる。
【００３４】
　下側移動機構４４の上側に配設された上側移動機構４５は下側移動機構４４と概ね上下
対称の構成を有しており、アーム部４３１の基端部４３１ｃに螺合し、ガイド溝４１２ｂ
に沿って上下方向に延びるねじロッド４５１と、支持部４１２の上端部に配設され、ねじ
ロッド４５１を正逆回転駆動するパルスモータ４５２とを有している。ねじロッド４５１
の下端はガイド溝４１２ｂ内に固定された軸受４５３に回転可能に支持されている。ねじ
ロッド４５１が螺合する基端部４３１ｃが、パルスモータ４５２で回転駆動されるねじロ
ッド４５１の回転方向に応じてガイド溝４１２ｂに沿って上下に送られ、これにより上側
挟持機構４３は上下動させられる。
【００３５】
　図２に示すように、保持テーブル３の上方には保持テーブル３上にシート１を介して載
置された被加工物１０の上面を撮像する顕微鏡等からなる撮像手段６が、図示せぬフレー
ム等に支持されて配設されている。撮像手段６は撮像した被加工物１０の撮像画像を形成
し、その画像データは制御手段７に送られる。撮像手段６が撮像する範囲（画角）は、図
７（ａ）に示すように、分割されたチップ１０２間の分割予定ライン１０１に相当する境
界の交差点および該交差点の周囲のチップ１０２の一部である。なお、撮像手段６は、固
定状態か、もしくは上下および／または側方に移動可能に配設される。
【００３６】
　制御手段７は、第一～第四移動手段５Ａ～５Ｄの各パルスモータ５２に動作制御信号を
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送る。制御手段７は、撮像手段６から送られた撮像画像の画像データに含まれる被加工物
１０のチップ１０２間の距離を検出し、そのチップ１０２間の距離に基づいて各パルスモ
ータ５２の動作を制御し、これにより第一および第二挟持手段４Ａ，４Ｂの第一方向への
移動、ならびに第三および第四挟持手段４Ｃ，４Ｄの第二方向への移動を制御する。この
制御形態は、以下の拡張方法において詳述する。
【００３７】
［３］拡張方法
　次いで、上記拡張装置２を用いて、分割予定ライン１０１に沿って個々のチップ１０２
に分割された被加工物１０が貼着されたシート１を拡張して、隣接するチップ１０２間に
間隔を形成する一実施形態の拡張方法を説明する。
【００３８】
　はじめに、保持テーブル３の上面に、被加工物１０が貼着されたシート１を、被加工物
１０を上側に配し、かつ、同心状に配した状態で載置する。この場合、図３に示すように
、長方形状の各チップ１０２の短辺方向（横方向）が第一方向と平行になり、長辺方向（
縦方向）が第二方向と平行になるようにシート１を保持テーブル３の上面に載置する。ま
たは、保持テーブル３の上面にシート１を介して載置した被加工物１０を撮像手段６で撮
像し、撮像した撮像画像をもとに被加工物１０の各チップ１０２の短辺方向が第一方向と
平行になるように保持テーブル３を図示しない回転機構によって回転させるアライメント
ステップを実施する。
【００３９】
　したがって、各チップ１０２の短辺、長辺はそれぞれ第一～第四挟持手段４Ａ～４Ｄに
向き、かつ、各チップ１０２の短辺は第一方向と平行となり、各チップ１０２の長辺は第
二方向と平行となる。なお、このとき保持テーブル３は、上面が第一～第四挟持手段４Ａ
～４Ｄの各下側挟持機構４２の下側挟持部４２２と上側挟持機構４３の上側挟持部４３２
との中間位置の高さに位置付けられる。
【００４０】
　次に、第一～第四移動手段５Ａ～５Ｄを作動させて、第一および第二挟持手段４Ａ，４
Ｂを第一方向に適宜移動させ、第三および第四挟持手段４Ｃ，４Ｄを第二方向に適宜移動
させて、各下側挟持機構４２の下側挟持部４２２と各上側挟持機構４３の上側挟持部４３
２との間に、これら挟持部４２２，４３２でシート１の端縁を挟持することができる位置
に各挟持手段４Ａ～４Ｄを位置付ける。そして、各下側移動機構４４および各上側移動機
構４５を作動させて各下側挟持部４２２を上昇させるとともに各上側挟持部４３２を下降
させ、図３および図４に示すように、シート１が水平な状態で、これら挟持部４２２，４
３２の各ローラ４２３，４３３でシート１の四辺の各端縁を挟持する（挟持ステップ）。
【００４１】
　各挟持手段４Ａ～４Ｄの上下の複数のローラ４３３，４２３でシート１の四辺の端縁を
挟持した状態を保持し、続いて、第一～第四移動手段５Ａ～５Ｄを作動させて、図５およ
び図６に示すように第一および第二挟持手段４Ａ，４Ｂを互いに離反するように第一方向
外側に移動させてシート１を第一方向に拡張させ（第一拡張ステップ）、これと同時に、
第三および第四挟持手段４Ｃ，４Ｄを互いに離反するように第二方向外側に移動させてシ
ート１を第二方向に拡張させる（第二拡張ステップ）。シート１を第一方向および第二方
向に拡張させることで、分割されているチップ１０２間には間隔が形成されていく。シー
ト１が拡張されているときには、シート１の端縁の拡張に追従して下側挟持部４２２およ
び上側挟持部４３２の各ローラ４２３，４３３は転動し、シート１は第一方向および第二
方向に円滑に拡張される。
【００４２】
　なお、被加工物１０が個々のチップ１０２に分割されておらず分割予定ライン１０１に
沿って分割起点が形成された状態である場合には、第一拡張ステップおよび第二拡張ステ
ップを行うと、シート１の拡張により被加工物１０に外力が与えられて被加工物１０は分
割起点が形成された分割予定ライン１０１に沿って破断されて個々のチップ１０２に分割
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される。そしてシート１の拡張に伴いチップ１０２間に間隔が形成されていく。
【００４３】
　また、第一拡張ステップと第二拡張ステップを行いながら、撮像手段６で被加工物１０
の上面を撮像する。撮像手段６では撮像画像が形成され、その画像データが制御手段７に
送られる。そして制御手段７は、画像データより図７（ｂ）に示すチップ１０２間の第一
方向側の間隔の距離１０３Ａと第二方向側の距離１０３Ｃを検出する（検出ステップ）。
【００４４】
　すなわち上記第一および第二拡張ステップと検出ステップは同時進行で行われ、制御手
段７は、第一方向側および第二方向側のチップ１０２間の距離１０３Ａ，１０３Ｃを検出
しながら、これらチップ１０２間の距離１０３Ａ，１０３Ｃが所望の距離になるように、
第一方向側の第一および第二挟持手段４Ａ，４Ｂと、第二方向側の第三および第四挟持手
段４Ｃ，４Ｄを移動させる。
【００４５】
　このような制御手段７によるシート拡張制御は、例えば第一方向側および第二方向側の
チップ１０２間の所望の距離が５０μｍ以上である場合、上記のように第一～第四移動手
段５Ａ～５Ｄを作動させることで第一～第四挟持手段４Ａ～４Ｄを外側に移動させてシー
ト１を拡張し、広がっていくチップ１０２間の第一方向側および第二方向側の距離１０３
Ａ，１０３Ｃを連続的に検出する。そしてこれらチップ１０２間の距離１０３Ａ，１０３
Ｃがそれぞれ５０μｍ以上に達した時点で第一～第四移動手段５Ａ～５Ｄの作動を停止し
て第一～第四挟持手段４Ａ～４Ｄの移動を停止し、シート１の拡張を終える。
【００４６】
　本実施形態の被加工物１０のチップ１０２は長方形状であり、このようにチップサイズ
が縦横で異なる場合、図３に示すように円板状の被加工物１０内でのチップ１０２間の間
隔数すなわち分割予定ライン１０１の数は、縦方向（第二方向）よりも横方向（第一方向
）の方が多い。このため、第一方向と第二方向のシート拡張量を同じとした場合には、間
隔数の多い第一方向の方が間隔数の少ない第二方向よりも間隔が狭く形成される。したが
ってシート拡張量を同じとした場合、チップサイズが縦横で異なると図７（ｃ）に示すよ
うに２つの拡張方向でチップ１０２間の距離に差が生じ、狭い間隔の距離１０３Ａの方が
適切な距離に達しない状態で拡張を終えてしまうおそれがある。しかしながら本実施形態
では第一方向および第二方向のチップ１０２間の距離を検出しながらシート１を拡張する
ため、図７（ｂ）に示すように第一方向および第二方向のチップ１０２間の距離を適切な
距離であって均一にすることができる。
【００４７】
　本実施形態ではこのように第一方向および第二方向におけるチップ１０２間の間隔が適
切な距離になるようにシート１を拡張することができ、その結果、チップ１０２間の距離
が不十分でハンドリング時に隣接するチップ１０２どうしが接触してしまうといったおそ
れを低減することができる。また、シート１を過度に拡張して破断させてしまうといった
おそれも低減することができる。
【００４８】
［４］拡張方法の他の形態
　上記一実施形態の拡張方法では、第一拡張ステップと第二拡張ステップを同時進行させ
ているが、第一拡張ステップを実施した後、第二拡張ステップを実施してもよいし、その
逆でもよい。いずれの場合も拡張ステップを行っている過程では検出ステップを同時に行
い、拡張している方向のチップ間の間隔を検出しながら行う。
【００４９】
　また、予め検出ステップを実施してシート拡張前のチップ間の距離を検出しておき、シ
ート拡張後における所望のチップ間距離と、チップ間の間隔数（被加工物のサイズとチッ
プサイズとから算出される）とから、必要な拡張量を算出し、その必要拡張量に基づいて
第一拡張ステップと第二拡張ステップを実施するといった手法を採ってもよい。その場合
には、第一拡張ステップと第二拡張ステップを実施した後、撮像手段６でチップ間距離を
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再度検出し、所望のチップ間距離に達していない場合にはチップ間距離が所望の距離にな
るまで拡張ステップを追加して行う。
【００５０】
［５］拡張装置の変更例
　図２で示した一実施形態の拡張装置２は、予め正方形状にカットしたシート１を保持テ
ーブル３上に載置して被加工物１０をセットする構成であるが、長尺なシートをロール状
に巻いて蓄積したシートロールから保持テーブル３上にシートを引き出して載置し、その
上に被加工物１０を貼着してシートを拡張するといった動作を繰り返すと、連続的にシー
トの拡張を行うことができる。図８はそのような連続処理を可能とするように、上記拡張
装置２の構成を変更したものであり、同一構成には同一の符号を付してある。
【００５１】
　この変更例では、シートロールから引き出したシート１を第一方向の図８中左方向に水
平に搬送させて保持テーブル３上に載置するものとしており、第一方向側に配置されてい
た第一および第二挟持手段４Ａ，４Ｂと第一および第二移動手段５Ａ，５Ｂをシート１の
搬送路から退避させ、保持テーブル３上へのシート１の搬送を可能としたものである。
【００５２】
　第一および第二挟持手段４Ａ，４Ｂの下側挟持機構４２および上側挟持機構４３を具備
した各可動基台４１は、シート搬送路の側方に第一方向に沿って移動可能に配設され、そ
れぞれ第一および第二移動手段５Ａ，５Ｂによって第一方向に移動させられる。下側挟持
機構４２と上側挟持機構４３（図８では上側挟持機構４３のみ図示）のアーム部４２１，
４３１は図中左右対称的にＬ字状に形成され、シート１を上下から挟む状態でシート搬送
路に向かって延びている。そしてこれらアーム部４２１，４３１の先端に、下側挟持部４
２２および上側挟持部４３２がそれぞれ固定されている。第一および第二挟持手段４Ａ，
４Ｂの、ローラ４２３，４３３をそれぞれ備えた各下側挟持部４２２および各上側挟持部
４３２は、図２と同様に、互いに対向し、シート１の第一方向側を挟持して第一方向に拡
張可能な位置に位置付けられている。
【００５３】
　図８のように第一および第二挟持手段４Ａ，４Ｂの各可動基台４１をシート搬送路の側
方に位置付け、アーム部４２１，４３１を介して下側挟持部４２２と上側挟持部４３２を
シート搬送路の上下に位置付けることで、保持テーブル３上へのシート１の搬送が可能と
なり、シート拡張処理を連続的に行うことができる。
【符号の説明】
【００５４】
　　１…シート
　１０…被加工物
１０１…分割予定ライン
１０２…チップ
１０３Ａ，１０３Ｃ…チップ間距離
　　２…拡張装置
　　４Ａ…第一挟持手段
　　４Ｂ…第二挟持手段
　　４Ｃ…第三挟持手段
　　４Ｄ…第四挟持手段
　　５Ａ…第一移動手段
　　５Ｂ…第二移動手段
　　５Ｃ…第三移動手段
　　５Ｄ…第四移動手段
　　６…撮像手段
　　７…制御手段
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