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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保護テープが貼付された剥離対象物を支持する剥離用テーブルと、この剥離用テーブル
の上方に配置されるとともに、前記剥離対象物の面に沿って相対移動可能に設けられたテ
ープ剥離ユニットとを備え、当該テープ剥離ユニットから繰り出される剥離用テープを保
護テープに接着して巻き取ることで前記保護テープが剥離可能に設けられた剥離装置にお
いて、
　前記テープ剥離ユニットは、剥離用テープの供給部と、剥離用テープの巻取部と、これ
ら供給部及び巻取部間に位置する剥離ヘッド部とを備え、
　前記剥離ヘッド部は、前記剥離対象物の端部位置で剥離用テープを反転する方向に折り
曲げて剥離方向を剥離対象物の面に沿わせる初期剥離角度を形成する一方、前記折り曲げ
た剥離用テープの巻き取りで、初期剥離角度よりも小さい次期剥離角度を形成して前記保
護テープを剥離することを特徴とする剥離装置。
【請求項２】
　保護テープが貼付された剥離対象物を支持する剥離用テーブルと、この剥離用テーブル
の上方に配置されるとともに、前記剥離対象物の面に沿って相対移動可能に設けられたテ
ープ剥離ユニットとを備え、当該テープ剥離ユニットから繰り出される剥離用テープを保
護テープに接着して巻き取ることで前記保護テープが剥離可能に設けられた剥離装置にお
いて、
　前記テープ剥離ユニットは、剥離用テープの供給部と、剥離用テープを保護テープの面
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に接着させる第１のロールと、当該第１のロールが保護テープに接着する位置で当該テー
プとの間に隙間を形成する第２のロールと、前記剥離用テープの巻取部とを含み、
　前記第１のロールと第２のロールとの間の剥離用テープを部分的に弛ませて第２のロー
ルと保護テープとの間で剥離用テープを反転する方向に折り曲げて初期剥離角度を形成可
能とし、
　前記初期剥離角度で保護テープを剥離した後に、前記第１のロールで初期剥離角度より
も小さい次期剥離角度で保護テープを剥離可能としたことを特徴とする剥離装置。
【請求項３】
　回路面にバンプを備えているとともに、当該回路面に保護テープが貼付された半導体ウ
エハを支持する剥離用テーブルと、この剥離用テーブルの上方に配置されるとともに、前
記半導体ウエハの保護テープ貼付面に沿って相対移動可能に設けられたテープ剥離ユニッ
トとを備え、当該テープ剥離ユニットから繰り出される剥離用テープを保護テープに接着
して巻き取ることで前記保護テープが剥離可能に設けられた剥離装置において、
　前記テープ剥離ユニットは、剥離用テープの供給部と、剥離用テープを保護テープの面
に接着させる第１のロールと、当該第１のロールが保護テープに接着する位置で保護テー
プとの間に隙間を形成する第２のロールと、前記剥離用テープの巻取部とを含み、
　前記第１のロールと第２のロールとの間の剥離用テープを部分的に弛ませて第２のロー
ルと保護テープとの間で剥離用テープを反転する方向に折り曲げて初期剥離角度を形成可
能とし、
　前記初期剥離角度で保護テープを剥離した後に、前記第１のロールで初期剥離角度より
も小さい次期剥離角度で保護テープを剥離可能としたことを特徴とする剥離装置。
【請求項４】
　剥離対象物の面に貼付された保護テープに剥離用テープを接着して前記保護テープを剥
離する剥離方法において、
　前記保護テープに剥離用テープを接着するとともに、当該剥離用テープを剥離対象物の
端部位置で反転する方向に折り曲げて初期剥離角度を形成し、
　前記初期剥離角度で保護テープの端部を剥離対象物の端部から剥離し、
　次いで、前記初期剥離角度よりも小さい次期剥離角度を保って前記保護テープを剥離す
ることを特徴とする剥離方法。
【請求項５】
　半導体ウエハの回路面にバンプが形成されるとともに、当該回路面に貼付された保護テ
ープに剥離用テープを貼付して保護テープを剥離する剥離方法において、
　前記剥離用テープをウエハの端部位置に接着させ、
　剥離用テープの巻取動作を停止した状態で、繰出側の剥離用テープを巻取方向とは反対
側に引っ張り力をもたせ、
　繰出側の剥離用テープを少しずつ繰り出して剥離用テープに弛みを発生させながら当該
剥離用テープを反転する方向に折り曲げて初期剥離角度を形成し、
　次いで、前記初期剥離角度で剥離用テープを巻き取って保護テープの端部を剥離した後
、
　前記折り曲げられた部分を巻き取って初期剥離角度よりも小さい次期剥離角度で前記保
護テープを剥離することを特徴とする剥離方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は剥離装置及び剥離方法に係り、特に、半導体ウエハの回路面に貼付された保護
テープを剥離することに適した剥離装置及び剥離方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、半導体ウエハ（以下、単に、「ウエハ」と称する）は、極薄化への研削加工
を行う際に、回路面側に保護テープを貼付しておくことが通常行われており、この保護テ
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ープは、リングフレームへのマウント工程等を終了した後に剥離されるものとなっている
。保護テープの剥離に際しては、ウエハが非常に薄いため、特別な配慮が必要とされてい
る。
【０００３】
　特許文献１には、前述した保護テープの剥離装置及び剥離方法が開示されている。同文
献は、複数のロールを組み合わせることによって剥離角度を大きく確保し、ウエハの面に
対してできるだけ平行な方向に保護テープを剥離可能としてウエハの割れ等を防止する構
成が提案されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３１９９０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、例えば、図２３に示されるように、チップの回路面側に電気的な導通を
確保するための半田バンプ（以下、「バンプ」という）と称する凸部２０１が回路面側に
形成されたウエハＷに保護テープＰＴが貼付されたものを剥離の対象物とした場合におい
て、特許文献１の剥離装置及び剥離方法では、初期剥離角度α１が１８０度に近づいた角
度であるため、ウエハＷにストレスを与えることなく剥離することを可能とする一方、初
期剥離角度α１を最後まで保った状態で保護テープＰＴを剥離する構成となっている。そ
のため、凸部２０１間に保護テープＰＴの接着剤２０２を残してしまう、という不都合を
生じることとなる。
【０００６】
　　［発明の目的］
　本発明は、このような不都合に着目して案出されたものであり、その目的は、シートを
剥離するにあたり、ウエハ等の剥離対象物に割れ等が発生し易い初期の剥離角度を特別に
設定し、その後に初期剥離角度よりも小さい次期剥離角度を維持してシートを剥離できる
ようにし、バンプ等の凸部が存在している場合の接着剤の残存を回避することのできるシ
ート剥離装置及び剥離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】
　前記目的を達成するため、本発明は、保護テープが貼付された剥離対象物を支持する剥
離用テーブルと、この剥離用テーブルの上方に配置されるとともに、前記剥離対象物の面
に沿って相対移動可能に設けられたテープ剥離ユニットとを備え、当該テープ剥離ユニッ
トから繰り出される剥離用テープを保護テープに接着して巻き取ることで前記保護テープ
が剥離可能に設けられた剥離装置において、
　前記テープ剥離ユニットは、剥離用テープの供給部と、剥離用テープの巻取部と、これ
ら供給部及び巻取部間に位置する剥離ヘッド部とを備え、
　前記剥離ヘッド部は、前記剥離対象物の端部位置で剥離用テープを反転する方向に折り
曲げて剥離方向を剥離対象物の面に沿わせる初期剥離角度を形成する一方、前記折り曲げ
た剥離用テープの巻き取りで、初期剥離角度よりも小さい次期剥離角度を形成して前記保
護テープを剥離する、という構成を採っている。
【０００８】
　また、本発明は、保護テープが貼付された剥離対象物を支持する剥離用テーブルと、こ
の剥離用テーブルの上方に配置されるとともに、前記剥離対象物の面に沿って相対移動可
能に設けられたテープ剥離ユニットとを備え、当該テープ剥離ユニットから繰り出される
剥離用テープを保護テープに接着して巻き取ることで前記保護テープが剥離可能に設けら
れた剥離装置において、
　前記テープ剥離ユニットは、剥離用テープの供給部と、剥離用テープを保護テープの面
に接着させる第１のロールと、当該第１のロールが保護テープに接着する位置で当該テー
プとの間に隙間を形成する第２のロールと、前記剥離用テープの巻取部とを含み、
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　前記第１のロールと第２のロールとの間の剥離用テープを部分的に弛ませて第２のロー
ルと保護テープとの間で剥離用テープを反転する方向に折り曲げて初期剥離角度を形成可
能とし、
　前記初期剥離角度で保護テープを剥離した後に、前記第１のロールで初期剥離角度より
も小さい次期剥離角度で保護テープを剥離可能としたものである。
【０００９】
　更に、本発明は、回路面にバンプを備えているとともに、当該回路面に保護テープが貼
付された半導体ウエハを支持する剥離用テーブルと、この剥離用テーブルの上方に配置さ
れるとともに、前記半導体ウエハの保護テープ貼付面に沿って相対移動可能に設けられた
テープ剥離ユニットとを備え、当該テープ剥離ユニットから繰り出される剥離用テープを
保護テープに接着して巻き取ることで前記保護テープが剥離可能に設けられた剥離装置に
おいて、
　前記テープ剥離ユニットは、剥離用テープの供給部と、剥離用テープを保護テープの面
に接着させる第１のロールと、当該第１のロールが保護テープに接着する位置で保護テー
プとの間に隙間を形成する第２のロールと、前記剥離用テープの巻取部とを含み、
　前記第１のロールと第２のロールとの間の剥離用テープを部分的に弛ませて第２のロー
ルと保護テープとの間で剥離用テープを反転する方向に折り曲げて初期剥離角度を形成可
能とし、
　前記初期剥離角度で保護テープを剥離した後に、前記第１のロールで初期剥離角度より
も小さい次期剥離角度で保護テープを剥離可能とすることができる。
【００１０】
　また、本発明は、剥離対象物の面に貼付された保護テープに剥離用テープを接着して前
記保護テープを剥離する剥離方法において、
　前記保護テープに剥離用テープを接着するとともに、当該剥離用テープを剥離対象物の
端部位置で反転する方向に折り曲げて初期剥離角度を形成し、
　前記初期剥離角度で保護テープの端部を剥離対象物の端部から剥離し、
　次いで、前記初期剥離角度よりも小さい次期剥離角度を保って前記保護テープを剥離す
る、という方法を採っている。
【００１１】
　更に、本発明は、半導体ウエハの回路面にバンプが形成されるとともに、当該回路面に
貼付された保護テープに剥離用テープを貼付して保護テープを剥離する剥離方法において
、
　前記剥離用テープをウエハの端部位置に接着させ、
　剥離用テープの巻取動作を停止した状態で、繰出側の剥離用テープを巻取方向とは反対
側に引っ張り力をもたせ、
　繰出側の剥離用テープを少しずつ繰り出して剥離用テープに弛みを発生させながら当該
剥離用テープを反転する方向に折り曲げて初期剥離角度を形成し、
　次いで、前記初期剥離角度で剥離用テープを巻き取って保護テープの端部を剥離した後
、
　前記折り曲げられた部分を巻き取って初期剥離角度よりも小さい次期剥離角度で前記保
護テープを剥離するという方法を採っている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、初期剥離角度がシートの面にできるだけ沿う角度となるため、剥離対
象物が薄いものである場合の割れ等を防止することができる。また、初期剥離を行った後
に、初期剥離角度よりも小さい次期剥離角度に移行してシートを剥離するものであるため
、シートが貼付されている面にバンプ等の凸部が存在している場合において、当該凸部間
に接着剤が残ってしまうという不都合も解消することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１４】
　図１には、本実施形態に係る剥離装置及び剥離方法が適用されたウエハ処理装置の平面
図が示され、図２には、ウエハ処理工程を経時的に説明するための概略断面図が示されて
いる。これらの図において、ウエハ処理装置１０は、ＵＶ硬化型保護テープＰＴ（図２参
照）が回路面をなす表面に貼付されたウエハＷを対象とし、ウエハＷの裏面にダイボンデ
ィング用感熱接着性の接着シートＳ（以下「接着シートＳ」という）を貼付した後に、ダ
イシングテープＤＴを介してリングフレームＲＦにウエハＷをマウントする一連の工程を
処理する装置として構成されている。
【００１５】
　前記ウエハ処理装置１０は、図１に示されるように、ウエハＷを収容するカセット１１
と、このカセット１１から取り出されたウエハＷを吸着保持するロボット１２と、前記保
護テープＰＴにＵＶ照射を行うＵＶ照射ユニット１３と、ウエハＷの位置決めを行うアラ
イメント装置１４と、アライメント処理されたウエハＷの裏面に前記接着シートＳ（図２
参照）を貼付する貼付装置１５と、接着シートＳが貼付された後のウエハＷにダイシング
テープＤＴを貼付してウエハＷをリングフレームＲＦにマウントするテープ貼付ユニット
１６及び前記保護テープＰＴを剥離するテープ剥離ユニット１７を含むマウント装置１８
と、保護テープＰＴが剥離されたウエハＷを収納するストッカ１９とを備えて構成されて
いる。
【００１６】
　前記ウエハＷは、保護テープＰＴが上面側となる状態でカセット１１内に収容され、保
護テープＰＴの上面側がロボット１２に保持されてＵＶ照射ユニット１３に移載される。
ロボット１２は、図３にも示されるように、一軸移動装置２１と、当該一軸移動装置２１
に沿って移動するスライダ２２と、このスライダ２２に立設された上下動機構２４と、当
該上下動機構２４の上端に設けられるとともに略水平面内で回転可能な関節型のアーム２
６と、このアーム２６の先端に取り付けられた略Ｃ字状若しくは略Ｕ字状の平面形状を備
えた吸着部材２７とにより構成されている。ここで、吸着部材２７は、ウエハＷの面を表
裏に反転させることができる回転機構２８を介してアーム２６の先端部に連結されている
。
【００１７】
　前記ＵＶ照射ユニット１３は、図３に示されるように、前記ロボット１２の吸着部材２
７に吸着保持されたウエハＷが移載されてこれを吸着する吸着テーブル３０と、この吸着
テーブル３０の上方位置に配置されたＵＶランプ３１と、これら吸着テーブル３０及びＵ
Ｖランプ３１をカバーするケース３２とにより構成されている。吸着テーブル３０は、図
示しない進退機構を介して略水平面内で図３中左右方向に沿って往復移動可能に設けられ
ている。
【００１８】
　前記アライメント装置１４は、Ｘ－Ｙ移動機構を備え且つ回転可能に設けられたアライ
メントテーブル３４と、このアライメントテーブル３４の上面側に設けられてウエハＷの
図示しないＶノッチ等を検出するカメラ等からなるセンサ３５と、搬送プレート３６の下
方位置に対してアライメントテーブル３４を進退可能に支持する一軸ロボット３７とによ
り構成されている。
【００１９】
　前記搬送プレート３６は下面側が吸着面とされており、前記ロボット１２を介してＵＶ
照射済みのウエハＷを受け取るようになっている。この際、ウエハＷは、保護テープＰＴ
側が下面側となる状態に反転されて搬送プレート３６の吸着面に吸着される。この搬送プ
レート３６は、アライメントテーブル３４よりも上方に位置するとともに、搬送ロボット
３８を介して図１中左右方向に移動可能に設けられている。なお、搬送プレート３６がＵ
Ｖ照射済みのウエハＷをロボット１２から受け取ったときに、その下面側にアライメント
テーブル３４が一軸ロボット３７を介して移動してウエハＷを受け取り、その後にアライ
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メントを行って搬送プレート３６にウエハＷを再び吸着させて貼付装置１５に移載するよ
うになっている。
【００２０】
　前記貼付装置１５は、図３ないし図５に示されるように、前記搬送プレート３６からウ
エハＷを受け取って当該ウエハＷを支持する貼付テーブル４０と、この貼付テーブル４０
に吸着されたウエハＷの裏面側（上面側）に前記接着シートＳを仮着する貼付ユニット４
１と、接着シートＳをウエハＷ毎に幅方向に切断する切断手段４３と、貼付テーブル４０
からウエハＷを吸着して移載する移載装置４５と、当該移載装置４５を介して移載される
ウエハＷを吸着支持するとともにウエハＷの外周からはみ出ている不要接着シート部分Ｓ
１（図４参照）を切断手段４３で切断するための外周カット用テーブル４７と、当該外周
カット用テーブル４７に併設されるとともに、仮着された接着シートＳをウエハＷに完全
に接着するための接着用テーブル４８と、前記ウエハＷの外周縁位置で切断された不要接
着シート部分Ｓ１を回収する回収装置５０とを備えて構成されている。
【００２１】
　前記貼付テーブル４０は、図４に示されるように、上面側が吸着面として形成されてい
るとともに、接着シートＳを一定程度に溶融してウエハＷに仮着を行うことのできる第１
の温度、本実施形態では、略１１０℃に保たれるようになっている。この貼付テーブル４
０は、図８に示されるように、ベーステーブル４０Ｂと、当該ベーステーブル４０Ｂの上
面側に設けられた内側テーブル部４０Ｃと、この内側テーブル部４０Ｃを囲む外側テーブ
ル部４０Ｄとを備えて構成されている。内側テーブル部４０Ｃは、ウエハＷの支持面をな
すように当該ウエハＷと略同一平面形状に設けられ、その内部にヒーターＨが配置されて
ウエハＷを略１１０℃に保つように構成されている。また、内側テーブル部４０Ｃと外側
テーブル部４０Ｄとの間に形成されたクリアランスＣ内には伝熱部材４４が配置され、こ
の伝熱部材４４により、外側テーブル部４０Ｄが内側テーブル部４０Ｃの温度よりも低い
温度、本実施形態では、約４０℃に保たれるように設けられている。そのため、ウエハＷ
よりも外側にはみ出る不要接着シート部分Ｓ１を弱い接着力で外側テーブル部４０Ｄに接
着し、接着シートＳをウエハＷに貼付したときの当該ウエハ上に皺等を発生させることは
ない。
【００２２】
　また、前記貼付テーブル４０は、移動装置５２を介して前記搬送プレート３６からウエ
ハＷを受け取り可能な位置と、前記貼付ユニット４１の下部領域を通過して外周カット用
テーブル４７の上方に達する位置との間を往復移動可能に設けられているとともに、昇降
装置５３を介して上下に昇降可能に設けられている。なお、貼付テーブル４０は、前記内
側テーブル部４０Ｃ及び外側テーブル部４０Ｄを平面内で回転可能に設けることもできる
。移動装置５２は、一対のレール５４，５４と、これらレール５４に案内されて当該レー
ル５４上を移動するスライドプレート５５と、このスライドプレート５５に固定されたブ
ラケット５７に螺合する状態で貫通するボールスプライン軸５８と、当該ボールスプライ
ン軸５８を回転駆動するモータＭ（図１参照）とを備えて構成されている。ここで、モー
タＭは、図示しないフレームに固定されている一方、他端側は軸受６０に回転可能に支持
されている。従って、モータＭの正逆回転駆動により貼付テーブル４０がレール５４に沿
って図１中左右方向に往復移動することとなる。また、昇降装置５３は、貼付テーブル４
０の下面中央部に配置された上下動機構６２と、前記スライドプレート５５上に固定され
たガイドブロック６３と、このガイドブロック６３に沿って昇降可能な四本の脚部材６４
とにより構成され、前記上下動機構６２が上下方向に沿って進退することにより、貼付テ
ーブル４０が昇降して前記搬送プレート３６からウエハＷを受け取ることが可能になって
いる。
【００２３】
　前記貼付テーブル４０の上面には、貼付ユニット４１から繰り出される帯状の接着シー
トＳを幅方向に切断するためのカッター受け溝４０Ａが形成されているとともに、貼付テ
ーブル４０の移動方向に沿う両側面の上部には、連動機構を構成するラック６５と、当該
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ラック６５の外側面に取り付けられたガイドバー６７が設けられている。
【００２４】
　前記貼付ユニット４１は、図５及び図６に示されるように、貼付テーブル４０の上方に
配置された板状のフレームＦの領域内に設けられている。この貼付ユニット４１は、ロー
ル状に巻回された接着シートＳを供給可能に支持する支持ロール７０と、接着シートＳに
繰り出し力を付与するドライブロール７１及びピンチロール７２と、接着シートＳに積層
された剥離シートＰＳを巻き取る巻取ロール７３と、支持ロール７０とピンチロール７２
との間に配置された二つのガイドロール７４，７４及びこれらガイドロール７４，７４間
に設けられたダンサロール７５と、剥離シートＰＳが剥離された接着シートＳのリード端
領域を貼付テーブル４０の上面に押圧してこれを挟み込む押圧部材７６と、接着シートＳ
をウエハＷの裏面側（図５中上面側）に順次押し付けて仮着するプレスロール７８と、接
着シートＳの繰り出し方向において、プレスロール７８の直前位置に配置されたテンショ
ンロール７９及びガイドロール８０とを備えて構成されている。なお、プレスロール７８
は加熱手段としてヒーターが内蔵されている。また、押圧部材７６の下面側は吸着部を有
し、前記接着シートＳの端部を吸着保持するようになっている。
【００２５】
　前記ドライブロール７１、ピンチロール７２及び巻取ロール７３は、原反状態にある接
着シートＳと剥離シートＰＳとを剥離する剥離部を構成する。そのうち、ロール７１，７
３は、フレームＦの背面側に設けられたモータＭ１，Ｍ２によってそれぞれ回転駆動され
るようになっている。また、押圧部材７６、プレスロール７８及びテンションロール７９
は、それぞれシリンダ８２，８３，８４を介して上下に移動可能に設けられている。プレ
スロール７８は、図７及び図８に示されるように、その両端側がブラケット８５を介して
シリンダ８３に連結されており、その回転中心軸８６の両端側には、前記ラック６５と相
互に作用して連動機構を構成する一対のピニオン８８，８８と、これらピニオン８８の更
に外側位置に、回転体としての一対のコロ８９，８９が配置されている。ピニオン８８，
８８はラック６５に噛み合い可能に設けられている一方、コロ８９，８９は、前記ガイド
バー６７上をプレスロール７８の回転とは関係なく転動するように構成されている。
【００２６】
　前記切断手段４３は、図５及び図６に示されるように、貼付テーブル４０の移動方向に
沿って延びるアーム部９０と、このアーム部９０の先端側（図５中左端側）下面に設けら
れた一軸ロボット９１を介して進退可能に設けられたカッターユニット９２とを含む。カ
ッターユニット９２は、一軸ロボット９１に沿って移動するブラケット９４に支持された
カッター上下用シリンダ９５と、当該カッター上下用シリンダ９５の先端に取り付けられ
たカッター９６とにより構成されている。ここで、カッター上下用シリンダ９５は、略鉛
直面内において回転可能となる状態でブラケット９５に取り付けられおり、これにより、
カッター９６の先端位置が略鉛直面内で円弧軌跡に沿う状態でカッター刃の角度調整を可
能とし、後述する円周切りの時に接着シートＳがウエハＷよりはみ出さないように設定さ
れ、また、前記一軸ロボット９１により、アーム部９０の延出方向に沿って進退可能とさ
れている。切断手段４３は、図１に示されるように、貼付テーブル４０の移動方向に対し
て直交する方向（図１中Ｙ方向）に向けられたガイド９７上を、モータＭ３の駆動により
移動可能に支持されている。従って、カッター９６の先端が貼付テーブル４０のカッター
受け溝４０Ａに入り込む姿勢とされて切断手段４３全体がガイド９７に沿って移動したと
きに、接着シートＳを幅方向に切断する機能が達成されることとなる。
【００２７】
　前記移載装置４５は、図４、図９ないし図１４に示されるように、ウエハＷを下面側に
吸着する板状の吸着プレート１００と、この吸着プレート１００の上面側に設けられた温
度調整ユニット１０１と、吸着プレート１００を支持するアーム１０２と、当該アーム１
０２をＹ方向に移動させる一軸ロボット１０５とを含んで構成されている。吸着プレート
１００は、貼付テーブル４０上で接着シートＳが幅方向に切断された後のウエハＷを吸着
したときに（図１０参照）、第１の温度である仮着時の温度（１１０℃）となっているウ
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エハＷを、例えば、常温に冷却し、接着シートＳの粘性を低下若しくは消失させて前記カ
ッター９６に接着剤の転移を防止する作用をなす。また、移載装置４５は、貼付テーブル
４０から外周カット用テーブル４７にウエハＷを移載するとともに、当該外周カット用テ
ーブル４７で前記不要接着シート部分Ｓ１が切断された後のウエハＷを接着用テーブル４
８に移載し、更に、接着用テーブル４８で接着シートＳが完全に接着された後のウエハＷ
を次工程に移載する作用をなす。移載装置４５は、温度調整ユニット１０１により、貼付
テーブル４０から外周カット用テーブル４７に移載する間、外周カット用テーブル４７か
ら接着用テーブル４８に移載する間、接着用テーブル４８からマウント装置１８に移載す
る何れの工程においても、ウエハＷの温度調整を行い、ウエハを移載してからの温度調整
時間を不要としたり、或いは短縮化を図ることができるようになっている。
【００２８】
　前記一軸ロボット１０５は、図４に示されるように、前記切断手段４３のガイド９７の
上方位置で当該ガイド９７と略平行に配置されている。この一軸ロボット１０５には、上
下方向に直交する方向に延びるシリンダ１０６と、当該シリンダ１０６を介して昇降可能
な昇降スライダ１０８が設けられ、当該昇降スライダ１０８に前記アーム１０２の基端側
（図９中右端側）が連結されている。
【００２９】
　前記外周カット用テーブル４７は、図４及び図１１等に示されるように、前記貼付テー
ブル４０から前記移載装置４５を介してウエハＷを受け取り、これを吸着してウエハＷ回
りの不要接着シート部分Ｓ１を切断手段４３で切断するためのテーブルである。この外周
カット用テーブル４７は、本実施形態では第２の温度として常温に保たれるものであり、
上面が吸着面として形成されているとともに、ウエハＷの外周縁回りに対応する円周溝４
７Ａを備えて構成されている。外周カット用テーブル４７は、下面側に回転機構１１０を
介して昇降プレート１１１上に支持されている。回転機構１１０は、軸線向きが上下方向
とされた回転軸１１２と、当該回転軸１１２を支える回転軸受１０３と、回転軸１１２回
りに固定された従動プーリ１１４と、当該従動プーリ１１４の側方に位置するとともにモ
ータＭ４の出力軸に固定された主動プーリ１１５と、これらプーリ１１４，１１５間に掛
け回されたベルト１１７とを備え、モータＭ４の駆動によって主動プーリ１１５が回転す
ることで、外周カット用テーブル４７が平面内で回転可能に設けられている。従って、前
記カッター９６が円周溝４７Ａに入り込んで外周カット用テーブル４７が回転することに
より、接着シートＳを周方向に切断する機能、すなわち円周切りが達成されることとなる
。なお、この周方向への切断は、カッターユニット９２を水平面内で回転可能に構成する
ことによっても達成できる。
【００３０】
　前記外周カット用テーブル４７を支持する昇降プレート１１１は、昇降装置１２０を介
して昇降可能に設けられている。この昇降装置１２０は、図４に示されるように、昇降プ
レート１１１を支持する略Ｌ字状の支持体１２２の背面側に取り付けられたブロック１２
３と、支持体１２２の両側に連結された一対の昇降側板１２４と、これら昇降側板１２４
を上下方向にガイドする一対の起立ガイド１２５と、前記ブロック１２３を上下方向に貫
通して延びるねじ軸１２６と、このねじ軸１２６の下端と、起立ガイド１２５の下端近傍
に配置されたモータＭ５の出力軸にそれぞれ固定されたプーリ１２７，１２８と、これら
プーリ１２７，１２８に掛け回されたベルト１２９とにより構成され、前記モータＭ５の
駆動によってねじ軸１２６が回転することでカット用テーブル４７が昇降可能となってい
る。
【００３１】
　前記接着用テーブル４８は、図示しないフレームを介して外周カット用テーブル４７の
側方上部に配置されている。この接着用テーブル４８は、上面が吸着面として構成されて
おり、前記移載装置４５を介して外周カット用テーブル４７からウエハＷが移載され、接
着シートＳが仮着されているウエハＷを加熱して当該接着シートＳをウエハＷに完全に接
着するようになっている。本実施形態では、接着用テーブル４８は、第３の温度として約
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１８０℃に制御される。
【００３２】
　前記回収装置５０は、前記カット用テーブル４７上で、ウエハＷ回りの不要接着シート
部分Ｓ１を吸着して回収する装置である。この回収装置５０は、平面視略Ｘ状をなして各
先端下面側が吸着機能を備えたクロスアーム１３０と、このクロスアーム１３０の略中心
位置を支持する連結アーム１３１と、当該連結アーム１３１の基端側を支持するとともに
、前記切断手段４３のガイド９７に対して平面内で略直交する方向に配設されたシリンダ
１３２と、当該シリンダ１３２に沿って移動可能なスライダ１３３と、不要接着シート部
分Ｓ１を回収する回収箱１３５とにより構成されている。クロスアーム１３０は、外周カ
ット用テーブル４７の上方位置と、回収箱１３５の上方位置との間で往復移動可能に設け
られ、回収箱１３５上で不要接着シート部分Ｓ１への吸着を解除することにより、当該不
要接着シート部分Ｓ１を回収箱１３５内に落とし込み可能となっている。
【００３３】
　前記接着用テーブル４８で接着シートＳが完全に接着されたウエハＷは、再び前記移載
装置４５を介してマウント装置１８側に移載される。この際、ウエハＷを吸着する移載装
置４５は、移載過程において、前記温度調整ユニット１０１を介してウエハＷを冷却する
ようになっている。テープ貼付ユニット１６は、図１及び図１３ないし図１６に示される
ように、リングフレームＲＦとウエハＷを吸着するマウントテーブル１３７と、ダイシン
グテープＤＴを貼付するテープ貼付部１３８に向かってマウントテーブル１３７を移動さ
せる一対のレール１３９とを含んで構成されている。ここで、ダイシングテープＤＴは、
帯状に連なる剥離用テープＳＴの一方の面に、リングフレームＲＦの外径より若干小径サ
イズとなるダイシングテープ片を仮着したものが原反として用いられている。
【００３４】
　マウントテーブル１３７は、ここでは概略的に図示されているが、前述した貼付テーブ
ル４０と実質的に同様の構成が採用され、これにより、マウントテーブル１３７は昇降可
能、且つ、前記レール１３９に沿って移動可能となっている。
【００３５】
　前記テープ貼付部１３８は、板状の支持フレームＦ１の面内に設けられてロール状に巻
回されたダイシングテープＤＴを繰り出し可能に支持する支持ロール１４０と、この支持
ロール１４０から繰り出された剥離テープＳＴを急激に折り返すことによってダイシング
テープＤＴを剥離するピールプレート１４２と、このピールプレート１４２によって折り
返された剥離テープＳＴを巻き取る巻取ロール１４３と、ダイシングテープＤＴをリング
フレームＦＲ及び接着シートＳの上面に押圧して貼り付けるための押圧ロール１４４とを
備えている。従って、図１４に示されるように、マウントテーブル１３７をテープ貼付部
１３８側に移動させた後に、マウントテーブル１３７の上面位置を上昇させ、図中左側の
実線位置で示される方向にマウントテーブル１３７を移動させることで、リングフレーム
ＲＦ及び接着シートＳの上面にダイシングテープＤＴが貼付され、これによって、ウエハ
ＷをリングフレームＲＦにマウントすることができる。また、マウントテーブル１３７は
、図示しない回転機構を介して平面内で回転可能に設けられ、これにより、図１６（Ａ）
に示されるように、ウエハＷが先ダイシングされて個片化されたチップＷ１の集合体であ
る場合には、押圧ロール１４４の中心軸線ＣＬと何れのチップＷの何れの辺とも平行でな
い位置関係とし、ダイシングラインＤＬをチップＷ１間に断続的に位置させ、これにより
、押圧ロール１４４の押圧力でその中心軸線ＣＬ直下のチップＷ１が傾斜するおそれを回
避してマウントテープＤＴの貼付不良が防止される（図１６（Ｂ）参照）。なお、リング
フレームＲＦは、図１５に示されるように、フレームストッカ１４５に収容されており、
移載アーム１４７を介して前記マウントテーブル１３７上に移載される。また、マウント
テーブル１３７上でリングフレームＲＦにマウントされたワークＫは、移載アーム１４７
によって吸着保持される。この移載アーム１４７は、ワークＫの表裏面を反転した状態で
、当該ワークＫを搬送アーム１４９に受け渡し、搬送アーム１４９に保持されたワークＫ
は、次工程の処理位置に移載されることとなる。
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【００３６】
　前記移載アーム１４７は、図１５に示されるように、ガイド支柱１５０に沿って昇降可
能に設けられたスライダ１５１と、このスライダ１５１に支持されたアーム１５２と、当
該アーム１５２から四方に延びてリングフレームＲＦを吸着する分岐アーム１５３とによ
り構成されている。アーム１５２は、その軸線を回転中心として回転可能に設けられてお
り、これにより、保護テープＰＴが上面側となる状態でワークＫが搬送アーム１４９に受
け渡しできるようになっている。
【００３７】
　前記搬送アーム１４９は、シリンダ装置１５５を介して図１５中左右方向に移動可能に
設けられている。この搬送アーム１４９は、回転機能を有しないだけで、前記移載アーム
１４７と実質的に同様の構成となっている。
【００３８】
　前記搬送アーム１４９に吸着保持されたワークＫは、テープ剥離ユニット１７に移載さ
れる。このテープ剥離ユニット１７は、剥離用テーブル１５６と、図１７に示されるよう
に、当該剥離用テーブル１５６に移載されたワークＫから前記保護テープＰＴを剥離する
テープ剥離部１５７とを含む。剥離用テーブル１５６は、レール１６０に沿って移動可能
に設けられており、その移動過程で上面側の保護テープＰＴが剥離されることとなる。テ
ープ剥離部１５７で保護テープＰＴが剥離されたワークＫは、図示しない移載機構で搬送
レール１６２へ移載され、ワーク搬送シリンダ１６１を介して搬送レール１６２上を移動
してストッカ１９に収納される。そして、ストッカ１９に収納されたワークＫは、後工程
処理でチップサイズにダイシングされるとともに、加熱処理を行った後に、ピックアップ
されてリードフレームにボンディングされる。
【００３９】
　前記テープ剥離部１５７は、図１８ないし図２２に示されるように、剥離用テーブル１
５６の上方に位置して剥離用テープＳＴ１の供給部を構成する支持ロール１６４と、板状
のフレームＦ３の領域内に設けられるとともに剥離用テープＳＴ１の巻取部を構成する巻
取ロール１６５と、剥離用テープＳＴ１を保護テープＰＴに接着して前記保護テープＰＴ
を剥離する剥離ヘッド部１６６と、この剥離ヘッド部１６６を昇降させるシリンダ装置１
６７と、剥離ヘッド部１６６と支持ロール１６４との間に設けられたガイドロール１６８
と、剥離用テープＳＴ１の巻取力を付与するモータＭ７の出力軸に固定された駆動ロール
１７０と、この駆動ロール１７０との間に剥離用テープＳＴ１を挟み込むピンチロール１
７１と、前記巻取ロール１６５を巻取方向に回転駆動するモータＭ８とを備えて構成され
ている。なお、前記支持ロール１６４はモータＭ９の出力軸に連結されており、これによ
り、剥離用テープＳＴ１の繰出方向とは逆方向に回転力を付与して剥離用テープＳＴ１に
小さなテンションを与えることができるようになっている。本実施形態では、フレームＦ
３を水平移動させることなく剥離用テーブル１５６が水平方向に移動するように設けられ
ているが、前記フレームＦ３を剥離用テーブル１５６に対して水平方向に相対移動可能に
設けてもよい。
【００４０】
　前記剥離ヘッド部１６６は、剥離用テープＳＴ１を保護テープＰＴの面に接着させる第
１のロール１７４と、剥離用テープＳＴ１が通過可能な間隔をおいて第１のロール１７４
の横方向に併設された第２のロール１７５と、第１のロール１７４の上部に配置された第
３のロール１７６とにより構成されている。第２のロール１７５は、第１のロール１７４
よりも小径に設けられており、第１のロール１７４に巻き掛けられた剥離用テープＳＴ１
が保護テープＰＴに接触したときに、保護テープＰＴの面に対して隙間Ｃ１（図２１（Ａ
）参照）を形成可能な高さに設けられ、これにより、初期剥離角度α１（図２２参照）を
形成した状態で、保護テープＰＴの初期剥離を行えるようになっている。また、第３のロ
ール１７６は、その回転中心が第１のロール１７４の回転中心の略真上となる位置に設定
され、これにより、前記初期剥離を行った後に、初期の剥離角度よりも相対的に小さい角
度となる次期剥離角度（図２２参照）で保護テープＰＴが剥離されるようになっている。
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【００４１】
　次に、実施形態におけるウエハ処理工程について説明する。
【００４２】
　回路面に保護テープＰＴが貼付されたウエハＷがカセット１１内に多数収容されている
。ウエハＷは、ロボット１２によってＵＶ照射ユニット１３に移載されて所定のＵＶ処理
を受け、ＵＶ硬化処理後のウエハＷは、ロボット１２を介して搬送プレート３６に移載さ
れる。
【００４３】
　搬送プレート３６を介してウエハＷがアライメントテーブル３４に移載されてアライメ
ント処理が行われた後に、当該ウエハＷが再び搬送プレート３６を介して貼付テーブル４
０に移載される。この際、貼付テーブル４０は、内側テーブル部４０Ｃが接着シートＳを
仮着することのできる第１の温度として略１１０℃を維持するように制御される一方、外
側テーブル部４０Ｄは、接着シートＳが弱い接着力で接着する温度となる約４０℃に制御
される。また、ウエハＷは、前記保護テープＰＴがテーブル面に接する状態で吸着され、
従って、ウエハＷの裏面が上面側となる状態とされる。
【００４４】
　図５に示されるように、貼付テーブル４０が貼付ユニット４１の所定位置に移動すると
、押圧部材７６の下面側に吸着保持されている接着シートＳのリード端領域が、押圧部材
７６の下降によって貼付テーブル４０の上面に当接することとなる。この当接完了後に、
プレスロール７８が下降してウエハＷの上面との間に接着シートＳを挟み込み、ウエハＷ
領域以外の不要接着シート部分Ｓ１は外側テーブル部４０Ｄに当接することとなる（図５
，７，８参照）。次いで、押圧部材７６が吸着を解除して上昇する。この時、プレスロー
ル７８の両端側に設けられたコロ８９がガイドバー６７の上面に接すると同時に、ラック
６５にピニオン８８が噛み合って当該ピニオン８８がラック６５に沿って回転移動可能な
状態となる。この状態で、貼付テーブル４０が図５中右側に移動し、ラック６５とピニオ
ン８８との噛み合いにより、プレスロール７８が回転するとともに、コロ８９がガイドバ
ー６７上をガイド面として転動し、順次繰り出される接着シートＳがウエハＷの上面に貼
付されることとなる。この貼付に際しては、ウエハＷの外周よりはみ出る不要接着シート
部分Ｓ１が、外側テーブル４０Ｄに弱い接着力で接着しているため、プレスロール７８が
ウエハＷ上を回転移動しているときに、接着シートＳのテンションとプレスロール７８の
押圧力によって引っ張られることにより皺を発生させるような不都合は生じない。なお、
プレスロール７８は内蔵する加熱手段であるヒーターによって略１１０℃を維持するよう
に制御されている。
【００４５】
　このようにして接着シートＳがウエハＷに貼付されて、前記押圧部材７６がカッター受
け溝４０Ａを通過した直後の上方位置に至ると、貼付テーブル４０は、外周カット用テー
ブル４７の略真上位置に到達することとなる。そして、押圧部材７６が下降して接着シー
トＳを貼付テーブル４０に当接させる（図６参照）。この後、切断手段４３のカッター９
６が前記カッター受け溝４０Ａ内に入り込み、カッターユニット９２を支持しているアー
ム部９０が図６中紙面直交方向に移動して接着シートＳを幅方向に切断する。この際、カ
ッター受け溝４０Ａに対応した接着シートＳの領域は、テーブル面に接していないため、
当該領域の粘性は低い状態となり、カッター９６への接着剤転移は問題とならない。幅方
向の切断が完了すると、前記押圧部材７６は当該押圧部材７６の下面側に位置する接着シ
ートＳを吸着して上昇位置に戻り、次のウエハＷへの接着に備える。また、切断手段４３
は、カッター上下用シリンダ９５の上昇により、カッター９６の刃先位置が上昇する位置
に変位し、貼付テーブル４０の上面位置から離れる方向、すなわち、図１中上方に向かっ
て退避することとなる。
【００４６】
　次いで、図９に示されるように、前記移載装置４５の吸着プレート１００が一軸ロボッ
ト１０５の作動とシリンダ１０６の下降によって貼付テーブル４０の上方に位置するよう
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に移動し、シリンダ１０７の下降により吸着プレート１００の面位置を下降させて接着シ
ートＳが貼付されたウエハＷを吸着保持する。これにより、貼付テーブル４０は、次の処
理対象となるウエハＷを吸着保持する位置に移動すると同時に、外周カット用テーブル４
７が上昇して当該カット用テーブル４７の上面に、吸着プレート１００に吸着されている
ウエハＷが移載される。この際、貼付テーブル４０にて仮着温度となったウエハＷは、吸
着プレート１００に吸着されている間に温度調整作用（冷却作用）を受けて、略常温まで
降温された状態に保たれる。
【００４７】
　図１１に示されるように、外周カット用テーブル４７にウエハＷが移載されて吸着保持
されると、移載装置４５は、外周カット用テーブル４７の上方位置から離れる方向に移動
する一方、切断手段４３が外周カット用テーブル４７上に移動する（図１２参照）。そし
て、一軸ロボット９１を所定量移動させ、カッター上下用シリンダ９５を下降させること
によってカッター９６がウエハＷの外周縁に略対応した位置で下方に突き抜けて先端が円
周溝４７Ａ内に受容される。この状態で、外周カット用テーブル４７が回転機構１１０に
よって水平面内で回転し、ウエハＷの外周より外側にはみ出ている不要接着シート部分Ｓ
１が周方向に沿って切断される。この切断が終了すると、切断手段４３は、外周カット用
テーブル４７の上方位置から再び退避する位置に移動する一方、回収装置５０のクロスア
ーム１３０が前記不要接着シート部分Ｓ１上に移動して当該不要接着シート部分Ｓ１を吸
着し、回収箱１３５上に移動して不要接着シート部分Ｓ１を落とし込む。この際、不要接
着シート部分Ｓ１は、非常に弱い接着力でしか前記外側テーブル部４０Ｄに接着していな
いので、回収装置５０による吸着剥離が妨げられることはない。
【００４８】
　クロスアーム１３０が回収箱１３５側に移動するのと入れ替わるように移載装置４５が
外周カット用テーブル４７上に移動し、再びウエハＷを吸着した後に当該ウエハＷを温度
調整ユニットを介して完全接着に必要な温度に上昇させながら接着用テーブル４８の上面
に移載する。
【００４９】
　接着用テーブル４８に移載されたウエハＷは、当該接着用テーブル４８が第３の温度と
なる略１８０℃を維持するように制御されていることで、接着シートＳがウエハＷに完全
に接着する作用を受けることとなる。そして、所定時間経過後に、前記移載装置４５の吸
着プレート１００によってウエハＷが吸着されて再び常温に戻す温度調整作用を受ける。
【００５０】
　移載装置４５に吸着されている間に温度降下したウエハＷは、リングフレームＲＦを吸
着しているマウントテーブル１３７に移載された後、ダイシングテープＤＴを介してリン
グフレームＲＦにマウントされる。なお、ウエハＷが、先ダイシングによって個片化され
たチップＷ１の集合体である場合には（図１６参照）、マウントテーブル１３７を水平面
内で所定角度回転させて押圧ロール１４４の中心軸線ＣＬが、何れのチップＷの何れの辺
とも平行でない状態になるように制御し、この状態でダイシングテープ（マウントテープ
）ＤＴを接着シートＳ上に貼付することとなる。これにより、ウエハＷが押圧ロール１４
４の押圧力によって傾斜してしまうことがなくなり、マウントテープを精度よく貼付する
ことができる。
【００５１】
　リングフレームＲＦにウエハＷがマウントされたワークＫは、表裏反転された状態で剥
離用テーブル１５６に移載される。保護テープＰＴの剥離は、図２１（Ａ）に示されるよ
うに、剥離ヘッド部１６６を下降させて第１のロール１７４の最下部とウエハＷの端部Ｗ
Ｅとを相互に接着させる。そして、巻取用モータＭ７を停止状態に保つ一方、支持ロール
１６４は剥離用テープＳＴ１の繰出方向とは反対の方向に小さな力で当該剥離用テープＳ
Ｔ１にテンションを付与する程度に回転付勢しておく。
　剥離用テーブル１５６が剥離ヘッド部１６６に対して図２１中右側に相対移動して剥離
用テープＳＴ１がこれに対応して繰り出されることとなるが、この時点では巻取用モータ
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Ｍ７は停止状態に保たれているので、剥離用テープＳＴ１に折れ曲がり部分が形成される
（図２１（Ｂ）参照）。
【００５２】
　図２１（Ｃ）に示されるように、剥離用テープＳＴ１に形成される前記折れ曲がり部分
を隙間Ｃ１に入り込ませると、初期剥離角度α１が形成される。なお、初期剥離角度α１
を確実に形成するために、図２１（Ａ）～（Ｃ）の工程を２～３回繰り返してもよい。
　初期剥離角度α１が形成されると、モータＭ７が駆動し、第１のロール１７４の外周面
に剥離用テープＳＴ１がぴったり沿うようになる（図２１（Ｄ）参照）。このようにして
剥離用テープＳＴ１が第１のロール１７４の外周面にぴったりと沿う状態で、当該ロール
径によって決定される次期剥離角度α２（図２２参照）を維持して保護テープＰＴがウエ
ハＷの反対側の端部まで剥離されることとなる。なお、図２２では、ウエハＷの回路面に
バンプＢが形成された場合を示しており、当該バンプＢ上に保護テープＰＴが設けられて
いる場合には、バンプＢ間に存在する接着剤１７８は、前記次期剥離角度α２によって上
方に抜かれるように作用することでウエハＷ上に残存させることなく保護テープＰＴに付
着させて剥離することができる。また、ウエハＷにバンプが存在しない場合であっても、
初期剥離角度α１で剥離が開始されるため、その後の次期剥離角度α２が初期剥離角度α
１より小さくなってもウエハＷに割れ等を生じさせるストレスは加えられることはない。
これは、ウエハのように薄板材料に貼付されたシートを剥離する場合に、初期の剥離角度
が最も問題となるものであり、剥離が開始された後の次期剥離角度は、割れ等を発生させ
る要因としては低いことに起因する。その後、初期段階でＵＶ硬化した保護テープＰＴが
、テープ剥離装置１８によってウエハ回路面から剥離され、ストッカ１９に収容されるこ
ととなる。
【００５３】
　以上説明したように、本発明の実施形態によれば、特に、バンプＢを備えたチップの回
路面側に貼付された保護テープを剥離する場合であっても、初期の剥離をウエハ面方向に
できるだけ沿わせる大きな剥離角度で行ってウエハへのストレスを回避でき、初期剥離が
完了した後に、相対的に角度を小さくした次期剥離角度α２で保護テープＰＴを剥離する
ことにより、バンプＢ間に存在する接着剤１７８がウエハＷの面に対して略真上に向かう
ように抜かれる剥離力を受け、これにより、バンプＢ間に保護テープＰＴの接着剤１７８
を残すことも防止できる。
【００５４】
　以上のように、本発明を実施するための最良の構成、方法等は、前記記載で開示されて
いるが、本発明は、これに限定されるものではない。
　すなわち、本発明は、主に特定の実施形態に関して特に図示、説明されているが、本発
明の技術的思想及び目的の範囲から逸脱することなく、以上説明した実施形態に対し、形
状、位置若しくは配置等に関し、必要に応じて当業者が様々な変更を加えることができる
ものである。
【００５５】
　例えば、前記実施形態における剥離ヘッド部１６６は、図示構成例に限定されるもので
はなく、剥離用テープＳＴ１を折り曲げる動作をさせて初期剥離角度を形成し、その後に
、次期剥離角度を形成可能とする構造であれば足りる。また、初期剥離角度α１は、保護
テープＰＴをウエハＷ等の剥離対象物の端部ＷＥから剥離する際に、当該剥離対象物に割
れ等の損傷を与えることがない範囲で決定できるものであり、次期剥離角度α２は、初期
剥離角度α１よりも小さく、接着剤等の残存を極力無くすことができる範囲で決定するこ
とができる。また、特願２００４－１２８２１４号に開示されているように、剥離用テー
ブル１５６の面において、第１のロール１７４が保護テープＰＴに当接した際に（図２１
（Ａ）参照）、剥離用テープＳＴ１がダイシングテープＤＴの上面に接着することを防止
するための溝を、ウエハＷの外周に沿って剥離用テーブル１５６の上面に設けることがで
きる。
【００５６】
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　また、保護テープＰＴの剥離に際し、剥離用テープＳＴ１は、ウエハＷの径方向に沿う
略全域に接着した状態で剥離用テープＳＴ１を巻き取るようにして保護テープＰＴを剥離
する構成としてもよい。
【００５７】
　更に、本発明に係る剥離装置の剥離対象物としては、ウエハＷに限定されるものではな
く、シート、フィルムが貼付された対象物から当該シート等を剥離する場合にも適用する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】第１の実施形態に係るワーク処理装置の全体構成を示す概略平面図。
【図２】ウエハ処理工程を経時的に説明するための概略断面図
【図３】ウエハの初期処理工程並びに貼付装置を示す正面図。
【図４】貼付装置の概略斜視図。
【図５】接着シートを仮着する初期段階を示す概略正面図。
【図６】接着シートを仮着して当該シートを幅方向に切断するときの概略正面図。
【図７】貼付テーブル及び連動機構を示す概略斜視図。
【図８】図７の一部断面図。
【図９】切断手段の動作を示す概略正面図。
【図１０】貼付テーブルから外周カット用テーブルにウエハを移載する状態を示す概略正
面図。
【図１１】図１０の次の段階を示す概略正面図。
【図１２】外周カット用テーブルに移載されたウエハ外周に残るシート部分を切断する状
態を示す概略正面図。
【図１３】移載装置によってウエハを移載する領域を示す概略平面図。
【図１４】マウント装置の概略正面図。
【図１５】リングフレームにウエハをマウントしたワークの移載状態を示す概略正面図。
【図１６】（Ａ）は半導体ウエハがチップ状に個片化された場合の押圧ロールとの位置関
係を示す平面図、（Ｂ）は個片化されたウエハのマウント工程途中の概略断面図。
【図１７】マウント装置の概略平面図。
【図１８】テープ剥離ユニットの概略正面図。
【図１９】保護テープをテープ剥離ユニットで剥離する初期段階を示す概略正面図。
【図２０】前記保護テープが剥離される最終段階を示す概略正面図。
【図２１】（Ａ）～（Ｄ）は前記テープ剥離装置の動作説明図。
【図２２】（Ａ）は保護テープの初期剥離角度と次期剥離角度とを示す断面図、（Ｂ）は
保護テープを剥離した後のバンプ付きウエハの拡大断面図。
【図２３】（Ａ）はバンプ付きのウエハに貼付された保護テープを剥離する従来の剥離装
置で剥離する場合を示す概略断面図、（Ｂ）は図２３（Ａ）の一部拡大断面図、（Ｃ）は
保護テープを剥離した後の状態を示す拡大断面図。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　ウエハ処理装置
　１６　テープ貼付ユニット
　１７　テープ剥離ユニット
　１５６　剥離用テーブル
　１６４　支持ロール（供給部）
　１６５　巻取ロール（巻取部）
　１６６　剥離ヘッド部
　１７４　第１のロール
　１７５　第２のロール
　１７８　接着剤
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　Ｂ　半田バンプ
　Ｃ　隙間
　Ｗ　半導体ウエハ（剥離対象物）
　ＰＴ　保護テープ
　ＳＴ１　剥離用テープ
　α１　初期剥離角度
　α２　次期剥離角度

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】
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