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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェーハの表面に貼付けられた表面保護フィルムに剥離テープを貼付ける剥離テープ貼
付装置において、
　前記表面保護フィルムを上方に向けて前記ウェーハを支持すると共に水平方向に移動可
能な可動テーブルと、
　該可動テーブルに支持された前記ウェーハの前記表面保護フィルム上に前記剥離テープ
を繰出す繰出手段と、
　該繰出手段により繰出された前記剥離テープを前記ウェーハの前記表面保護フィルム上
に貼付ける剥離テープ貼付手段と、
　前記剥離テープ貼付手段の高さを調節する高さ調節手段と、
　前記ウェーハの厚さおよび前記表面保護フィルムの厚さを入力する入力手段および前記
繰出手段により繰出された前記剥離テープの高さを検出する高さ検出手段のうちの少なく
とも一方と、を具備し、
　前記高さ調節手段は、前記入力手段により入力された前記ウェーハの厚さおよび前記表
面保護フィルムの厚さならびに／または前記高さ検出手段により検出された前記剥離テー
プの高さに基づいて、前記剥離テープ貼付手段の高さを調節するようにしており、
　さらに、
　前記剥離テープを介して前記剥離テープ貼付手段を前記ウェーハの前記表面保護フィル
ムに押付けて押付力を掛ける押付手段と、を具備し、
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　前記押付手段は、前記可動テーブルにより前記ウェーハの一端が前記剥離テープ貼付手
段の下方に位置しているときに前記剥離テープを介して前記剥離テープ貼付手段を前記表
面保護フィルムに押付けて押付力を掛け、前記可動テーブルが前記ウェーハの他端に向か
って前記前記剥離テープ貼付手段から所定距離だけ移動すると前記押付力を解除するよう
にした剥離テープ貼付装置。
【請求項２】
　前記押付力が解除されるときには前記剥離テープ貼付手段と前記表面保護フィルムとの
間に隙間が形成されるようにした請求項１に記載の剥離テープ貼付装置。
【請求項３】
　前記表面保護フィルムが貼付けられた前記ウェーハの表面とは反対側に位置する前記ウ
ェーハの裏面が予め研削されている請求項１または２に記載の剥離テープ貼付装置。
【請求項４】
　前記剥離テープ貼付手段は、前記押付手段に設けられた回動軸回りに回動可能な回動手
段の先端に取付けられている請求項１から３のいずれか一項に記載の剥離テープ貼付装置
。
【請求項５】
　前記可動テーブルの移動方向に対して垂直な回動手段の幅は前記剥離テープの幅よりも
小さいかまたは前記剥離テープの幅に概ね等しいようにした請求項４に記載の剥離テープ
貼付装置。
【請求項６】
　ダイシングテープが前記ウェーハの裏面とマウントフレームの下面とに貼付けられてい
て前記ウェーハと前記マウントフレームとが一体化されており、
　前記可動テーブルの頂面には、前記マウントフレームと前記ウェーハとの間の前記ダイ
シングテープの一部分に対応する溝が形成されている請求項１から５のいずれか一項に記
載の剥離テープ貼付装置。
【請求項７】
　前記押付手段がエアシリンダであり、該エアシリンダのロッドをそのストロークエンド
の手前で停止させるストッパを含む請求項１から６のいずれか一項に記載の剥離テープ貼
付装置。
【請求項８】
　ウェーハの表面に貼付けられた表面保護フィルムに剥離テープを貼付ける剥離テープ貼
付方法において、
　前記表面保護フィルムを上方に向けて前記ウェーハを可動テーブル上に支持し、
　前記ウェーハの前記表面保護フィルム上に前記剥離テープを繰出し、
　前記ウェーハの一端が剥離テープ貼付手段の下方に位置するように前記可動テーブルを
移動させ、
　前記ウェーハの厚さおよび前記表面保護フィルムの厚さの入力ならびに／または前記剥
離テープの高さを検出し、
　前記入力された前記ウェーハの厚さおよび前記表面保護フィルムの厚さならびに／また
は前記検出された前記剥離テープの高さに基づいて、前記剥離テープ貼付手段の高さを調
節し、
　前記剥離テープを介して前記剥離テープ貼付手段を前記ウェーハの前記表面保護フィル
ムに押付けて押付力を掛け、
　前記可動テーブルを前記ウェーハの他端に向かって移動させ、
　前記可動テーブルが前記剥離テープ貼付手段から所定距離だけ移動すると前記押付力を
解除する剥離テープ貼付方法。
【請求項９】
　前記押付力が解除されるときには前記剥離テープ貼付手段と前記表面保護フィルムとの
間に隙間が形成されるようにした請求項８に記載の剥離テープ貼付方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェーハの表面に貼付けられた表面保護フィルムに剥離テープを貼付ける剥
離テープ貼付方法、およびこの方法を実施する剥離テープ貼付装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造分野においてはウェーハが年々大型化する傾向にあり、また、実装密度を高
めるためにウェーハの薄葉化が進んでいる。ウェーハを薄葉化するために、半導体ウェー
ハの裏面を研削するバックグラインドが行われている。バックグラインド時には、ウェー
ハ表面に形成された半導体素子を保護するために表面保護テープがウェーハ表面に貼付け
られる。
【０００３】
　図１０は表面保護フィルムが貼付けられた円形ウェーハの拡大断面図である。図１０か
ら分かるように、円形ウェーハ２０の縁部２５は当初から面取加工されている。また、ウ
ェーハ２０の表面２１には表面保護フィルム１１が貼付けられている。図示されるように
ウェーハ２０が裏面研削（バックグラインディング）されてその厚さが厚さＺ０から厚さ
Ｚ１まで低下すると、ウェーハ２０の裏面側の面取部２７が削除され、ウェーハ２０の新
たな裏面２２（研削面）は表面側の面取部２６まで到達する。
【０００４】
　次いで、図１１に示されるようにウェーハ２０の裏面２２にはダイシングテープ３が貼
付けられ、それにより、ウェーハ２０はマウントフレーム３６と一体化される。その後、
図１２に示されるように、表面保護フィルム１１が上方に位置するようにウェーハ２０を
テーブル１３１上に支持させる。そして、表面保護フィルム１１上に剥離テープ４を繰り
出した後、剥離ロール１４６を表面保護フィルム１１に押付けて、剥離テープ４を表面保
護フィルム１１に貼付ける。次いで、ウェーハ２０を支持するテーブル１３１を水平方向
に移動させることにより、表面保護フィルム１１を剥離テープ４と共にウェーハ２０から
剥離する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図１２に示されるように、剥離ロール１４６を用いて剥離テープ４を貼付けるときには
、剥離ロール１４６と剥離テープ４との間の相対速度に応じて、剥離テープ４が緩む場合
がある。また、前述したようにウェーハ２０の厚みはかなり小さくなっている。このため
、剥離ロール１４６によって剥離テープ４を貼付けるときには、剥離テープ４とダイシン
グテープ３とが互いに接着する可能性が高くなる。しかも、これらテープ３、４の粘着面
は互いに対面しているので、一旦、これらテープ３、４が接着した場合には、ウェーハ２
０を損傷させることなしにこれらテープ３、４を引離すのは極めて難しい。
【０００６】
　さらに、ウェーハ２０が極めて薄くなっているためにウェーハ自体の剛性も大幅に低下
している。従って、剥離ロール１４６によって剥離テープ４を表面保護フィルム１１に貼
付ける際には、ウェーハ２０に割れまたはクラックが生じる場合があり、製品の歩留まり
が低下する。また、割れなどが生じない場合であっても、ウェーハ２０に内部歪みを生じ
させ、後工程において割れまたはクラックとして出現する可能性もある。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、剥離テープのウェーハへの貼付
作用を精密に制御して、剥離テープとダイシングテープとの接着およびウェーハにおける
割れまたはクラックなどの発生を防止することのできる剥離テープ貼付方法およびこの方
法を実施する剥離テープ貼付装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　前述した目的を達成するために１番目の発明によれば、ウェーハの表面に貼付けられた
表面保護フィルムに剥離テープを貼付ける剥離テープ貼付装置において、前記表面保護フ
ィルムを上方に向けて前記ウェーハを支持すると共に水平方向に移動可能な可動テーブル
と、該可動テーブルに支持された前記ウェーハの前記表面保護フィルム上に前記剥離テー
プを繰出す繰出手段と、該繰出手段により繰出された前記剥離テープを前記ウェーハの前
記表面保護フィルム上に貼付ける剥離テープ貼付手段と、前記剥離テープ貼付手段の高さ
を調節する高さ調節手段と、前記ウェーハの厚さおよび前記表面保護フィルムの厚さを入
力する入力手段および前記繰出手段により繰出された前記剥離テープの高さを検出する高
さ検出手段のうちの少なくとも一方と、を具備し、前記高さ調節手段は、前記入力手段に
より入力された前記ウェーハの厚さおよび前記表面保護フィルムの厚さならびに／または
前記高さ検出手段により検出された前記剥離テープの高さに基づいて、前記剥離テープ貼
付手段の高さを調節するようにしており、さらに、前記剥離テープを介して前記剥離テー
プ貼付手段を前記ウェーハの前記表面保護フィルムに押付けて押付力を掛ける押付手段と
、を具備し、前記押付手段は、前記可動テーブルにより前記ウェーハの一端が前記剥離テ
ープ貼付手段の下方に位置しているときに前記剥離テープを介して前記剥離テープ貼付手
段を前記表面保護フィルムに押付けて押付力を掛け、前記可動テーブルが前記ウェーハの
他端に向かって前記前記剥離テープ貼付手段から所定距離だけ移動すると前記押付力を解
除するようにした剥離テープ貼付装置が提供される。
【０００９】
　すなわち１番目の発明においては、ウェーハの一端付近においてのみ剥離テープ貼付手
段を表面保護フィルムに押付けて押付力を掛けているので、ウェーハ全体に割れまたはク
ラックなどが発生するのを防止することができる。また、このような精密な制御により、
剥離テープとダイシングテープとが接着するのを防止できる。なお、押付力を解除した後
では、剥離テープ貼付手段をその自重だけで接触させるようにするのが好ましい。さらに
、ウェーハの裏面研削の程度および使用される表面保護フィルムの厚さならびに／または
剥離テープの高さに応じて押付手段の高さを正確に調節できる。
【００１０】
　２番目の発明によれば、１番目の発明において、前記押付力が解除されるときには前記
剥離テープ貼付手段と前記表面保護フィルムとの間に隙間が形成されるようにした。
　すなわち２番目の発明においては、剥離テープ貼付手段が剥離テープを介して表面保護
フィルムに及ぼす力を完全に零にできるので、ウェーハに割れ、クラックまたは内部歪み
が生ずるのをさらに防止できる。
【００１１】
　３番目の発明によれば、１番目または２番目の発明において、前記表面保護フィルムが
貼付けられた前記ウェーハの表面とは反対側に位置する前記ウェーハの裏面が予め研削さ
れている。
　すなわち３番目の発明においては、ウェーハが裏面研削されていて研削面が表面側の面
取部まで到達している場合であっても、ウェーハに割れ、クラックまたは内部歪みを生じ
させることを防止できる。裏面研削されているウェーハの厚さは例えば１００マイクロメ
ートル以下でありうる。
【００１２】
　４番目の発明によれば、１番目から３番目のいずれかの発明において、前記剥離テープ
貼付手段は、前記押付手段に設けられた回動軸回りに回動可能な回動手段の先端に取付け
られている。
　すなわち４番目の発明においては、比較的厚みの大きい半導体素子が前記ウェーハの表
面に形成されている場合であっても、可動テーブルを円滑に移動させられる。
【００１３】
　５番目の発明によれば、４番目の発明において、前記可動テーブルの移動方向に対して
垂直な回動手段の幅は前記剥離テープの幅よりも小さいかまたは前記剥離テープの幅に概
ね等しいようにした。



(5) JP 4953764 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

　すなわち５番目の発明においては、剥離テープの幅部分から逸脱する箇所から生じうる
異物がウェーハ上に付着するのを可能な限り抑制することができる。
【００１５】
　６番目の発明によれば、１番目から５番目のいずれかの発明において、ダイシングテー
プが前記ウェーハの裏面とマウントフレームの下面とに貼付けられていて前記ウェーハと
前記マウントフレームとが一体化されており、前記可動テーブルの頂面には、前記マウン
トフレームと前記ウェーハとの間の前記ダイシングテープの一部分に対応する溝が形成さ
れている。
　すなわち６番目の発明においては、ウェーハ支持時には対応するダイシングテープの一
部分が溝内に落込むので、剥離テープとダイシングテープとが接着するのをさらに防止で
きる。
【００１６】
　７番目の発明によれば、１番目から６番目のいずれかの発明において、前記押付手段が
エアシリンダであり、該エアシリンダのロッドをそのストロークエンドの手前で停止させ
るストッパを含む。
　すなわち７番目の発明においては、剥離テープ貼付手段をストロークエンドの手前で保
持できるので剥離テープ貼付手段を円滑に移動させられる。
【００１７】
　８番目の発明によれば、ウェーハの表面に貼付けられた表面保護フィルムに剥離テープ
を貼付ける剥離テープ貼付方法において、前記表面保護フィルムを上方に向けて前記ウェ
ーハを可動テーブル上に支持し、前記ウェーハの前記表面保護フィルム上に前記剥離テー
プを繰出し、前記ウェーハの一端が剥離テープ貼付手段の下方に位置するように前記可動
テーブルを移動させ、前記ウェーハの厚さおよび前記表面保護フィルムの厚さの入力なら
びに／または前記剥離テープの高さを検出し、前記入力された前記ウェーハの厚さおよび
前記表面保護フィルムの厚さならびに／または前記検出された前記剥離テープの高さに基
づいて、前記剥離テープ貼付手段の高さを調節し、前記剥離テープを介して前記剥離テー
プ貼付手段を前記ウェーハの前記表面保護フィルムに押付けて押付力を掛け、前記可動テ
ーブルを前記ウェーハの他端に向かって移動させ、前記可動テーブルが前記剥離テープ貼
付手段から所定距離だけ移動すると前記押付力を解除する剥離テープ貼付方法が提供され
る。
【００１８】
　すなわち８番目の発明においては、ウェーハの一端付近においてのみ剥離テープ貼付手
段を表面保護フィルムに押付けて押付力を掛けているので、ウェーハ全体に割れまたはク
ラックなどが発生するのを防止することができる。また、このような精密な制御により、
剥離テープとダイシングテープとが接着するのを防止できる。なお、押付力を解除した後
では、剥離テープ貼付手段をその自重だけで接触させるようにするのが好ましい。さらに
、ウェーハの裏面研削の程度および使用される表面保護フィルムの厚さならびに／または
剥離テープの高さに応じて押付手段の高さを正確に調節できる。
【００１９】
　９番目の発明によれば、８番目の発明において、前記押付力が解除されるときには前記
剥離テープ貼付手段と前記表面保護フィルムとの間に隙間が形成されるようにした。
　すなわち９番目の発明においては、剥離テープ貼付手段が剥離テープを介して表面保護
フィルムに及ぼす力を完全に零にできるので、ウェーハに割れ、クラックまたは内部歪み
が生ずるのをさらに防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下の図面において同一の部
材には同一の参照符号が付けられている。理解を容易にするために、これら図面は縮尺を
適宜変更している。
　図１は本発明に基づく剥離テープ貼付ユニットを備えた表面保護フィルム剥離装置の概
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略断面図である。表面保護フィルム剥離装置１０に供給されるウェーハ２０は、図１０を
参照して説明したように、バックグラインドによりその裏面が表面側の面取部２６まで研
削されており、ウェーハ２０の厚さは例えば１００マイクロメートル以下であるものとす
る。また、公知であるように、ウェーハ２０の表面には、半導体素子を保護する表面保護
フィルム１１が既に貼付けられているものとする。さらに、ウェーハ２０の研削面２２に
はダイシングテープ３が貼付けられており、ウェーハ２０はダイシングテープ３によって
マウントフレーム３６と一体化されているものとする。
【００２２】
　図１に示される表面保護フィルム剥離装置１０は、円形シリコンウェーハ２０の表面に
予め貼付けられた表面保護フィルム１１に貼付けられる剥離テープ４を供給する供給部４
２と、供給部４２からの剥離テープを巻取る巻取部４３とを含んでいる。また、表面保護
フィルム剥離装置１０の下方部分には制御部９０、例えばデジタルコンピュータが配置さ
れている。なお、以下の説明において使用される剥離テープ４は圧力を加えられると粘着
作用を呈するいわゆる感圧テープであるが、後述するように剥離テープ４が感熱テープで
あってもよい。
【００２３】
　図１に示されるように、供給部４２の下流には、剥離テープ４を案内すると共に剥離テ
ープ４に所定の張力を掛けるガイドロール４７が設けられている。剥離テープ４は剥離テ
ープ貼付ユニット６０の剥離ロール４６を通って巻取部４３に導かれている。さらに、剥
離ロール４６と巻取部４３との間には、ガイドロール５６、ダンサロール５５、一対のガ
イドロール５１、他のダンサロール５９が設けられている。これらダンサロール５５、５
９は剥離テープ４の繰出量に応じて運動する。
【００２４】
　図２は表面保護フィルム剥離装置１０に備えられた剥離テープ貼付ユニット６０の拡大
図である。剥離テープ貼付ユニット６０の下方には、可動テーブル３１が配置されている
。この可動テーブル３１は駆動部９５（図１を参照されたい）に接続されており、水平方
向に移動する。ウェーハ２０は表面保護フィルム１１が貼付けられている表面２１が上方
を向いた状態で可動テーブル３１に支持される。このため、ウェーハ２０を支持したとき
には、ウェーハ２０の裏面２２に貼付けられたダイシングテープ３が可動テーブル３１に
直接的に接している。
【００２５】
　ダイシングテープ３によってウェーハ２０と一体化されたマウントフレーム３６はダイ
シング時にウェーハ２０が賽の目状に切断されるときに、切断されたウェーハ２０の各部
分を保持する役目を果たす。なお、ウェーハ２０は、可動テーブル３１においてそれぞれ
真空吸着などの公知の手段により支持されているものとする。
【００２６】
　剥離テープ貼付ユニット６０はボールネジ６１を含んでいる。ボールネジ６１はカバー
ガイド部６３を鉛直シャフト６２に沿って昇降させる役目を果たす。カバーガイド部６３
の先端には、固定ブロック６４、６５を介して固定アーム６６が取付けられている。固定
アーム６６の先端には、回動軸部６７回りに回動可能な回動アーム６８が設けられている
。この回動アーム６８は図示しないバネなどにより通常は水平方向を向くように付勢され
ている。さらに、回動アーム６８の先端には、留具９９（図３を参照されたい）によって
剥離ロール４６が自由回転可能に設けられている。
【００２７】
　図２に示されるように、回動アーム６８の上面には、自由回転可能なローラ８６が配置
されている。後述する図３を参照して分かるように、ローラ８６の回転軸と回動軸部６７
とは、プレート６９により連結されている。
【００２８】
　また、可動テーブル３１の移動方向に対して垂直な回動アーム６８の幅は剥離テープ４
の幅よりも小さいかまたは剥離テープ４の幅に概ね等しい。このため、後述する貼付動作
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および剥離動作のときに、剥離テープの幅部分から逸脱する回動アーム６８の一部分から
異物が落下してウェーハ上に付着するのを可能な限り抑制することができる。なお、可動
テーブル３１の移動方向に対して垂直な剥離ロール４６の長さが剥離テープ４の幅よりも
小さいかまたは剥離テープ４の幅に概ね等しいようにしてもよく、この場合にも同様な効
果を得ることができる。
【００２９】
　図２に示されるように、カバーガイド部６３には、エアシリンダ８０のケーシング８１
が取付けられている。エアシリンダ８０の動作により昇降されるロッド８３は、エアシリ
ンダ用ケーシング８１の下面に形成された孔８２を通って延びている。図示されるように
、ロッド８３の途中にはフランジ８５が固定されている。このフランジ８５の直径はエア
シリンダ用ケーシング８１の孔８２よりも大きく形成されており、フランジ８５はロッド
８３の動作を規制するストッパの役目を有している。なお、図面には示さないものの、ロ
ッド８３はエアシリンダ８０内のピストンに連結しているものとする。
【００３０】
　さらに、エアシリンダ８０は図示しないモータにより駆動するものとする。また、ロー
ラ８６はロッド８３の先端に係合している。従って、ロッド８３が下方に延びると、ロー
ラ８６を介して回動アーム６８が回動するように押圧される。なお、エアシリンダ８０の
モータおよびボールネジ６１を駆動するモータ（図示しない）は制御部９０に接続されて
いる。
【００３１】
　また、剥離テープ貼付ユニット６０の高さ、例えば剥離ロール４６の高さを検出する高
さセンサ７１がシャフト６２に沿って配置されている。この高さセンサ７１は剥離ロール
４６に係合する剥離テープ４の高さを検出することもできる。
【００３２】
　高さセンサ７１に隣接して設けられた位置センサ７２は、可動テーブル３１に支持され
たウェーハ２０の水平方向位置、特にウェーハ２０の端部２８の水平方向位置を検出する
。位置センサ７２はまた、ウェーハ２０に貼付けられた表面保護フィルム１１の高さも検
出できる。これらセンサ７１、７２も制御部９０に接続されている。
【００３３】
　さらに、図１を再び参照して分かるように、キーボード、マウスなどの入力部９６も制
御部９０に接続されている。操作者は、裏面研削後のウェーハ２０の厚さおよび／または
表面保護フィルム１１の厚さ、ならびにダイシングテープ３の厚さを入力部９６から適宜
入力することができる。
【００３４】
　以下、本発明に基づく剥離テープ貼付ユニット６０の貼付動作および剥離動作について
説明する。はじめに、ガイドロール４７を介して剥離テープ４を供給部４２から繰り出す
。次いで、ウェーハ２０を前述したように可動テーブル３１上に支持した後、可動テーブ
ル３１を水平方向に移動させ、それにより、ウェーハ２０の一端２８が剥離ロール４６の
下方に位置するようにする。
【００３５】
　なお、ウェーハ２０の一端２８はもともと面取部であるために一端２８は斜方向に形成
されている。このため、厳密にいえば、可動テーブル３１は、表面保護フィルム１１の平
坦部の縁部１１ａが剥離ロール４６の下方に位置するように位置決めされる。以下の説明
において、ウェーハ２０の一端２８（または他端２９）とあるのは、表面保護フィルム１
１の平坦部の縁部１１ａ（または他の縁部１１ｂ）を意味する場合があるものとする。
【００３６】
　次いで、ボールネジ６１を駆動して、剥離ロール４６が表面保護フィルム１１の縁部１
１ａに到達するまで剥離テープ貼付ユニット６０を下降させる。剥離テープ貼付ユニット
６０の下降距離は、センサ７１により検出された剥離テープ４および剥離ロール４６高さ
に基づいて予め算出されている。なお、入力部９６からウェーハ２０、ダイシングテープ
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３および表面保護フィルム１１の厚さを予め入力しておき、これら厚さをも考慮して剥離
テープ貼付ユニット６０の下降距離を定めるようにしてもよい。これにより、ウェーハ２
０の裏面研削の度合いおよび／または表面保護フィルム１１の厚さがウェーハ２０毎にま
たはロット毎に異なる場合であっても、剥離テープ貼付ユニット６０の剥離ロール４６を
正確に位置決めできる。
【００３７】
　このような下降動作によって、表面保護フィルム１１の縁部１１ａには、剥離ロール４
６の自重のみの力が掛かるようになる。剥離ロール４６の自重のみが掛かるときの力を力
Ｆ０と表す。
【００３８】
　次いで、エアシリンダ８０を駆動する。図３（ａ）および図３（ｂ）は、エアシリンダ
８０駆動時における回動アームの動作を示す拡大図である。これら図面における線Ａは、
剥離テープ４貼付時における表面保護フィルム１１の高さ位置を示している。エアシリン
ダ８０を駆動して、ロッド８３を下方に延ばすと、ロッド８３の先端に係合するローラ８
６を介して回動アーム６８が下方に押圧される。これにより、回動アーム６８は回動軸部
６７回りに回動し、その結果、剥離ロール４６が剥離テープ４を介してウェーハ２０の表
面保護フィルム１１に押付力を掛けるようになる。
【００３９】
　図４は、可動テーブル３１の移動距離と押付力との間の関係を示す図である。図４にお
いては、横軸は可動テーブル３１の移動距離ｘを示しており、縦軸は押付力Ｆを示してい
る。剥離ロール４６の自重のみの力Ｆ０はエアシリンダ８０を駆動することにより押付力
Ｆ１まで上昇する。この押付力Ｆ１は、剥離テープ４を表面保護フィルム１１に貼付ける
のに十分に大きく、また、ウェーハ２０に割れ、クラックまたは内部歪みを生じさせる力
Ｆ２よりも小さい。
【００４０】
　なお、図３（ｂ）には、剥離ロール４６の下方部分が線Ａよりも下方まで突出している
のが示されている。押付力が掛けられることによってウェーハ２０の表面保護フィルム１
１はわずかながら凹むものの、ウェーハ２０を支持する可動テーブル３１が下降すること
を意味するものではない。
【００４１】
　次いで、ウェーハ２０の一端２８から他端２９に向かって可動テーブル３１をウェーハ
２０の直径方向に移動させる。そして、可動テーブル３１が剥離ロール４６から所定距離
ｘ０だけ移動すると、エアシリンダ８０を駆動してロッド８３を上昇させる。従って、回
動アーム６８は水平方向の初期位置まで戻り（図３（ａ）を参照されたい）、剥離ロール
４６の押付力は剥離ロール４６の自重のみの力Ｆ０まで低下する。所定距離ｘ０はウェー
ハ２０の直径Ｄと比較して十分に小さく、従って、押付力Ｆ１は表面保護フィルム１１の
縁部１１ａと縁部１１ａ付近の領域のみにおいて作用する。その後、ウェーハ２０の他端
２９まで可動テーブル３１を移動させ、それにより、剥離テープ４を可動テーブル３１の
移動方向に沿って表面保護フィルム１１に貼付けるようにする。
【００４２】
　このように本発明においては、剥離テープ４の貼付時にウェーハ２０の一端２８におい
てのみ押付力を掛けているので、ウェーハ全体に対しては、割れ、クラックまたは内部歪
みなどが発生することはない。また、前述したように表面保護フィルム１１の縁部１１ａ
において押付力を掛けるようにしているので、剥離テープ４とダイシングテープ３とが接
着することも防止できる。
【００４３】
　変更可能な実施形態においては、所定距離ｘ０だけ移動させることなしに、押付力を表
面保護フィルム１１の縁部１１ａにおいてのみ掛けるようにしてもよい。さらに別の実施
形態においては、表面保護フィルム１１の縁部１１ａにおいて押付力を掛けた後、ボール
ネジ６１を駆動して剥離テープ貼付ユニット６０を上昇させ、それにより、剥離ロール４
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６と表面保護フィルム１１との間に隙間が形成されるようにしてもよい。この場合には、
剥離ロール４６が剥離テープ４を介して表面保護フィルム１１に及ぼす力が完全に零にな
る。従って、縁部１１ａにおいて剥離テープ４を貼付けた後の貼付動作においては、ウェ
ーハ２０に割れ、クラックまたは内部歪みが生ずる可能性は完全に排除される。
【００４４】
　ところで、半導体素子（図示しない）が形成されたウェーハ２０の表面２１に表面保護
フィルム１１が既に貼付けられているので、半導体素子の厚みに応じて表面保護フィルム
１１の表面に凹凸が形成される場合がある。また、半導体素子の厚みが大きくない場合で
あっても、異物混入などの要因によって表面保護フィルム１１の表面に凹凸が形成される
可能性もある。
【００４５】
　これに対し、本発明においては剥離ロール４６が回動アーム６８の先端に取付けられて
いるので、可動テーブル３１の移動時には回動アーム６８が前述した凹凸に応じて回動し
、凹凸の影響を回避できる。つまり、回動アーム６８および関連するエアシリンダ８０が
凹凸の影響を吸収するクッションとしての役目を果たす。このため、本発明においては、
表面保護フィルム１１の表面に凹凸が形成されている場合であっても、可動テーブル３１
は円滑に移動でき、従って、剥離テープ４を適切に貼付けられる。
【００４６】
　なお、前述したようにエアシリンダ８０のロッド８３の途中にはフランジ８５が設けら
れている。このフランジ８５はエアシリンダ用ケーシング８１の孔８２外周部に係合して
ロッド８３が最大ストロークまで延びるのを規制する。このため、ロッド８３はフランジ
８５が孔８２外周部に係合する場所までしか延びない。
【００４７】
　従来技術のようにエアシリンダのロッドがその最大ストローク付近まで延びた状態で貼
付動作が行われる場合には、エアシリンダの動作時の摺動抵抗およびそのバラツキが大き
いのでロッド８３を最大ストロークの位置から円滑に移動させるのは困難である。しかし
ながら、本発明においてはフランジ８５によってロッド８３の延びが規制されるので、剥
離テープ４の貼付時にロッド８３を円滑に移動させられ、その結果、安定した状態で剥離
テープ４を貼付けることが可能となる。フランジ８５はエアシリンダ動作時における摺動
抵抗およびそのバラツキが比較的小さい場所に設けられているのは明らかであろう。
【００４８】
　剥離テープ４を表面保護フィルム１１に貼付ける貼付動作が終了すると、表面保護フィ
ルム１１を剥離テープ４と共にウェーハ２０から剥離する剥離動作を行う。図５に示され
るように、可動テーブル３１をウェーハ２０の他端２９側から一端２８側まで剥離ロール
４６の下方を左方に移動させ、それにより、表面保護フィルム１１を剥離テープ４と共に
ウェーハ２０から剥離する。なお、剥離時には、巻取部４３による剥離テープ４の巻上げ
開始時間を遅らせることにより、剥離ロール４６と剥離テープ４との間に距離を設けるよ
うにし、剥離角度を９０度から１８０度程度に維持しつつ剥離動作を連続して行うことが
可能である。
【００４９】
　次いで、図６に示されるように、表面保護フィルム１１の剥離が終了するかまたは終了
の直前になると、ボールネジ６１を用いて剥離テープ貼付ユニット６０を上昇させるよう
にしてもよい。これにより、剥離テープ４がダイシングテープ３に接着するのがさらに防
止される。
【００５０】
　図７は他の実施形態における剥離テープ貼付装置に用いられる可動テーブル３１の部分
断面図である。図７に示される可動テーブル３１の頂面には環状溝９２が形成されている
。図示されるように環状溝９２は、ウェーハ２０が支持されるときにウェーハ２０の端部
２８とマウントフレーム３６との間におけるダイシングテープ３の領域に位置するように
形成されている。さらに、可動テーブル３１が真空吸着テーブルである場合には、環状溝
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９２の底面から延びる吸着通路９１も形成される。この吸着通路９１は図示しないウェー
ハ２０用の吸着通路および図示しない真空源に接続されている。
【００５１】
　このような可動テーブル３１上にウェーハ２０を支持する場合には、環状溝９２に対応
するダイシングテープ３の一部分が環状溝９２内に引込まれるので、この部分のダイシン
グテープ３の上面が凹むようになる。このため、剥離テープ４（図７には示さない）とダ
イシングテープ３とが離間するようになり、これらが互いに接着するのがさらに防止され
る。
【００５２】
　また、図面を参照して説明した実施形態においては断面が円形の剥離ロール４６を用い
ているが、断面が円形ではない剥離部材、例えば断面が矩形または三角形の剥離部材（図
示しない）を剥離ロール４６の代わりに採用するようにしてもよい。好ましい実施形態に
おいて採用される剥離部材は、その一部分がウェーハ２０の外形に対応した形状になって
いる。図９（ａ）および図９（ｂ）のそれぞれは、そのような剥離部材４６’を含んだ剥
離テープ貼付ユニットの部分拡大側面図および部分拡大頂面図である。
　これら図面に示される剥離部材４６’はブロック４６ａと、このブロック４６ａの下面
に設けられた湾曲部４６ｂとを含んでいる。図示されるように、湾曲部４６ｂはウェーハ
２０の外形の一部分に対応した形状であり、また湾曲部４６ｂの断面は矩形になっている
。なお、図９（ａ）および図９（ｂ）には示さないものの、剥離部材４６’は、剥離ロー
ル４６と同様に回動アーム６８に取付けられているものとする。
　湾曲部４６ｂの下面がウェーハ２０の外形に概ね対応するように剥離部材４６’を配置
する。このとき、湾曲部４６ｂの外側縁部４６ｃが縁部１１ａ付近に位置するようになる
。次いで、前述したのと同様な手法で剥離テープ４をウェーハ２０の表面保護フィルム１
１に貼付ける。このような実施形態においては、湾曲部４６ｂがウェーハ２０の外形の一
部分に対応しているので、剥離テープ４は必要最小限な箇所においてのみ押圧される。従
って、剥離テープ４の貼付時に剥離テープ４がダイシングテープ３に付着するのがさらに
防止される。なお、ブロック４６ａの外側縁部４６ｄと湾曲部４６ｂの外側縁部４６ｃと
が同一平面になっている構成でもよい。
【００５３】
　前述した実施形態においては剥離テープ４が感圧テープであるものとして説明したが、
剥離テープ４は加熱することにより粘着力を呈するいわゆる感熱テープであってもよい。
この場合には、少なくとも一部分が感熱テープを適切に加熱できる剥離ロール４６または
剥離部材４６’が採用される。あるいは、図８に示されるように、剥離ロール４６の代わ
りに、剥離テープ４のための加熱部７７を備えた断面略三角形のピーリングバー７６を回
動アーム６８に取付ける構成であってもよい。このように剥離ロール４６の代わりに、剥
離テープ４を貼付けることのできる他の部材を採用する場合であっても、本発明の範囲に
含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明に基づく剥離テープ貼付装置を備えた表面保護フィルム剥離装置の概略断
面図である。
【図２】表面保護フィルム剥離装置に備えられた剥離テープ貼付ユニットの拡大図である
。
【図３】（ａ）エアシリンダ駆動時における回動アームの動作を示す拡大図である。（ｂ
）エアシリンダ駆動時における回動アームの動作を示す他の拡大図である。
【図４】可動テーブルの移動距離と押付力との間の関係を示す図である。
【図５】表面保護フィルム剥離装置に備えられた剥離テープ貼付ユニットの他の拡大図で
ある。
【図６】表面保護フィルム剥離装置に備えられた剥離テープ貼付ユニットのさらに他の拡
大図である。
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【図７】他の実施形態における剥離テープ貼付装置に用いられる可動テーブルの部分断面
図である。
【図８】さらに他の実施形態における剥離テープ貼付装置の部分断面図である。
【図９】（ａ）表面保護フィルム剥離装置に備えられた剥離テープ貼付ユニットの部分拡
大側面図である。（ｂ）図９（ａ）に示される剥離テープ貼付ユニットの部分拡大頂面図
である。
【図１０】表面保護フィルムが貼付けられたウェーハの拡大断面図である。
【図１１】マウントフレームと一体化されたウェーハの頂面図である。
【図１２】従来技術において剥離テープをウェーハの表面保護テープに貼付ける状態を示
す断面図である。
【符号の説明】
【００５５】
　３　　ダイシングテープ
　４　　剥離テープ
　１０　　表面保護フィルム剥離装置
　１１　　表面保護フィルム
　１１ａ、１１ｂ　　縁部
　２０　　ウェーハ
　２１　　表面
　２２　　裏面（研削面）
　２８　　一端
　２９　　他端
　３１　　可動テーブル
　３６　　マウントフレーム
　４２　　供給部
　４３　　巻取部
　４６　　剥離ロール（剥離テープ貼付手段）
　６０　　剥離テープ貼付ユニット（剥離テープ貼付装置）
　６１　　ボールネジ
　６２　　シャフト
　６３　　カバーガイド部
　６４、６５　　固定ブロック
　６６　　固定アーム
　６７　　回動軸部
　６８　　回動アーム
　６９　　プレート
　７１　　高さセンサ
　７２　　位置センサ
　７６　　ピーリングバー
　７７　　加熱部
　８０　　エアシリンダ（押付手段）
　８１　　ケーシング
　８２　　孔
　８３　　ロッド
　８５　　フランジ（ストッパ）
　８６　　ローラ
　９０　　制御部
　９１　　吸着通路
　９２　　環状溝
　９５　　駆動部
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　９６　　入力部
　９９　　留具
　Ｆ　　押付力

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(15) JP 4953764 B2 2012.6.13

10

フロントページの続き

    審査官  青山　純

(56)参考文献  国際公開第２００５／００７９５０（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００５－３１１１７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１１２４９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－１８８２６９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／６８３　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

