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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材樹脂フィルムと、前記基材樹脂フィルム上に粘着剤層が形成された粘着シートであ
って、
　４００～１１００ｎｍの波長領域における平行光線透過率が８０％以上であり、
　前記基材樹脂フィルムの前記粘着剤層が形成された面の反対側の面の算術平均粗さＲａ
が、０．１～０．３μｍであり、
　可視波長領域のレーザー光を照射してアライメントを行い、赤外波長領域のレーザー光
を照射して改質層を形成するために用いられることを特徴とするウエハ貼着用粘着シート
。
【請求項２】
　回路が形成されたウエハの回路面に、請求項１に記載のウエハ貼着用粘着シートを貼着
する工程と、
　前記ウエハ貼着用粘着シートが粘着された側である前記回路面側から前記ウエハに可視
波長領域のレーザー光を照射し、前記ウエハのアライメントを行う工程と、
　前記ウエハ貼着用粘着シートが粘着された側である前記回路面側から前記ウエハに赤外
波長領域のレーザー光を照射し、前記ウエハに形成されたストリートに沿って破断起点と
なる改質層を形成するレーザー加工を施すレーザー加工工程と、
　前記ウエハ貼着用粘着シートの前記ウエハ貼着面と反対側より突き上げ部材を上昇させ
ることで、前記ウエハ貼着用粘着シートを引き伸ばすとともに、前記ウエハを個片化する
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エキスパンド工程と、
　を含む、ウエハの加工方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のウエハ貼着用粘着シートが、前記粘着剤層によりリングフレームの下
面に貼着されており、前記ウエハは、前記粘着剤層に粘着されていることを特徴とする請
求項２に記載のウエハの加工方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はウエハ貼着用粘着シートおよびそれを用いたウエハの加工方法に関し、さらに
詳しくは、レーザー光を用いたウエハ加工の際に、ウエハ貼着用粘着シート側からレーザ
ー光を照射できるウエハ貼着用粘着シートおよびそれを用いたウエハの加工方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイや照明機器の光源として、従来の蛍光灯などと比較して省電力
、長寿命である発光ダイオード（以下ＬＥＤと記載）の需要が急増している。ＬＥＤ形成
の基板としては主にサファイアが用いられており、ＬＥＤの製造プロセスでは、サファイ
ア基板上に窒化ガリウムなどの発光層を形成した後、基板の裏面から薄化加工後、ＬＥＤ
チップに個片化して実装するプロセス等が採用されている。
【０００３】
　サファイア基板は一般的な半導体デバイスに用いられるシリコンウエハに比べて非常に
硬いこと、また、ＬＥＤデバイスは発光素子であるため一般的な半導体ウエハよりもクラ
ックの許容巾が狭いこと、から、一般的な個片化工程である回転刃による個片化ではなく
、ウエハに形成されたストリートに沿ってレーザー光線を照射してレーザー加工溝を形成
し、このレーザー加工溝に沿って破断する方法が適用されている（例えば、特許文献１を
参照）。
【０００４】
しかしながら、回路面と反対側に金属膜や有機膜を形成したデバイスにおいては、膜形成
面に粘着シートの貼付を望まない場合があり、このようなデバイスでは回路面側に粘着シ
ートを貼付して、ウエハの個片化を行う必要があった。
【０００５】
　このような工程では粘着シートが貼付された回路面側をＣＣＤ等でモニターして回路間
のストリートを確認し、ダイシング装置の動作をＣＣＤから読み取った位置情報と同期さ
せ、回路面側のストリートに基づいて位置合わせ（アライメント）を行う必要があるため
、粘着シートに高い可視波長領域光線透過率が要求される。
【０００６】
　一方で、回路面側に貼付されたダイシングシートを通してレーザー光を照射し、ウエハ
のダイシングを行うことも提案されており、赤外波長のレーザー光に対する透過性がある
粘着シートも提案されている（例えば、特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－３０５４２０号公報
【特許文献２】特開２００７－１２３４０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、一般的に半導体加工用テープの基材樹脂フィルム側表面は、巻き状態でのブロ
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ッキング防止やハンドリング上の点から粗面処理されているのが通常であり、そのためフ
ィルム側からレーザーを入射するとその凹凸により散乱し、十分な透過性がなかった。
【０００９】
　また、特許文献２においては、粘着シートを複数枚使用するため、コスト面の課題があ
った。また、特許文献２の粘着シートは、１０６４ｎｍの全反射透過率が７０％以上、平
行光線透過率が３０％以上である基材フィルムを特定しているが、ＣＣＤ等で回路面側の
ストリートをモニタリングするには、さらに透過性が高いことが好ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたもので、その目的とすることは、ウエハの
回路面を粘着シートに貼合した場合でも、粘着シート側からの回路面の位置合わせおよび
粘着シート側からの赤外波長レーザー光の入射による改質層の形成が可能となることであ
る。
【００１１】
　すなわち本発明は、以下の発明を提供するものである。
（１）基材樹脂フィルムと、前記基材樹脂フィルム上に粘着剤層が形成された粘着シート
であって、４００～１１００ｎｍの波長領域における平行光線透過率が８０％以上であり
、前記基材樹脂フィルムの前記粘着剤層が形成された面の反対側の面の算術平均粗さＲａ
が、０．１～０．３μｍであり、可視波長領域のレーザー光を照射してアライメントを行
い、赤外波長領域のレーザー光を照射して改質層を形成するために用いられることを特徴
とするウエハ貼着用粘着シート。
（２）回路が形成されたウエハの回路面に、（１）に記載のウエハ貼着用粘着シートを貼
着する工程と、前記ウエハ貼着用粘着シートが粘着された側である前記回路面側から前記
ウエハに可視波長領域のレーザー光を照射し、前記ウエハのアライメントを行う工程と、
前記ウエハ貼着用粘着シートが粘着された側である前記回路面側から前記ウエハに赤外波
長領域のレーザー光を照射し、前記ウエハに形成されたストリートに沿って破断起点とな
る改質層を形成するレーザー加工を施すレーザー加工工程と、前記ウエハ貼着用粘着シー
トの前記ウエハ貼着面と反対側より突き上げ部材を上昇させることで、前記ウエハ貼着用
粘着シートを引き伸ばすとともに、前記ウエハを個片化するエキスパンド工程と、を含む
、ウエハの加工方法。
（３）（１）に記載のウエハ貼着用粘着シートが、前記粘着剤層によりリングフレームの
下面に貼着されており、前記ウエハは、前記粘着剤層に粘着されていることを特徴とする
（２）に記載のウエハの加工方法。
 
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、ウエハの回路面を粘着シートに貼着した場合でも、粘着シート側からの
回路面の位置合わせおよび粘着シート側からの赤外波長レーザー光の入射による改質層の
形成が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のウエハ貼着用粘着シートの実施形態を示す概略断面図。
【図２】本発明のウエハ貼着用粘着シートを用いた劈開工程を説明する概略断面図。
【図３】本発明のウエハ貼着用粘着シートを用いたエキスパンド工程を説明する概略断面
図。
【図４】実施例と比較例の表面粗さと平行光線透過率の関係を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　図１は本発明のウエハ貼着用粘着シート１の好ましい実施態様を示す概略断面図である
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。基材樹脂フィルム３と、基材樹脂フィルム３上に粘着剤層５が形成されており、粘着剤
層５上にウエハ７が固定される。ウエハ貼着用粘着シートの平行光線透過率は４００～１
１００ｎｍの領域で８０％以上である。また、基材樹脂フィルム３のＡ矢印側の平均面粗
さＲａは０．１～０．３μｍである。なお、ここで表面粗さＲａは、算術平均粗さＲａ（
ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－２００１）を意味する。
【００１５】
　これら基材樹脂フィルム３の材質としては、上記の透過率である限りにおいては特に制
限は無いが、好ましくは、ポリオレフィン、エチレン共重合体、軟質ポリ塩化ビニル、半
硬質ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリイミド、天然ゴム
ならびに合成ゴムなどの高分子が適用される。これらは単層フィルムまたは複層フィルム
であっても構わない。なお、エチレン共重合体として具体的には例えば、エチレン－酢酸
ビニル（ＶＡ）共重合体、エチレン－（メタ）アクリル酸共重合体、エチレン－（メタ）
アクリル酸エステル共重合体、エチレン－（メタ）アクリル酸エステル共重合体ゴム、エ
チレン－（メタ）アクリル酸エステル－（メタ）アクリル酸共重合体ゴム（アクリルゴム
）、エチレン・α－オレフィン共重合体などが挙げられる。また、基材樹脂フィルム３は
、押出機により成形する場合は、熱可塑性樹脂であることが好ましい。
【００１６】
　十分な平行光線透過率を実現するための基材樹脂フィルムの面粗さＲａは０．３μｍ以
下、より好ましくは０．２５μｍ以下であり、それよりも大きくなると、入射光線が散乱
してしまい、十分な透過率が得られない。
【００１７】
　ウエハ回路面とその反対側に金属膜や有機膜を形成したデバイスにおいては、これらの
膜形成面に粘着シートの貼付を望まない場合があり、このようなデバイスでは回路面側に
粘着シートを貼付して、ウエハの個片化を行う必要がある。しかしながら、このような工
程では粘着シートが貼付された回路面側をＣＣＤ等でモニターして回路間のストリートを
確認し、切断するためのダイシング装置の動作をＣＣＤから読み取った位置情報と同期さ
せ、回路面側のストリートに基づいて位置合わせ（アライメント）を行う必要があるため
、粘着シートに高い可視波長領域光線透過率が要求される。
　ＣＣＤ等でアライメントを行うためには可視波長領域の平行光線透過率は８０％以上で
あることが好ましい。それ以下では、正確なアライメントができない。
【００１８】
　図２はアライメント後の、ブレーキング分割と呼ばれる、劈開による個片化工程を示し
ている。ウエハ７は、回路面側に粘着シート１を貼着している。回路面側（粘着シート１
側）から可視波長領域のレーザー光を照射し、回路面側のストリートに基づいてアライメ
ントを行い、アライメント情報を元にして、回路面の反対側から回路間のストリートにレ
ーザー光９を入射して、ハーフカットを行い、劈開の起点となる溝１１を形成する。この
レーザー光９としては、一般的には紫外波長領域のレーザー光が用いられる。その後、再
び回路面側（粘着シート１側）から可視波長領域のレーザー光を照射し、回路間のストリ
ートを確認し、アライメントを行い、そのストリートに合わせて粘着シート１側から押し
刃１３を当てることで、劈開し個片化してチップを作製する。
　この２回のアライメントはいずれも回路面側のＣＣＤ等でストリートを読み取って行わ
れるため、可視波長領域の平行光線透過率は８０％以上必要となる。
【００１９】
　一方で、アライメント後、特許文献２のように、粘着シート側より赤外レーザー光を照
射し、ウエハに改質層を形成する個片化工程を含む場合は可視波長領域（４００～７６０
ｎｍ）以外に赤外波長領域（７６０～１１００ｎｍ、特に１０６４ｎｍ付近）の透過性も
必要となる。なお、ウエハは、回路面側を粘着シートに貼着してもよいし、特許文献２の
ように回路面と反対側を粘着シートに貼着してもよいが、必要とされる透過率は同じであ
る。
　十分な改質層形成を行うためには可視波長から１１００ｎｍまでの波長領域での平行光
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線透過率は８０％以上必要であり、それ以下では、十分な改質層が形成できず、ウエハの
個片化ができなくなる。
　なお、ウエハの回路面にテスト・エレメント・グループ（ＴＥＧ）を有する場合、ある
いはアルミ配線の付いたウエハの場合、赤外レーザー光がこれらの材質を透過することが
できないため、ウエハ内部にまでレーザー光の焦点が達せず、改質層の形成ができなくな
る。そのため、ウエハの回路面とは反対側の面を粘着シートに貼付する。一方、ウエハの
回路面とは反対側の面（ウエハ裏面）に金属膜などが形成された場合、ウエハ裏面側から
赤外レーザー光が透過しないため、改質層を形成することができない。そのため、ウエハ
の回路面を粘着シートに貼付する。また、ウエハの回路面側を粘着シートに貼合する他の
理由としては、ウエハ分割時に生じるマイクロダストから回路面を保護することが挙げら
れる。
【００２０】
　ところで、基材フィルムの表面粗さＲａは、前述のレーザー光線の散乱され易さを左右
する因子であるが、同時に粘着シートの取扱いの容易さにも影響を及ぼすものであるため
、状況に応じて適宜フィルム成形時に粗さをコントロールする必要がある。
　粘着シートは一般的に巻物形状で扱われるが、基材樹脂フィルム３のＡ矢印側の表面粗
さＲａは０．１μｍ以上であることが好ましい。このＲａが小さすぎると、巻物形状から
粘着シートを繰り出す際に、粘着シート同士がくっついてしまい作業性が悪くなる。
【００２１】
　また、基材フィルムの表面粗さＲａは、前述のレーザー光線の散乱され易さを左右する
因子となるが、同時にエキスパンド工程でのエキスパンドリングの滑り易さにも影響を及
ぼすものである。
　図３は、本発明のウエハ貼着用粘着シートを用いたエキスパンド工程を説明する概略断
面図である。ウエハ貼着用粘着シート１が、粘着剤層５によりリングフレーム２１の下面
に貼付されている。また、ウエハ７（図３では既に個片化され、チップ１５になっている
）は、粘着剤層５に粘着され、リングフレーム２１に貼合支持固定されている。ウエハ７
は、回路面側を粘着シート１に貼付してもよいし、回路面と反対側を粘着シート１に貼付
してもよい。
　ここでいうエキスパンド工程とは、図３に示すように、レーザー光線および外部応力に
よって個片化されたチップ１５が載った粘着シート１を引き落とし用押圧具１７とエキス
パンドリング１９により引き落とし伸長させ、ピックアップしやすいようにチップ間隔を
開くための工程である。
　また、前述のように赤外レーザー光の照射によって改質層が形成されたウエハが載った
粘着シート１を引き落とし用押圧具１７とエキスパンドリング１９により引き落とし伸長
させ、ウエハ７を個々のチップ１５に切断分離する工程のことも指す。この際、基材樹脂
フィルム３のＡ矢印側の表面粗さＲａは０．１μｍ以上であることが好ましい。このＲａ
が小さすぎるとエキスパンドリング１９とのすべりが悪くなるため、接触部のみ局所的に
伸長してしまい十分なチップ間隔、または十分な切断分離が得られない。
【００２２】
　基材樹脂フィルムの粘着剤層と接する面には密着性を向上するために、コロナ処理を施
してもよい。基材樹脂フィルム３の厚さは特に制限されないが、好ましくは３０～２００
μｍ、特に好ましくは５０～１５０μｍである。
【００２３】
　粘着剤層５は、アクリル系が好ましいが、これに限定されることはなく、種々の粘着剤
により形成され得る。このような粘着剤としては、たとえばゴム系、シリコーン系、ポリ
ビニルエーテル系等をベースポリマーとした粘着剤を用いることも可能である。
【００２４】
　これらのベースポリマーに凝集力を付加するために架橋剤を配合することができる。架
橋剤としては、ベースポリマーに対応して、例えばイソシアネート系架橋剤、エポキシ系
架橋剤、金属キレート系架橋剤、アジリジン系架橋剤、アミン樹脂などが挙げられる。さ
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らに粘着剤には、本発明の目的が損なわれない範囲で、所望により、各種添加成分を含有
させることができる。
【００２５】
　粘着剤として、放射線硬化型や加熱発泡型の粘着剤を用いることができる。放射線硬化
型の粘着剤としては、紫外線、電子線等で硬化し、剥離時には剥離しやすくなる粘着剤を
使用することができ、加熱発泡型の粘着剤とは、加熱により発泡剤や膨張剤により剥離し
やすくなる粘着剤を使用することができる。放射線硬化型粘着剤としては、たとえば、特
公平１－５６１１２号公報、特開平７－１３５１８９号公報等に記載のものが好ましく使
用されるがこれらに限定されることはない。本発明においては、紫外線硬化型粘着剤を用
いることが好ましい。その場合には、放射線により硬化し三次元網状化する性質を有すれ
ばよく、例えば通常のゴム系あるいはアクリル系の感圧性ベース樹脂（ポリマー）に対し
て、分子中に少なくとも２個の光重合性炭素－炭素二重結合を有する低分子量化合物（以
下、光重合性化合物という）および光重合開始剤が配合されてなるものが使用される。
【００２６】
　上記のゴム系あるいはアクリル系のベース樹脂は、天然ゴム、各種の合成ゴムなどのゴ
ム系ポリマー、あるいはポリ（メタ）アクリル酸アルキルエステル、（メタ）アクリル酸
アルキルエステル、（メタ）アクリル酸アルキルエステルとこれと共重合可能な他の不飽
和単量体との共重合物などのアクリル系ポリマーが使用される。
【００２７】
　また上記の粘着剤中に、イソシアネート系硬化剤を混合することにより、初期の接着力
を任意の値に設定することができる。このような硬化剤としては、具体的には多価イソシ
アネート化合物、たとえば２，４－トリレンジイソシアネート、２，６－トリレンジイソ
シアネート、１，３－キシリレンジイソシアネート、１，４－キシレンジイソシアネート
、ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネート、ジフェニルメタン－２，４’－ジイ
ソシアネート、３－メチルジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシ
アネート、イソホロンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタン－４，４’－ジイソシ
アネート、ジシクロヘキシルメタン－２，４’－ジイソシアネート、リジンイソシアネー
トなどが用いられる。
【００２８】
　紫外線硬化型粘着剤の場合には、粘着剤中に光重合開始剤を混入することにより、紫外
線照射による重合硬化時間ならびに紫外線照射量を少なくなることができる。このような
光重合開始剤としては、具体的には、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾイ
ンエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンジルジフェニルサルファイド
、テトラメチルチウラムモノサルファイド、アゾビスイソブチロニトリル、ジベンジル、
ジアセチル、β－クロールアンスラキノンなどが挙げられる。
　粘着剤層の厚さは特に制限されないが、好ましくは４～３０μｍ、特に好ましくは５～
２５μｍである。
【００２９】
　本発明に係る粘着シートによれば、可視光域の平行光線透過率が高いため、ウエハの回
路面を粘着シートに貼合した場合でも、粘着シートが貼付された回路面側をＣＣＤ等でモ
ニターして回路間のストリートを確認し、ダイシング装置の動作をＣＣＤから読み取った
位置情報と同期させ、回路面側のストリートに基づいて位置合わせ（アライメント）を行
うことが可能となる。
【００３０】
　また、本発明によれば、十分な平行光線透過率を有するため、レーザー光線が散乱せず
、回路面側に貼付された粘着シートを通してレーザー光を照射し、ウエハに破断基点とな
る改質層を形成することができる。
【実施例】
【００３１】
　以下、本発明を実施例に基づきさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定
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されるものではない。なお、実施例および比較例で用いた粘着剤、基材構成樹脂は以下の
とおりである。
【００３２】
　表１に示す粘着シートを作製し、平行光線透過率と、粘着剤層と反対側の平均表面粗さ
を測定した。
【００３３】
　表１に示した各々の材料は、以下の通り作製した。
　・粘着シートの基材フィルム作製
　（Ａ）日本ユニカー社製ポリエチレン樹脂「ＮＵＣ－８１２２」
　（Ｂ）住友化学製ＥＭＭＡ樹脂「アクリフトＷＤ２０１」
　（Ｃ）住友化学製エチレン酢酸ビニル共重合樹脂「エバテート」
　（Ｄ）三菱化学社製プロピレン系熱可塑性エラストマー「ゼラス」
　を用いて、厚さ１００μｍのフィルムを成形した。
　成形時に、粘着剤が塗工されない面に粗面処理を施し、表面粗さの調整を行った。
【００３４】
　粘着シート作製
　上記の粘着シートの基材フィルム作製により得られた基材樹脂フィルムに、表１の粘着
剤層の欄に記載した粘着剤を厚さ２０μｍになるよう塗工して得た。
　なお、表１に記載された各粘着剤の組成は以下のとおりである。
　・非紫外線硬化型粘着剤（粘着剤Ｅ）：
　　　アクリル系共重合体１００質量部
　　　硬化剤２質量部
　・紫外線硬化型粘着剤（粘着剤Ｆ）：
　　　アクリル系共重合体１００質量部
　　　硬化剤２質量部
　　　アクリレート系オリゴマー１５０質量部
　　　光重合開始剤２質量部
　なお、アクリル系共重合体として、２－エチルヘキシルアクリレート、メチルアクリレ
ート、２－ヒドロキシエチルアクリレートからなる共重合体を用いた。重量平均分子量は
２０万である。
　硬化剤として、日本ポリウレタン社製、コロネートＬを用いた。
　アクリレート系オリゴマーとして、新中村化学工業社製、商品名ＡＤ－ＰＭＴを用いた
。
　光重合開始剤として、日本チバガイギー社製イルガキュア１８４を用いた。
【００３５】
＜平行光線透過率・全光線透過率＞
　粘着シートの平行光線透過率及び全光線透過率の測定は、島津製作所社製ＵＶ－３１０
１分光光度計を使用した。４００～１１００ｎｍの測定範囲で、最も低くなった透過率を
表に記載した。
【００３６】
＜算術表面粗さＲａ＞
　粘着シートの粘着剤が塗工されない面側の算術平均粗さＲａは、ミツトヨ社製表面粗さ
測定器（サーフテストＳＪ－３０１）を使用して、Ｎ＝１０で測定し、平均値を求めた。
【００３７】
＜アライメント性＞
　直径８インチ、厚さ１００μｍの研削済みシリコンウエハを、表１に示す粘着シート粘
着剤層面に上記の研削済みウエハ回路面が貼着面となるように貼着した。リングフレーム
は８インチ用フレームを使用した。
　これを株式会社東京精密製のレーザー加工装置ＭＬ２００に設置し、粘着シート側から
アライメントを行った。
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【００３８】
＜チップ分断性＞
　直径８インチ、厚さ１００μｍの研削済みシリコンウエハを表１に示す粘着シート粘着
剤層面に上記の研削済みウエハ研削面が貼着面となるように貼着した。リングフレームは
８インチ用フレームを使用した。
　これを株式会社東京精密製のレーザー加工装置ＭＬ２００に設置し、ウエハの内部に焦
光点が合うように粘着シート側からレーザー光を入射し、チップサイズが５ｍｍ×５ｍｍ
となる切断予定ラインに沿って多光子吸収による改質領域を形成した。その後、レーザー
加工装置ＭＬ２００に付帯しているエキスパンド装置を用いて、引き落とし量２０ｍｍ、
エキスパンド速度１０ｍｍ／ｓにて粘着シートを伸張し、チップ切断分離工程を実施した
。
レーザー加工条件の詳細は以下の通り行った。
【００３９】
＜レーザー＞
光源：半導体レーザー励起Ｎｄ：ＹＡＧレーザー
波長：１０６４ｎｍ
レーザー光スポット断面積：３．１４×１０－８ｃｍ２

発振形態：Ｑスイッチパルス
繰り返し周波数：１００ｋＨｚ
パルス幅：３０ｎｓ
出力：２０μＪ／パルス
レーザー光品質：ＴＥＭ００　４０
偏光特性：直線偏光
【００４０】
＜集光用レンズ＞
倍率：５０倍
ＮＡ：０．５５
レーザー光波長に対する透過率：６０パーセント
＜基板が載置される載置台の移動速度＞
移動速度：１００ｍｍ／秒
【００４１】
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【表１】

【００４２】
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　表１に示すように、実施例１～８のウエハ貼着用粘着シートは、比較例１～８のウエハ
貼着用粘着シートに比べ高い透過率を示し、実施例１～８の平行光線透過率は８０％以上
であった。また、実施例１～８のウエハ貼着用粘着シートは、赤外レーザーでの改質層形
成後のエキスパンド分断が問題なく行えているが、比較例１～４では部分的に分断できな
かった。これは、比較例１～４の平行光線透過率が低いことにより改質層形成のためのレ
ーザーが十分に透過しなかったためである。さらに平行光線透過率が低い比較例５～８で
は、ほとんど改質層が形成できないため、エキスパンド時にウエハに大きな負荷がかかり
、ウエハ割れが発生している。実施例１～８と比較例１～４の全光線透過率にほとんど違
いは見られないにも関わらず、分断性、アライメント性に差がでたことから、全光線透過
率だけでは本発明の効果は実現できないことがわかる。
【００４３】
　また、実施例１～８と比較例１～８を図４にプロットした。図４に示すように、粘着シ
ートの表面粗さＲａの数値と、粘着シートの平行光線透過率とは、材質によらず、密接な
関係を示し、表面粗さＲａが０．３μｍ以下の場合に、高い平行光線透過率を示すことが
わかる。
【００４４】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明
は係る例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内において
、各種の変更例または修正例に想到しえることは明らかであり、それらについても当然に
本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００４５】
　１………粘着シート
　３………基材樹脂フィルム
　５………粘着剤層
　７………ウエハ
　９………レーザー光
　１１………溝
　１３………押し刃
　１５………チップ
　１７………引落し用押圧具
　１９………エキスパンドリング
　２１………リングフレーム
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