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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】真空中で接着層に空気の混入を防止しながら、
微小な押圧力の調節を可能にして、適度な加圧下で接着
剤がはみ出すのを極力抑え良好な厚みの接着層を形成し
、素子を基板に真空加熱接合する。
【解決手段】駆動ユニットによって上枠部材12の下端部
を下板部材6の周辺部に気密に摺動シールさせて内部に
真空隔壁を形成し、加圧剥離フィルムを素子の上面に接
触させ大気圧加熱下に軟化させ、真空チェンバー内を真
空引きし、さらに下板部材6と中間部材10とを近接する
方向に相対移動することによって、加圧剥離フィルムの
外周部を下板部材6の基板置台上面と内方枠体13の下面
との間に気密に保持した状態とし、真空チェンバー中の
加圧剥離フィルム上方空間に大気圧あるいは大気圧より
高い圧力をかけて、加圧剥離フィルムを基板及び素子の
外表面に密着させて、素子を基板に接合する、真空加熱
接合装置。
【選択図】図１



(2) JP 2013-52424 A 2013.3.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に素子を真空加熱接合するための真空加熱接合装置であって、該真空加熱接合装置
は、
（ａ）基台と、
（ｂ）基台上に配置された加圧シリンダ下板と、
（ｃ）加圧シリンダ下板の上方に断熱配置された下ヒータ板と、
（ｄ）下ヒータ板上面に配置された下板部材と、
（ｅ）基台上に立設された支柱と、
（ｆ）支柱上部に固定された加圧シリンダ上板と、
（ｇ）加圧シリンダ上板の下方に配置された中間部材と、
（ｈ）中間部材の下方に断熱配置された上部ヒータ板と、
（ｉ）上部ヒータ板の下面に気密に配置され下端部が下板部材の周辺部に気密にシール可
能とされた上枠部材と、
（ｊ）上枠部材の内方で上部ヒータ板の下面に取り付けられかつ下端面が下板部材の上面
の上方に位置し、かつ近接・当接させることによって下端面と基板置台の上面とが気密に
当接する内方枠体と、
（ｋ）下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動させ、上枠部材の下端部を下板部
材の周辺部に気密に摺動シールさせて真空チェンバーを画成する真空隔壁を形成し、下板
部材と中間部材とをさらに近接する方向に相対移動させることによって内方枠体の下端面
を基板置台の上面に気密に当接させ、また下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移
動させる駆動ユニットと、
（ｌ）該真空隔壁内の真空チェンバーを真空脱気し加圧するための真空・加圧口とを有す
る真空加熱接合装置であって、
（ｍ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移動させ真空チ
ェンバーを開いた状態とし、
（ｎ）基板を基板置台上面に配置し、接着剤を介して基板の上面に素子を配置し、加圧剥
離フィルムを素子の上面または上方にかつ基板の上方かつ外方に迄延在させて配置し、か
つ加圧剥離フィルムの外周部と内方枠体の下面を基板の外方で対面配置し、
（ｏ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動することに
よって、上枠部材の下端部を下板部材の周辺部に気密に摺動シールさせて内部に真空チェ
ンバーを画成する真空隔壁を形成し、
（ｐ）加圧剥離フィルムを素子の上面に接触させ大気圧加熱下に軟化させ、
（ｑ）真空チェンバー内を真空・加圧口を通して真空引きをし、
（ｒ）駆動ユニットによってさらに下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動する
ことによって、加圧剥離フィルムの外周部を基板置台の上面と内方枠体の下面との間に気
密に保持した状態とし、
（ｓ）この状態で真空チェンバー中の加圧剥離フィルム上方空間に真空・加圧口を通して
大気圧あるいは大気圧より高い圧力をかけて、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面
に密着させ、素子を基板に接合する、真空加熱接合装置である。
 
【請求項２】
素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合するための真空加熱接合装置であって、該
真空加熱接合装置は、
（ａ）基台と、
（ｂ）基台上に配置された加圧シリンダ下板と、
（ｃ）加圧シリンダ下板の上方に断熱配置された下ヒータ板と、
（ｄ）下ヒータ板上面に配置された下板部材と、
（ｅ）基台上に立設された支柱と、
（ｆ）支柱上部に固定された加圧シリンダ上板と、
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（ｇ）加圧シリンダ上板の下方に配置された中間部材と、
（ｈ）中間部材の下方に断熱配置された上部ヒータ板と、
（ｉ）上部ヒータ板の下面に気密に配置され下端部が下板部材の周辺部に気密にシール可
能とされた上枠部材と、
（ｊ）上枠部材の内方で上部ヒータ板の下面に取り付けられかつ下端面が下板部材の上面
の上方に位置し、かつ近接・当接させることによって下端面と基板置台の上面とが気密に
当接する内方枠体と、
（ｋ）下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動させ、上枠部材の下端部を下板部
材の周辺部に気密に摺動シールさせて真空チェンバーを画成する真空隔壁を形成し、下板
部材と中間部材とをさらに近接する方向に相対移動させることによって内方枠体の下端面
を基板置台の上面に気密に当接させ、また下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移
動させる駆動ユニットと、
（ｌ）該真空隔壁内の真空チェンバーを真空脱気し加圧するための真空・加圧口とを有す
る真空加熱接合装置であって、
（ｍ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移動させ真空チ
ェンバーを開いた状態とし、
（ｎ）基板上に素子を接着剤を介して基板上に予め接着・固定した素子付き基板を基板置
台上面に配置し、素子付き基板を封止するための封止シートを素子の上面にかつ素子と加
圧剥離フィルムとの間でかつ素子の外方に迄延在させて配置し、加圧剥離フィルムを封止
シートの上面または上方にかつ基板の上方かつ外方に迄延在させて配置し、かつ加圧剥離
フィルムの外周部と内方枠体の下面を基板の外方で対面配置し、
（ｏ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動することに
よって、上枠部材の下端部を下板部材の周辺部に気密に摺動シールさせて内部に真空チェ
ンバーを画成する真空隔壁を形成し、
（ｐ）加圧剥離フィルムを素子上面において封止シートの上面に接触させ大気圧加熱下に
軟化させ、
（ｑ）真空チェンバー内を真空・加圧口を通して真空引きをし、
（ｒ）駆動ユニットによってさらに下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動する
ことによって、加圧剥離フィルムの外周部を基板置台の上面と内方枠体の下面との間に気
密に保持した状態とし、
（ｓ）この状態で真空チェンバー中の加圧剥離フィルム上方空間に真空・加圧口を通して
大気圧あるいは大気圧より高い圧力をかけて、加圧剥離フィルムと封止シートを基板及び
素子に密着させ、素子を基板に封止接合する、真空加熱接合装置である。
 
【請求項３】
基板の上面には、複数の素子が配置されている、請求項１あるいは請求項２に記載の真空
加熱接合装置。
 
【請求項４】
前記加圧剥離フィルムを素子の上面あるいは素子の上面の封止シート上にかつ基板の上方
でかつ封止シートの外方に迄延在させて配置し、かつ加圧剥離フィルムの外周部と内方枠
体の下面が対面するように配置される、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の真空加
熱接合装置。
 
【請求項５】
加圧剥離フィルムが内方枠部材の下端面に着脱可能に固定されている、請求項１乃至請求
項３のいずれかに記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項６】
基板置台の上面にかつ基板の周囲に加圧剥離フィルム挟み治具が配置され、加圧剥離フィ
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ルムの外周部が加圧剥離フィルム挟み治具に脱着可能に固定され、加圧剥離フィルム挟み
治具を下板部材の上面にスプリングを介して通気可能な若干の隙間をもうけかつ基板の周
囲に配置した状態で、加圧剥離フィルムが基板上の前記素子の上面あるいは上方に、ある
いは素子の上面の封止シート上あるいは上方に配置され、駆動ユニットによって下板部材
と中間部材とを近接する方向に相対移動することによって、上枠部材の下端部を下板部材
の周辺部に気密に摺動シールさせて真空チェンバーを画成する真空隔壁を形成し、大気中
加熱下に加圧剥離フィルムを軟化させた後、真空チェンバーを真空・加圧口を通して真空
引きをし、駆動ユニットによってさらに下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動
することによって、加圧剥離フィルム挟み治具を下板部材の上面に気密に摺動当接させ、
加圧剥離フィルムと下板部材の上面との間の空間を真空保持させて、この状態で真空隔壁
内の加圧剥離フィルム上方空間に真空・加圧口を通して大気圧あるいは大気圧より高い圧
力をかけて、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着させる、請求項１乃至請求
項３のいずれかに記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項７】
中間板が加圧シリンダ上板の下方に支柱に対して摺動可能とされ、中間板の下面に上部ヒ
ータ板を断熱固定し、加圧シリンダ上板の上方に駆動ユニットとして移動シリンダを設け
、移動シリンダのシリンダロッドの下端部を加圧シリンダ上板を通って中間板に固定した
、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の真空加熱接合装置。
【請求項８】
スライドテーブルが基台上面に横方向移動可能に配置され、下ヒータ板がスライドテーブ
ル上に断熱配置され、スライドテーブルを移動させるスライドテーブル移動手段が設けら
れ、上枠部材を上方に移動した状態でスライドテーブル移動手段によってスライドテーブ
ル、下ヒータ板、下板部材を外部に取り出し、スライドテーブル移動手段によってスライ
ドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動可能と
なっており、基板置台に基板、基板上に素子、素子上に加圧剥離フィルムを積層し、ある
いは基板置台に素子付き基板、素子付き基板の素子上に封止シート、封止シート上に加圧
剥離フィルムを積層し、スライドテーブル移動手段によってスライドテーブル、下ヒータ
板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動し、かつ接合処理後の基板と
素子と加圧剥離フィルム、あるいは封止シートによる封止接合処理後の素子付き基板と加
圧剥離フィルムとを取り出すことを可能とする、請求項１乃至請求項４及び請求項７のい
ずれかに記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項９】
スライドテーブルが基台上面に横方向移動可能に配置され、下ヒータ板がスライドテーブ
ル上に断熱配置され、スライドテーブルを移動させるスライドテーブル移動手段が設けら
れ、上枠部材を上方に移動した状態でスライドテーブル移動手段によってスライドテーブ
ル、下ヒータ板、下板部材を外部に取り出し、スライドテーブル移動手段によってスライ
ドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動可能と
なっており、基板置台に基板、基板上に素子を積層し、あるいは基板置台上に素子付き基
板、素子付き基板の素子上に封止シートを積層し、スライドテーブル移動手段によってス
ライドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動し
、接合処理後の基板と素子、あるいは封止シートによる封止接合処理後の素子付き基板と
を取り出すことを可能とする、請求項５に記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項１０】
スライドテーブルが基台上面に横方向移動可能に配置され、下ヒータ板がスライドテーブ
ル上に断熱配置され、スライドテーブルを移動させるスライドテーブル移動手段が設けら
れ、上枠部材を上方に移動した状態でスライドテーブル移動手段によってスライドテーブ
ル、下ヒータ板、下板部材を外部に取り出し、スライドテーブル移動手段によってスライ
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ドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動可能と
なっており、基板置台に基板、基板上に素子を積層し、あるいは基板置台に素子付き基板
、素子付き基板の素子上に封止シートを積層し、基板置台の上面にかつ基板の周囲に加圧
剥離フィルム挟み治具を配置し、スライドテーブル移動手段によってスライドテーブル、
下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動し、かつ接合処理後
の基板と素子、あるいは封止シートによるシール接合処理後の素子付き基板とを取り出す
ことを可能とする、請求項６に記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項１１】
基板上に素子を加熱接合する真空加熱接合方法であって、該真空加熱接合方法は、真空チ
ェンバーを画成する真空隔壁を開いた状態で内部において、基板置台上に基板と、基板上
に素子を配置し、加圧剥離フィルムを素子の上面あるいはその上方で、かつ基板の上方で
かつ外方に迄延在させて配置し、真空隔壁を閉じて真空チェンバーを形成し内部に基板、
素子、加圧剥離フィルムを閉じ込め、加圧剥離フィルムを素子上面に接触させた状態で、
大気圧中で加圧剥離フィルムを加熱軟化させ、真空チェンバー中の加圧剥離フィルムの上
下の空間を真空引きし、加圧剥離フィルムの外周部を基板の外方で基板置台上に気密に密
着固定した後、真空チェンバー中の加圧剥離フィルムの上方空間を大気圧あるいは大気圧
より高圧として、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着させ、基板と素子とを
接合することを特徴とする、真空加熱接合方法。
 
【請求項１２】
　素子付き基板を封止シートによって加熱封止接合する真空加熱接合方法であって、該真
空加熱接合方法は、真空チェンバーを画成する真空隔壁を開いた状態で内部において、基
板置台上に素子付き基板、素子付き基板の素子の上面に素子付き基板を封止するための封
止シートを素子の外方に迄延在させて配置し、加圧剥離フィルムを封止シートの上面ある
いはその上方で、かつ基板の上方でかつ封止シートの外方に迄延在させて配置し、真空隔
壁を閉じて真空チェンバーを形成し内部に素子付き基板、加圧剥離フィルムを閉じ込め、
加圧剥離フィルムを素子上面に接触させた状態で、大気圧中で加圧剥離フィルムを加熱軟
化させ、真空チェンバー中の加圧剥離フィルムの上下の空間を真空引きし、加圧剥離フィ
ルムの外周部を基板の外方で基板置台上に気密に密着固定した後、真空チェンバー中の加
圧剥離フィルムの上方空間を大気圧あるいは大気圧より高圧として、加圧剥離フィルムを
基板及び素子の外表面に密着させ、基板と素子とを接合することを特徴とする、真空加熱
接合方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体、抵抗及び／又はコンデンサー等の素子を基板上に接合、またはその基
板と放熱板の接合およびインプリント転写またはＩＴＯ膜などのフィルムシートの接合ま
たは成型するための真空加熱接合装置及び真空加熱接合方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体、抵抗及び／又はコンデンサー等の素子を基板上に接合または封止する場合には
、目的によって異なるが基板と素子の間に絶縁性接着剤あるいは導電性接着剤を用いて接
合している。接合の際、接着層を強い押し圧でプレス加圧すると接着剤がはみ出して、形
成される絶縁層または導電層の接着容量が不足し性能を悪化させる。
【０００３】
　本出願人は、先に薄板状基材の所定の位置に半導体、コンデンサー、抵抗等の薄型素子
を固定したパッケージ基板に、熱硬化性接着剤からなる保護シートを被覆するために用い
る薄板状被加工部材用ホットプレス加工装置を提案した。特許文献１参照。
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【０００４】
　本発明者らは、素子を基板上に接合または封止するために、図６（ａ）に示す薄板状被
加工部材用ホットプレス加工装置を用いて、接着剤がはみ出すのを防止できるかどうかを
検討した。本装置を用いて、図６（ｂ）に示すように、上枠部材の下端部底面を下枠部材
の上端部上面に当接させ、耐熱伸縮性膜部材を垂れ防止して実質的に水平に保持した状態
で、耐熱伸縮性膜部材の下面を下型部材上の基板及びその上の素子の上面に当接させ、上
部ヒータ板及び下ヒータ板により被加工部材を予熱し、熱媒体充填空間内の熱媒体に圧力
をかけて、耐熱伸縮性膜部材を外周半径方向外方に拡がるのを防止しつつ、耐熱伸縮性膜
部材により素子を基板上に封入した。しかしながら、期待に反して、接着剤がはみ出るこ
とを極力少なくして素子を基板上に良好に接合または封止することが難しかった。
　また、封止シートを用いて予め接着固定した素子付き基板に素子を封止接合する場合に
、均一な厚さで封止接合することが難しく、封止コーナーが破損したり封止不良を起こす
場合もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４１７６８１７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、真空中で接着層に空気の混入を防止しながら、微小な押圧力の調節を可能にし
て、適度な加圧下で接着剤がはみ出ることを極力少なくして、素子を基板上に良好な厚さ
の接着層によって接合または封止することを可能とする真空加熱接合装置及び方法を提供
することを目的とする。
さらに、基板と素子を封止シートによって封止接合する場合に、真空中でシール層（接合
層）への空気の混入を防止しながら、微小な押圧力の調節を可能にして、適度な加圧下で
、シール層の厚さを均一にして素子を基板上に良好に封止・接合することを可能とする真
空加熱接合装置及び方法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】
【０００７】
（１）　本発明は、上記課題を解決するため、基板上に素子を真空加熱接合するための真
空加熱接合装置を提供するもので、該真空加熱接合装置は、
（ａ）基台と、
（ｂ）基台上に配置された加圧シリンダ下板と、
（ｃ）加圧シリンダ下板の上方に断熱配置された下ヒータ板と、
（ｄ）下ヒータ板上面に配置された下板部材と、
（ｅ）基台上に立設された支柱と、
（ｆ）支柱上部に固定された加圧シリンダ上板と、
（ｇ）加圧シリンダ上板の下方に配置された中間部材と、
（ｈ）中間部材の下方に断熱配置された上部ヒータ板と、
（ｉ）上部ヒータ板の下面に気密に配置され下端部が下板部材の周辺部に気密にシール可
能とされた上枠部材と、
（ｊ）上枠部材の内方で上部ヒータ板の下面に取り付けられかつ下端面が下板部材の上面
の上方に位置し、かつ近接・当接させることによって下端面と基板置台の上面とが気密に
当接する内方枠体と、
（ｋ）下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動させ、上枠部材の下端部を下板部
材の周辺部に気密に摺動シールさせて真空チェンバーを画成する真空隔壁を形成し、下板
部材と中間部材とをさらに近接する方向に相対移動させることによって内方枠体の下端面
を基板置台の上面に気密に当接させ、また下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移
動させる駆動ユニットと、
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（ｌ）該真空隔壁内の真空チェンバーを真空脱気し加圧するための真空・加圧口とを有す
る真空加熱接合装置であって、
（ｍ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移動させ真空チ
ェンバーを開いた状態とし、
（ｎ）基板を基板置台上面に配置し、接着剤を介して基板の上面に素子を配置し、加圧剥
離フィルムを素子の上面または上方にかつ基板の上方かつ外方に迄延在させて配置し、か
つ加圧剥離フィルムの外周部と内方枠体の下面を基板の外方で対面配置し、
（ｏ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動することに
よって、上枠部材の下端部を下板部材の周辺部に気密に摺動シールさせて内部に真空チェ
ンバーを画成する真空隔壁を形成し、
（ｐ）加圧剥離フィルムを素子の上面に接触させ大気圧加熱下に軟化させ、
（ｑ）真空チェンバー内を真空・加圧口を通して真空引きをし、
（ｒ）駆動ユニットによってさらに下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動する
ことによって、加圧剥離フィルムの外周部を基板置台の上面と内方枠体の下面との間に気
密に保持した状態とし、
（ｓ）この状態で真空チェンバー中の加圧剥離フィルム上方空間に真空・加圧口を通して
大気圧あるいは大気圧より高い圧力をかけて、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面
に密着させ、素子を基板に接合する、真空加熱接合装置である。
【０００８】
（２）　本発明は、上記課題を解決するため、素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止
接合するための真空加熱接合装置を提供するもので、該真空加熱接合装置は、
（ａ）基台と、
（ｂ）基台上に配置された加圧シリンダ下板と、
（ｃ）加圧シリンダ下板の上方に断熱配置された下ヒータ板と、
（ｄ）下ヒータ板上面に配置された下板部材と、
（ｅ）基台上に立設された支柱と、
（ｆ）支柱上部に固定された加圧シリンダ上板と、
（ｇ）加圧シリンダ上板の下方に配置された中間部材と、
（ｈ）中間部材の下方に断熱配置された上部ヒータ板と、
（ｉ）上部ヒータ板の下面に気密に配置され下端部が下板部材の周辺部に気密にシール可
能とされた上枠部材と、
（ｊ）上枠部材の内方で上部ヒータ板の下面に取り付けられかつ下端面が下板部材の上面
の上方に位置し、かつ近接・当接させることによって下端面と基板置台の上面とが気密に
当接する内方枠体と、
（ｋ）下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動させ、上枠部材の下端部を下板部
材の周辺部に気密に摺動シールさせて真空チェンバーを画成する真空隔壁を形成し、下板
部材と中間部材とをさらに近接する方向に相対移動させることによって内方枠体の下端面
を基板置台の上面に気密に当接させ、また下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移
動させる駆動ユニットと、
（ｌ）該真空隔壁内の真空チェンバーを真空脱気し加圧するための真空・加圧口とを有す
る真空加熱接合装置であって、
（ｍ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移動させ真空チ
ェンバーを開いた状態とし、
（ｎ）基板上に素子を接着剤を介して基板上に予め接着・固定した素子付き基板を基板置
台上面に配置し、素子付き基板を封止するための封止シートを素子の上面にかつ素子と加
圧剥離フィルムとの間でかつ素子の外方に迄延在させて配置し、加圧剥離フィルムを封止
シートの上面または上方にかつ基板の上方かつ外方に迄延在させて配置し、かつ加圧剥離
フィルムの外周部と内方枠体の下面を基板の外方で対面配置し、
（ｏ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動することに
よって、上枠部材の下端部を下板部材の周辺部に気密に摺動シールさせて内部に真空チェ
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ンバーを画成する真空隔壁を形成し、
（ｐ）加圧剥離フィルムを素子上面において封止シートの上面に接触させ大気圧加熱下に
軟化させ、
（ｑ）真空チェンバー内を真空・加圧口を通して真空引きをし、
（ｒ）駆動ユニットによってさらに下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動する
ことによって、加圧剥離フィルムの外周部を基板置台の上面と内方枠体の下面との間に気
密に保持した状態とし、
（ｓ）この状態で真空チェンバー中の加圧剥離フィルム上方空間に真空・加圧口を通して
大気圧あるいは大気圧より高い圧力をかけて、加圧剥離フィルムと封止シートを基板及び
素子に密着させ、素子を基板に封止接合する、真空加熱接合装置である。
【０００９】
　以下に、本発明の好ましい実施態様を挙げる。
（３）基板の上面には、複数の素子が配置されている、（１）あるいは（２）に記載の真
空加熱接合装置。この場合、複数の素子は同一種類のものであっても、異なった種類のも
のであっても良い。
（４）　前記加圧剥離フィルムを素子の上面あるいは素子の上面の封止シート上にかつ基
板の上方でかつ封止シートの外方に迄延在させて配置し、かつ加圧剥離フィルムの外周部
と内方枠体の下面が対面するように配置される、（１）、（２）または（３）に記載の真
空加熱接合装置。
（５）加圧剥離フィルムが内方枠部材の下端面に着脱可能に固定されている、（１）、（
２）または（３）に記載の真空加熱接合装置。
【００１０】
（６）基板置台の上面にかつ基板の周囲に加圧剥離フィルム挟み治具が配置され、加圧剥
離フィルムの外周部が加圧剥離フィルム挟み治具に脱着可能に固定され、加圧剥離フィル
ム挟み治具を下板部材の上面にスプリングを介して通気可能な若干の隙間をもうけかつ基
板の周囲に配置した状態で、加圧剥離フィルムが基板上の前記素子の上面あるいは上方に
、あるいは素子の上面の封止シート上あるいは上方に配置され、駆動ユニットによって下
板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動することによって、上枠部材の下端部を下
板部材の周辺部に気密に摺動シールさせて真空チェンバーを画成する真空隔壁を形成し、
大気中加熱下に加圧剥離フィルムを軟化させた後、真空チェンバーを真空・加圧口を通し
て真空引きをし、駆動ユニットによってさらに下板部材と中間部材とを近接する方向に相
対移動することによって、加圧剥離フィルム挟み治具を下板部材の上面に気密に摺動当接
させ、加圧剥離フィルムと下板部材の上面との間の空間を真空保持させて、この状態で真
空隔壁内の加圧剥離フィルム上方空間に真空・加圧口を通して大気圧あるいは大気圧より
高い圧力をかけて、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着させる、（１）、（
２）または（３）に記載の真空加熱接合装置。
【００１１】
（７）中間板が加圧シリンダ上板の下方に支柱に対して摺動可能とされ、中間板の下面に
上部ヒータ板を断熱固定し、加圧シリンダ上板の上方に駆動ユニットとして移動シリンダ
を設け、移動シリンダのシリンダロッドの下端部を加圧シリンダ上板を通って中間板に固
定した、（１）～（６）のいずれかに記載の真空加熱接合装置。
（８）スライドテーブルが基台上面に横方向移動可能に配置され、下ヒータ板がスライド
テーブル上に断熱配置され、スライドテーブルを移動させるスライドテーブル移動手段が
設けられ、上枠部材を上方に移動した状態でスライドテーブル移動手段によってスライド
テーブル、下ヒータ板、下板部材を外部に取り出し、スライドテーブル移動手段によって
スライドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動
可能となっており、基板置台に基板、基板上に素子、素子上に加圧剥離フィルムを積層し
、あるいは基板置台に素子付き基板、素子付き基板の素子上に封止シート、封止シート上
に加圧剥離フィルムを積層し、スライドテーブル移動手段によってスライドテーブル、下
ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動し、かつ接合処理後の
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基板と素子と加圧剥離フィルム、あるいは封止シートによる封止接合処理後の素子付き基
板と加圧剥離フィルムとを取り出すことを可能とする、（１）、（２）、(３)、(４)及び
（７）のいずれかに記載の真空加熱接合装置。
【００１２】
（９）スライドテーブルが基台上面に横方向移動可能に配置され、下ヒータ板がスライド
テーブル上に断熱配置され、スライドテーブルを移動させるスライドテーブル移動手段が
設けられ、上枠部材を上方に移動した状態でスライドテーブル移動手段によってスライド
テーブル、下ヒータ板、下板部材を外部に取り出し、スライドテーブル移動手段によって
スライドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動
可能となっており、基板置台に基板、基板上に素子を積層し、あるいは基板置台上に素子
付き基板、素子付き基板の素子上に封止シートを積層し、スライドテーブル移動手段によ
ってスライドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に
移動し、接合処理後の基板と素子、あるいは封止シートによる封止接合処理後の素子付き
基板とを取り出すことを可能とする、（５）に記載の真空加熱接合装置。
【００１３】
（１０）スライドテーブルが基台上面に横方向移動可能に配置され、下ヒータ板がスライ
ドテーブル上に断熱配置され、スライドテーブルを移動させるスライドテーブル移動手段
が設けられ、上枠部材を上方に移動した状態でスライドテーブル移動手段によってスライ
ドテーブル、下ヒータ板、下板部材を外部に取り出し、スライドテーブル移動手段によっ
てスライドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移
動可能となっており、基板置台に基板、基板上に素子を積層し、あるいは基板置台に素子
付き基板、素子付き基板の素子上に封止シートを積層し、基板置台の上面にかつ基板の周
囲に加圧剥離フィルム挟み治具を配置し、スライドテーブル移動手段によってスライドテ
ーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動し、かつ接
合処理後の基板と素子、あるいは封止シートによるシール接合処理後の素子付き基板とを
取り出すことを可能とする、（６）に記載の真空加熱接合装置。
【００１４】
（１１）　更に、本発明は基板上に素子を加熱接合する真空加熱接合方法であって、該真
空加熱接合方法は、真空チェンバーを画成する真空隔壁を開いた状態で内部において、基
板置台上に基板と、基板上に素子を配置し、加圧剥離フィルムを素子の上面あるいはその
上方で、かつ基板の上方でかつ外方に迄延在させて配置し、真空隔壁を閉じて真空チェン
バーを形成し内部に基板、素子、加圧剥離フィルムを閉じ込め、加圧剥離フィルムを素子
上面に接触させた状態で、大気圧中で加圧剥離フィルムを加熱軟化させ、真空チェンバー
中の加圧剥離フィルムの上下の空間を真空引きし、加圧剥離フィルムの外周部を基板の外
方で基板置台上に気密に密着固定した後、真空チェンバー中の加圧剥離フィルムの上方空
間を大気圧あるいは大気圧より高圧として、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に
密着させ、基板と素子とを接合することを特徴とする。
【００１５】
（１２）　更に、本発明は素子付き基板を封止シートによって加熱封止接合する真空加熱
接合方法であって、該真空加熱接合方法は、真空チェンバーを画成する真空隔壁を開いた
状態で内部において、基板置台上に素子付き基板、素子付き基板の素子の上面に素子付き
基板を封止するための封止シートを素子の外方に迄延在させて配置し、加圧剥離フィルム
を封止シートの上面あるいはその上方で、かつ基板の上方でかつ封止シートの外方に迄延
在させて配置し、真空隔壁を閉じて真空チェンバーを形成し内部に素子付き基板、加圧剥
離フィルムを閉じ込め、加圧剥離フィルムを素子上面に接触させた状態で、大気圧中で加
圧剥離フィルムを加熱軟化させ、真空チェンバー中の加圧剥離フィルムの上下の空間を真
空引きし、加圧剥離フィルムの外周部を基板の外方で基板置台上に気密に密着固定した後
、真空チェンバー中の加圧剥離フィルムの上方空間を大気圧あるいは大気圧より高圧とし
て、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着させ、基板と素子とを接合すること
を特徴とする。
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【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る真空加熱接合装置及び方法によれば、以下の効果が得られる。
（１）封止シートを用いずに基板と素子を接合する場合は、加圧剥離フィルムを大気圧中
で加熱軟化させ、真空引き後に加圧剥離フィルムの外表面を大気あるいは大気圧より高い
ガスによって加圧することによって、加圧剥離フィルムを基板と素子に緊密に密着させ、
気泡のない所望の均一な接合層により基板と素子とを真空加熱接合することができる。
（２）素子付き基板を封止シートで封止接合する場合は、素子付き基板の外表面と封止シ
ートとの間の気泡を除去し、封止シートと加圧剥離フィルムを大気圧中で加熱軟化させ、
真空引き後に加圧剥離フィルムの外表面を大気あるいは大気圧より高いガスによって加圧
することによって、封止シートと加圧剥離フィルムを素子付き基板に緊密に密着させ、気
泡のない所望の均一な封止層により素子付き基板を真空加熱封止接合することができる。
（３）気体の圧力調整により微小の加圧調整ができるので、適度な押圧により適切な均一
な厚みの接合層を基板と素子との間に形成し、それによって所望の接合容量が確保される
。
（４）加熱されると軟化する加圧剥離フィルムあるいは加圧剥離フィルムと封止シートの
特性を生かすことにより、複雑な加熱軟化油圧機構及び油圧回路が不要となるので、真空
加熱接合装置の構成を簡略化できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
 
【図１】第１の実施態様の本発明に係る真空加熱接合装置の概略図を示す。
【図２（ａ）】第１の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離フィ
ルムにより素子を基板に真空加熱接合するためのセッティング工程を示す要部模式図であ
る。
【図２（ｂ）】第１の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離フィ
ルムにより素子を基板に真空加熱接合するための真空隔壁形成工程を示す要部模式図であ
る。
【図２（ｃ）】は、第１の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離
フィルムにより素子を基板に真空加熱接合するための加圧剥離フィルム押え工程を示す要
部模式図である。
【図２（ｄ）】は、第１の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離
フィルムにより素子を基板に真空加熱接合する素子接合工程を示す要部模式図である。
【図３（ａ）】第２の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離フィ
ルム及び封止シートにより素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合するためのセッ
ティング工程を示す要部模式図である。
【図３（ｂ）】第２の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離フィ
ルム及び封止シートにより素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合するための真空
隔壁形成工程を示す要部模式図である。
【図３（ｃ）】第２の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離フィ
ルム及び封止シートにより素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合する加圧剥離フ
ィルム押え工程を示す要部模式図である。
【図３（ｄ）】第２の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離フィ
ルム及び封止シートにより素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合するための素子
接合工程を示す要部模式図である。
【図４（ａ）】第３の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、内方枠体に固
定した加圧剥離フィルムにより素子を基板に真空加熱接合あるいは加圧剥離フィルム及び
封止シートにより素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合するためのセッティング
工程を示す要部模式図である。
【図４（ｂ）】第３の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、内方枠体に固
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定した加圧剥離フィルムにより素子を基板に真空加熱接合するあるいは加圧剥離フィルム
及び封止シートにより素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合するための真空隔壁
形成工程を示す要部模式図である。
【図４（ｃ）】第３の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、内方枠体に固
定した加圧剥離フィルムにより素子を基板に真空加熱接合するあるいは加圧剥離フィルム
及び封止シートにより素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合するための加圧剥離
フィルム押え工程を示す要部模式図である。
【図４（ｄ）】第３の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、内方枠体に固
定した加圧剥離フィルムにより素子を基板に真空加熱接合するあるいは加圧剥離フィルム
及び封止シートにより素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合するための素子接合
工程を示す要部模式図である。
【図５（ａ）】第４の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、下板部材上の
加圧剥離フィルム挟み冶具に固定した加圧剥離フィルムにより素子を基板に真空加熱接合
するためのセッティング工程を示す要部模式図である。
【図５（ｂ）】第４の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離フィ
ルム挟み冶具に固定した加圧剥離フィルムにより素子を基板に真空加熱接合するための真
空隔壁形成工程を示す要部模式図である。
【図５（ｃ）】第４の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離フィ
ルム挟み冶具に固定した加圧剥離フィルムにより素子を基板に真空加熱接合するための加
圧剥離フィルム押え工程を示す要部模式図である。
【図５（ｄ）】第４の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を用いて、加圧剥離フィ
ルム挟み冶具に固定した加圧剥離フィルムにより素子を基板に真空加熱接合するための素
子接合工程を示す要部模式図である。
【図６（ａ）】従来の薄板状被加工部材用ホットプレス加工装置を用いて、封止シートに
より素子を基板に真空加熱接合するためのセッティング工程を示す説明図である。
【図６（ｂ）】従来の薄板状被加工部材用ホットプレス加工装置を用いて、封止シートに
より素子を基板に真空加熱接合するための素子接合工程を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（第1の実施の形態）
　図1に、第1の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を示す。本真空加熱接合装置に
おいては、基台１上に加圧シリンダ下板２が配置され、加圧シリンダ下板２の上にはスラ
イド移動テーブル３がスライドシリンダ４によって真空加熱接合装置内外を移動可能に配
置されている。スライド移動テーブル３の上方には、下ヒータ板５が断熱配置されており
、下ヒータ板５の上面には下板部材６が配置され、下板部材の上面には基板置台７が置か
れている。
【００１９】
加圧シリンダ下板２の上には複数の支柱８が配置立設され、支柱８の上端部には加圧シリ
ンダ上板９が固定されている。支柱８は基台１上に直接立設しても良い。加圧シリンダ上
板９の下方には支柱８を通して中間移動部材（中間部材）１０が配置されており、中間移
動部材１０の下方には断熱板を介して上ヒータ板１１が固定され、上ヒータ板１１の下面
の外周部には上枠部材１２が気密に固定され下方に延びている。また、上ヒータ板１１の
下面で上枠部材１２の内方には内方枠体１３が固定されている。上ヒータ板１１はフィル
ムの軟化用のヒータとして機能し、下ヒータ板５は基板の予熱用あるいは接着剤熱硬化用
のヒータとして機能する。
【００２０】
内方枠体１３は、下端部の枠状押え部１３ａとそれから上方に延びるロッド１３ｂとを有
し、ロッド１３ｂの周りにはスプリングが配置され、ロッド１３ｂは上ヒータ板１１の下
面に断熱固定されている。枠状押え部１３ａはロッド１３ｂに対してスプリングにより下
方に付勢され、上方へ移動可能となっており、枠状押え部１３ａが基板置台７に当接する
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場合の衝撃を緩衝する。内方枠体１３の下端部の枠状押え部１３ａは、基板置台７との間
に後述する加圧剥離フィルムを気密に保持するようになっている。
【００２１】
加圧シリンダ上板９の上面には加圧シリンダ１４が配置され、加圧シリンダ１４のシリン
ダロッド１５は加圧シリンダ上板９を通って中間移動部材１０の上面に固定され、加圧シ
リンダ１４によって、中間移動部材１０と上ヒータ板１１と上方枠体１２とが上下に一体
的に移動可能となっている。図１において、Ｓは、加圧シリンダ１４による中間移動部材
１０と上ヒータ板１１と上方枠体１２の下方の移動を規制するストッパーであり、下降し
て加圧シリンダ本体の上面のストッパープレートに当接するようになっている。加圧シリ
ンダとしては、油圧シリンダ、空圧シリンダ、サーボシリンダ等を用いることができる。
以下、同様。
【００２２】
加圧シリンダ１４が上枠部材１２を引き上げた状態から下降させ、上枠部材１２の下端部
が下板部材の外周部端部に設けた段差部に気密に摺動し、そこで一旦加圧シリンダ１４を
停止させ、その状態で上ヒータ板１１と上枠部材１２と下板部材６とによって真空隔壁が
形成され、内部に真空チェンバーが画成される。なお、上枠部材１２には真空チェンバー
を真空引きし、加圧するための真空・加圧口１６が設けられている。
【００２３】
真空チェンバーを開いた状態で、スライドシリンダ４によって、スライド移動テーブル３
、下ヒータ板５、下板部材６を一体として外部に引き出して、外部で基板置台７の上に基
板Ａを置き、その上に下面に接着剤Ｃを塗布した半導体、抵抗及び／又はコンデンサー等
の素子Ｂを配置し、素子Ｂの上面に加圧剥離フィルムＤを配置した後、スライドシリンダ
４によってスライド移動テーブル３、下ヒータ板５、下板部材６、基板置台７、基板Ａ、
素子Ｂ、加圧剥離フィルムＤを一体的に真空加熱接合装置内部に搬送することができるよ
うになっている。
【００２４】
本発明で用いる加圧剥離フィルムＤは、大気圧中で加熱軟化され素子上面の縁部から外周
部に向かって斜め下方に傾斜するような耐熱フィルムであって、加熱下に強度を保ちつつ
伸びる性質を有する。本発明において、加熱温度としては、加圧剥離フィルムの軟化温度
となるが、例えば、１００～３００℃である。加圧剥離フィルムＤの材質は耐熱性で軟化
しやすい樹脂又はゴムとすることができ、厚さは加熱下に強度を保ちつつ伸びることを可
能とするもので厚さ、例えば、３０～５００μｍとする。加圧剥離フィルムＤとしては、
耐熱離型フィルムを用いることができ、例えば、ＰＥＴ、オレフィン樹脂、フッ素ゴム、
シリコーンゴムを用いることができる。
【００２５】
図２（ａ）乃至図２（ｄ）は、第１の実施態様に係る本発明に係る真空加熱接合装置を用
いて、加圧剥離フィルムにより素子を基板に真空加熱接合する工程を示す要部模式図であ
る。
（１）基板，素子，加圧剥離フィルムをセットする工程
図２（ａ）は、基板Ａ，素子Ｂ，加圧剥離フィルムＤをセットする工程を示す。本工程で
は、加圧シリンダによって下板部材６から中間移動部材１０を離間する方向に移動させ真
空チェンバーを開いた状態で、外部でスライド移動テーブル上において、基板Ａを基板置
台７の上面に配置し、基板Ａの上面に接着剤Ｃを有する素子Ｂを配置し、加圧剥離フィル
ムＤを素子Ｂの上面にかつ基板Ａの上方かつ外方に迄延在させて配置し、かつ加圧剥離フ
ィルムＤの外周部は内方枠体１３の下面が基板の外方で対面位置するように一体として配
置し、スライドシリンダを稼働させて真空加熱接合装置の内部に導入する。接着剤につい
ては、素子Ｂに塗布する場合のほか、基板Ａの面に付ける場合、あるいは基板及び素子の
両方に付ける場合のいずれであっても良い。
【００２６】
（２）真空隔壁形成、加圧剥離フィルムの軟化、真空引き工程
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図２（ｂ）は、真空隔壁を形成し内部に真空チェンバーを画成し、加圧剥離フィルムＤを
大気圧中で加熱・軟化した後、真空引きをする工程を示す。本工程では、加圧シリンダに
より中間移動部材を下板部材６に近接する方向に移動させ、上枠部材１２の下端部を下板
部材６の周辺部に気密に摺動シールさせた状態で加圧シリンダを一時停止し、真空隔壁を
形成し真空チェンバーを画成する。本実施態様では、下板部材６の周辺部には、上方枠部
材１２の下端部と気密に摺動シールする段差が設けられている。加圧剥離フィルムＤを素
子Ｂの上面に接触させた状態で大気圧中で加熱下に軟化させ、真空チェンバー内を真空・
加圧口１６を通して真空引きするとともに、接着剤Ｃに含まれている気泡を除去する。こ
の時、図２（ｂ）に示すように、加圧剥離フィルムＤは素子Ｂの上面の縁部から外周縁部
へと下方に傾斜し、外周部の最外縁部は内方部材の下端部１３ａの下面に対応する位置ま
で延び、基板置板７の上面に触れている。
【００２７】
（３）加圧剥離フィルム押え工程
　図２（ｃ）は、真空中で加熱軟化した加圧剥離フィルムの外周部を内方部材１１の下端
部１３ａの下面で基板置台７の上面に気密に押える工程を示す。真空引きをしながら、加
圧シリンダによってさらに上枠部材１２を下板部材６に対して気密に摺動シールさせ、加
圧シリンダ１４のストットパーが加圧シリンダ本体のストッパープレート上面に当たり停
止する。ストッパー停止位置は内方部材の下端部の下面を基板置台７の上面と気密当接す
る位置となる。この時、加圧剥離フィルムＤの外周部は基板置台７の上面と内方枠体１３
の下面との間に気密に保持された状態となり、基板Ａ、素子Ｂが位置する加圧剥離フィル
ムＤの内側は真空状態に保持される。なお、停止させる場合に、加圧シリンダのストッパ
ーを使わないで上枠部材７と下板部材６を当接させても良い。
【００２８】
（４）加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着し、素子を基板に接合する工程
　図２（ｄ）は、加圧剥離フィルムＤの外表面に圧力を付加して、加圧剥離フィルムＤを
基板Ａ及び素子Ｂの外表面に密着させ、素子Ｂを基板Ａに接合する工程を示す。本工程に
おいて、真空・加圧口１６を通しての真空チェンバー内の真空引きを停止し、加熱下に真
空チェンバーに大気あるいは加圧エア等の加圧ガスを導入して、加圧剥離フィルムＤの外
表面に圧力を付加して、加圧剥離フィルムＤを基板Ａ及び素子Ｂの外表面に密着させると
ともに、素子Ｂを基板Ａに接着、接合させる。本工程を終了後、真空隔壁を開いて、スラ
イドシリンダを稼働させてスライド移動テーブルによって基板Ａに接合した素子を真空加
熱接合装置外部に取り出す。加圧ガスには、上述した大気、加圧エア、水蒸気等の加圧ガ
スを用いることができる。他の実施態様についても同様である。
【００２９】
　次に、図３（ａ）乃至図３（ｄ）に、第二の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置
について説明する。
　第１の実施態様と第２の実施態様と異なる所は、第２の実施態様では、基板Ａの上の素
子Ｂと加圧剥離フィルムＤとの間に封止シートＥを入れた点と素子付き基板との封止であ
る。
【００３０】
（１）素子付き基板，封止シート、加圧剥離フィルムを基板置台にセットする工程
図３（ａ）は素子付き基板，封止シート、加圧剥離フィルムを基板置台にセットする工程
を示す。本実施態様では、素子B付き基板Ａ，封止シートＥ、加圧剥離フィルムＤを順番
に基板置台７上にセットする。封止シートＥの外形寸法は基板置台７の上面と内方枠部材
１３ａの下面との間に加圧剥離フィルムＤを気密に保持した場合に、封止シートＥは基板
置台７の上面と内方枠部材１３ａの下面との間に挟まれない大きさで、素子付き基板の封
入に必要な大きさとしている。封止シートＥは、素子を基板上に気密に封入する。なお、
素子付き基板とは、セット工程前に素子を接着剤を介して基板上に予め接着・固定したも
のをいう。
【００３１】
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本発明で用いる封止シートＥは、封止用の接着シートであり、素子の上に封止シートを置
き、熱と圧力で樹脂を流動させ、封止させる。厚みは、例えば０．２～５ｍｍ程度の接着
封止用薄膜シートであり、加熱軟化した封止シートは素子付き基板の外表面に密着して素
子付き基板を封止するとともに、素子付き基板を外表面から補強的に接合する。封止シー
トとしては、エポキシ樹脂、ウレタンゴム、シリコーンゴムなどを用いることができ、加
熱硬化する接着剤層として機能する。
【００３２】
（２）真空隔壁形成、封止シート及び加圧剥離フィルムの軟化、真空引き工程
図３（ｂ）は、真空隔壁を形成し、封止シート及び加圧剥離フィルムの軟化、真空引き工
程を示す。図３（ｂ）に示すように、加圧シリンダにより上ヒータ板１１を下降させ、上
枠部材１２の下端部を下板部材６の外縁部の段差に気密に摺動シールさせて真空隔壁を形
成し内部に真空チェンバーを形成した段階で、上ヒータ板１１の下降を一時停止する。こ
の状態で、加圧剥離フィルムＤと封止シートＥを大気圧中で加熱軟化させ真空引きをし、
真空チェンバーを真空とするとともに、素子B付き基板Ａの外表面と封止シートとの間の
気泡を除去する。図３（ｂ）では、封止シートＥは素子Ｂの上面の端部から外周部端部に
向かって傾斜し基板置部７の上面まで達している。また、加圧剥離フィルムＤは封止シー
トの外方で、素子Ｂの上面の端部から傾斜し外周部で基板置台７の上面に接している。
【００３３】
（３）加圧剥離フィルム押え工程
　図３（ｃ）に示すように、加圧シリンダにより上ヒータ板１１を更に下降させて、上枠
部材１２の下端部の下面が下板部材の周辺部を摺動シールし、一方加圧シリンダのストッ
トパーが当たり停止する。ストッパー停止位置は内方部材の下端部の下面が基台置台７の
上面に気密シールする位置となる。封止シートＥは加圧剥離フィルムＤの内側に位置する
。この時、加圧剥離フィルムＤの内側と外側はそれぞれ真空状態に保持されている。図３
(ｃ)には、基板置台の上の素子B付き基板Ａ上に積層された封止シートＥと加圧剥離フィ
ルムＤの状態を拡大図で示す。なお、停止する場合に、加圧シリンダのストッパーを使わ
ないで上枠部材７と下板部材６を当接させても良い。
【００３４】
（４）封止シート及び加圧剥離フィルムを素子付き基板の外表面に密着し、素子を基板に
封止接合する工程
　図３（ｄ）は、封止シート及び加圧剥離フィルムを素子付き基板の外表面に密着し、素
子を基板に封止接合する工程を示す。加熱下に、真空・加圧口１６を通して真空チェンバ
ー内に大気圧あるいは大気圧より高い空気等のガスを導入すると、図３（ｄ）に示すよう
に、加熱軟化した加圧剥離フィルムＤにより加熱軟化した封止シートＥを素子付き基板Ａ
の外表面に密着させ、基板Ａと基板上の素子Bの外表面に密着し、素子付き基板を封止接
合することができる。図３(ｄ)には、基板置台の上の素子B付き基板Ａの外表面に密着さ
れた封止シートＥと加圧剥離フィルムＤの状態を拡大図で示す。
【００３５】
　次に、図４（ａ）乃至図４（ｄ）に、第三の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置
について説明する。
　本実施例では、加圧剥離フィルムＤを内方枠体１８の下端面に固定している。図４（ａ
）～図４（ｄ）では、封止シートＥが無い場合について説明しているが、封止シートＥを
設ける場合には封止シートＥを素子Ｂの上面に位置させる。
【００３６】
（１）基板，素子，加圧剥離フィルムを基板置台にセットする工程
　図４（ａ）は、基板，素子（封止シートを入れる場合には封止シートも）を基板置台に
セットする工程を示す。本実施態様では、内方枠体１８が下端部の枠状押え部１８ａと、
その外周部に螺合した加圧剥離フィルム止めリング１８ｂと、枠状押え部１８ａから上方
に延びるロッド１８ｃとを有し、ロッド１８ｃは上ヒータ板１１に固定されている。枠状
押え部１８ａはロッド１８ｃに対してスプリングにより下方に付勢され、上方へ移動可能
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となっており、枠状押え部１８ａが基板置台７に当接する場合の衝撃を緩衝する。加圧剥
離フィルムＤは枠状押え部１８ａの下面に引っ張られた状態で張られ、外周部が枠状押え
部１８ａと加圧剥離フィルム止めリング１８ｂとの間に着脱可能に保持されている。加圧
剥離フィルムの固定は、ねじ止め、螺結、ワンタッチ固定等によって行う。
【００３７】
（２）真空隔壁形成、加圧剥離フィルムの軟化、真空引き工程
　図４（ｂ）は、真空隔壁を形成し、加圧剥離フィルムを軟化し、真空引きする工程を示
す。図４（ｂ）に示すように、加圧シリンダにより上ヒータ板１１を下降させて、上枠部
材１２の下端部が下板部材６の外縁部の段差に気密に摺動シールして真空隔壁を形成し、
内部に真空チェンバーが形成された段階で、上ヒータ板１１の下降を一時停止する。この
際、加圧剥離フィルムＤを加熱下に大気圧中で軟化させ素子の上面に密着させる。この状
態で、真空引きし真空チェンバーを真空とするとともに、基板Ａの上面と素子Ｂの下面と
の間の接着剤Ｃ中の気泡を除去する。
【００３８】
（３）加圧剥離フィルム押え工程
図４（ｃ）は、加圧剥離フィルム押え工程を示す。図４（ｃ）に示すように、加圧シリン
ダにより上ヒータ板１１を更に下降させて、上枠部材１２の下端部の下面が下板部材６に
対して摺動シールし、一方加圧シリンダのストットパーが当たり停止する。ストッパー停
止位置は内方部材の下端部の下面を基台置台７の上面に気密シールする位置となる。停止
させる場合に、加圧シリンダのストッパーを使わないで、下板部材６と上枠部材７とを当
接させて停止させることもできる。
【００３９】
（４）加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着し、素子を基板に接合する工程
　図４（ｄ）は、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着し、素子を基板に接合
する工程を示す。加熱下に、真空・加圧口１６を通して真空チェンバー内に大気圧あるい
は大気圧より高い空気等のガスを導入すると、図４（ｄ）に示すように、加熱軟化された
加圧剥離フィルムＤを基板Ａと基板上の素子Ｃの外表面に密着することができる。これに
より、接着剤Ｃは外側にはみ出ることなく、基板上面と素子の下面との間で加熱硬化され
、適度な厚さの接着層を形成することができる。
【００４０】
図５（ａ）～図５（ｄ）は、第４の実施態様に係る本発明の真空加熱接合装置を示す。図
５（ａ）～図５（ｄ）では、封止シートＥが無い場合について説明しているが、封止シー
トＥを設ける場合には封止シートＥを素子Ｂの上面に位置させる。
　本真空加熱接合装置では、加圧剥離フィルム挟み冶具２０が下板部材６の上面にかつ基
板置台７の外表面にスプリングを介して気密に置かれている。加圧剥離フィルム挟み冶具
２０は冶具上部２０ａと治具リング２０ｂとからなり、治具上部２０ａの外周に冶具リン
グ２０ｂが螺合され、加圧剥離フィルムＤの外周部はその間に保持されている。加圧剥離
フィルムＤは冶具リング２０ｂの下面に引っ張られた状態で張られ、外周部が冶具上部２
０ａと冶具リング２０ｂとの間に着脱可能に保持されている。本実施態様では、加圧剥離
フィルム挟み冶具２０を基板置台７の上面に通気可能な若干の隙間をもうけた状態で、加
圧剥離フィルムＤは、基板Ａの上の素子Ｂの上面に密着する。冶具上部２０ａと冶具リン
グ２０ｂの周辺部には通気溝２２が設けられている。
【００４１】
内方枠体１９は、下端部板状押え部１９ａとそれから上方に延びるロッド１９ｂとを有し
、ロッド１９ｂは上ヒータ板に固定され、ロッド１９ｂの周りには冶具リングの持ち上げ
用スプリングが配置されている。板状押え部１９ａはスプリングにより上下動出来る構造
となっており、内方枠体１９が加圧剥離フィルム挟み冶具２０の上面に当接する場合、冶
具リングの持ち上げ用スプリングを縮めて当接させるとともにその衝撃を和らげる。
【００４２】
　（１）基板，素子，加圧剥離フィルムを基板置台にセットする工程
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図５（ａ）は、基板，素子，加圧剥離フィルムを基板置台にセットする工程を示す。真空
チェンバーを開いた状態で、外部でスライド移動テーブル上において、基板Ａを基板置台
７の上面に配置し、基板Ａの上面に接着剤Ｃを有する素子Ｂを配置する。封止シートを用
いる場合には、素子Bの上面に封止シートを配置する。加圧剥離フィルムＤを保持した加
圧剥離フィルム挟み冶具２０を下板部材６の上面にかつ基板置台７の上面に通気可能な若
干の隙間をもうけ、スライドシリンダを稼働させて真空加熱接合装置の内部に導入する。
【００４３】
（２）真空隔壁形成、加圧剥離フィルムの軟化、真空引き工程
図５（ｂ）は、真空隔壁形成、加圧剥離フィルムの軟化、真空引き工程を示す。図５（ｂ
）に示すように、加圧シリンダにより上ヒータ板１１を下降させて、上枠部材１２の下端
部が下枠部材６の外縁部の段差に気密に摺動シールして真空隔壁を形成し内部に真空チェ
ンバーが形成された段階で、上ヒータ板１１の下降を一時停止する。ここで、加熱下に加
圧剥離フィルムＤを大気圧で軟化させ、真空引きして真空チェンバーを真空にするととも
に、基板Ａの上面と素子Ｂの下面との間の接着剤Ｃ中の気泡を除去する。
【００４４】
（３）加圧剥離フィルム押え工程
図５（ｃ）は、加圧剥離フィルム押え工程示す。図５（ｃ）に示すように、エアシリンダ
により上ヒータ板１１を更に下降させて、上枠部材１２の下端部の下面が摺動し、一方加
圧シリンダのストットパーが当たり停止する。ストッパー停止位置は内方部材の下端部の
下面を基板置台７の上面と気密シールする位置となる。加圧剥離フィルムＤの内側と外側
はそれぞれ真空状態に保持される。
【００４５】
（４）加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着し、素子を基板に接合する工程
　図５（ｄ）は、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着し、素子を基板に接合
する工程示す。加熱下に、真空・加圧口１６及び通気穴又は通気溝２１を通して真空チェ
ンバー内に大気圧あるいは大気圧より高い圧力の空気等のガスを導入すると、図５（ｄ）
に示すように、加熱軟化した加圧剥離フィルムＤを基板Ａと基板上の素子Ｂの外表面に密
着する。これにより、接着剤Ｃは外側にはみ出ることなく、基板上面と素子の下面との間
で加熱硬化され、適度な厚さの接着層を形成することができる。
【００４６】
　本発明の真空加熱接合装置を具体的実施態様に基づいて説明したが、本発明はこれらの
ものに限定されない。例えば、下記のものも本発明に含まれる。
（１）上記実施態様では、基板の上に一つの素子を配置したが、基板上に半導体、抵抗及
び／又はコンデンサー等の素子を複数配置することもできる。また、素子の高さが同一の
場合も、異なる場合も本発明に含まれる。
（２）封止シートがＵＶ硬化性フィルムの場合には、ＵＶ光源と真空隔壁の一部にＵＶ透
過窓を設けるとともに、加圧剥離フィルムにＵＶ透過できるものを用いる。
（３）上ヒータ板の上面に補助シリンダを断熱配置し、加圧シリンダ１４によって上ヒー
タ板１１を下降させ、補助エアシリンダによって上ヒータ板１１に対して内方枠体を下降
させ基板置台７の上面に当接させることができる。
（４）上記実施態様では、加圧シリンダを加圧シリンダ上板の上に配置したが、移動テー
ブルの下方または加圧シリンダ下板に加圧シリンダを設け、移動テーブル上に配置される
下ヒータ板、下板部材、基板置台を一体として上下させる構成とすることもできる。
（５）ヒータによる加熱軟化方法を記載したが、対象の接着剤接合は熱可塑性のようなホ
ットメルト接着剤、熱硬化性接着剤、紫外線硬化性接着剤、常温硬化接着剤などにも適用
できる。
【００４７】
（６）真空隔壁形成、加圧剥離フィルムの軟化、真空引き工程の後で、加圧剥離フィルム
押え工程を行い、加熱下に、真空・加圧口を通して真空チェンバー内に大気圧あるいは大
気圧より高い圧力の空気等のガスを導入し、加熱軟化した加圧剥離フィルムＤを基板Ａと
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基板上の素子の外表面に密着させ、半硬化状態で真空・加圧口を閉じて、再度上加圧シリ
ンダを下降させて真空チェンバー中の気体の内圧をさらに上げる構成とすることもできる
。この場合には、基板と素子との間の加圧力が大きくなり、接着剤の厚みを維持しながら
さらに高加圧で接着性を上げることができる。
【符号の説明】
【００４８】
１・・・基台、２・・・加圧シリンダ下板、３・・・スライド移動テーブル、４・・・ス
ライドシリンダ、５・・・下ヒータ板、６・・・下板部材、７・・・基板置台、８・・・
支柱、９・・・加圧シリンダ上板、１０・・・中間部材（中間移動部材）、１１・・・上
ヒータ板、１２・・・上枠部材、１３・・・内方枠体、１４・・・加圧シリンダ、１５・
・・シリンダロッド、１６・・・真空・加圧口、１８・・・内方枠体、１９・・・内方枠
体、２０・・・加圧剥離フィルム治具
 
 

【図１】 【図２（ａ）】

【図２（ｂ）】
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【図５（ｂ）】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月15日(2012.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に素子を真空加熱接合するための真空加熱接合装置であって、該真空加熱接合装置
は、
（ａ）基台と、
（ｂ）基台上に配置された加圧シリンダ下板と、
（ｃ）加圧シリンダ下板の上方に断熱配置された下ヒータ板と、
（ｄ）下ヒータ板上面に配置された下板部材と、
（ｅ）基台上に立設された支柱と、
（ｆ）支柱上部に固定された加圧シリンダ上板と、
（ｇ）加圧シリンダ上板の下方に配置された中間部材と、
（ｈ）中間部材の下方に断熱配置された上部ヒータ板と、
（ｉ）上部ヒータ板の下面に気密に配置され下端部が下板部材の周辺部に気密にシール可
能とされた上枠部材と、
（ｊ）上枠部材の内方で上部ヒータ板の下面に取り付けられかつ下端面が下板部材の上面
の上方に位置し、かつ近接・当接させることによって下端面と基板置台の上面とが気密に
当接する内方枠体と、
（ｋ）下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動させ、上枠部材の下端部を下板部
材の周辺部に気密に摺動シールさせて真空チェンバーを画成する真空隔壁を形成し、下板
部材と中間部材とをさらに近接する方向に相対移動させることによって内方枠体の下端面
を基板置台の上面に気密に当接させ、また下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移
動させる駆動ユニットと、
（ｌ）該真空隔壁内の真空チェンバーを真空脱気し加圧するための真空・加圧口とを有す
る真空加熱接合装置であって、
（ｍ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移動させ真空チ
ェンバーを開いた状態とし、
（ｎ）基板を基板置台上面に配置し、接着剤を介して基板の上面に素子を配置し、加圧剥
離フィルムを素子の上面または上方にかつ基板の上方かつ外方に迄延在させて配置し、か
つ加圧剥離フィルムの外周部と内方枠体の下面を基板の外方で対面配置し、
（ｏ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動することに
よって、上枠部材の下端部を下板部材の周辺部に気密に摺動シールさせて内部に真空チェ
ンバーを画成する真空隔壁を形成し、
（ｐ）加圧剥離フィルムを素子の上面に接触させ大気圧加熱下に軟化させ、
（ｑ）真空チェンバー内を真空・加圧口を通して真空引きをし、
（ｒ）駆動ユニットによってさらに下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動する
ことによって、加圧剥離フィルムの外周部を基板置台の上面と内方枠体の下面との間に気
密に保持した状態とし、
（ｓ）この状態で真空チェンバー中の加圧剥離フィルム上方空間に真空・加圧口を通して
大気圧あるいは大気圧より高い圧力をかけて、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面
に密着させ、素子を基板に接合する、真空加熱接合装置。
 
【請求項２】
素子付き基板の素子を基板に真空加熱封止接合するための真空加熱接合装置であって、該
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真空加熱接合装置は、
（ａ）基台と、
（ｂ）基台上に配置された加圧シリンダ下板と、
（ｃ）加圧シリンダ下板の上方に断熱配置された下ヒータ板と、
（ｄ）下ヒータ板上面に配置された下板部材と、
（ｅ）基台上に立設された支柱と、
（ｆ）支柱上部に固定された加圧シリンダ上板と、
（ｇ）加圧シリンダ上板の下方に配置された中間部材と、
（ｈ）中間部材の下方に断熱配置された上部ヒータ板と、
（ｉ）上部ヒータ板の下面に気密に配置され下端部が下板部材の周辺部に気密にシール可
能とされた上枠部材と、
（ｊ）上枠部材の内方で上部ヒータ板の下面に取り付けられかつ下端面が下板部材の上面
の上方に位置し、かつ近接・当接させることによって下端面と基板置台の上面とが気密に
当接する内方枠体と、
（ｋ）下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動させ、上枠部材の下端部を下板部
材の周辺部に気密に摺動シールさせて真空チェンバーを画成する真空隔壁を形成し、下板
部材と中間部材とをさらに近接する方向に相対移動させることによって内方枠体の下端面
を基板置台の上面に気密に当接させ、また下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移
動させる駆動ユニットと、
（ｌ）該真空隔壁内の真空チェンバーを真空脱気し加圧するための真空・加圧口とを有す
る真空加熱接合装置であって、
（ｍ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを離間する方向に相対移動させ真空チ
ェンバーを開いた状態とし、
（ｎ）基板上に素子を接着剤を介して基板上に予め接着・固定した素子付き基板を基板置
台上面に配置し、素子付き基板を封止するための封止シートを素子の上面にかつ素子と加
圧剥離フィルムとの間でかつ素子の外方に迄延在させて配置し、加圧剥離フィルムを封止
シートの上面または上方にかつ基板の上方かつ外方に迄延在させて配置し、かつ加圧剥離
フィルムの外周部と内方枠体の下面を基板の外方で対面配置し、
（ｏ）駆動ユニットによって下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動することに
よって、上枠部材の下端部を下板部材の周辺部に気密に摺動シールさせて内部に真空チェ
ンバーを画成する真空隔壁を形成し、
（ｐ）加圧剥離フィルムを素子上面において封止シートの上面に接触させ大気圧加熱下に
軟化させ、
（ｑ）真空チェンバー内を真空・加圧口を通して真空引きをし、
（ｒ）駆動ユニットによってさらに下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動する
ことによって、加圧剥離フィルムの外周部を基板置台の上面と内方枠体の下面との間に気
密に保持した状態とし、
（ｓ）この状態で真空チェンバー中の加圧剥離フィルム上方空間に真空・加圧口を通して
大気圧あるいは大気圧より高い圧力をかけて、加圧剥離フィルムと封止シートを基板及び
素子に密着させ、素子を基板に封止接合する、真空加熱接合装置。
 
【請求項３】
基板の上面には、複数の素子が配置されている、請求項１あるいは請求項２に記載の真空
加熱接合装置。
 
【請求項４】
前記加圧剥離フィルムを素子の上面あるいは素子の上面の封止シート上にかつ基板の上方
でかつ封止シートの外方に迄延在させて配置し、かつ加圧剥離フィルムの外周部と内方枠
体の下面が対面するように配置される、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の真空加
熱接合装置。
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【請求項５】
加圧剥離フィルムが内方枠部材の下端面に着脱可能に固定されている、請求項１乃至請求
項３のいずれかに記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項６】
基板置台の上面にかつ基板の周囲に加圧剥離フィルム挟み治具が配置され、加圧剥離フィ
ルムの外周部が加圧剥離フィルム挟み治具に脱着可能に固定され、加圧剥離フィルム挟み
治具を下板部材の上面にスプリングを介して通気可能な若干の隙間をもうけかつ基板の周
囲に配置した状態で、加圧剥離フィルムが基板上の前記素子の上面あるいは上方に、ある
いは素子の上面の封止シート上あるいは上方に配置され、駆動ユニットによって下板部材
と中間部材とを近接する方向に相対移動することによって、上枠部材の下端部を下板部材
の周辺部に気密に摺動シールさせて真空チェンバーを画成する真空隔壁を形成し、大気中
加熱下に加圧剥離フィルムを軟化させた後、真空チェンバーを真空・加圧口を通して真空
引きをし、駆動ユニットによってさらに下板部材と中間部材とを近接する方向に相対移動
することによって、加圧剥離フィルム挟み治具を下板部材の上面に気密に摺動当接させ、
加圧剥離フィルムと下板部材の上面との間の空間を真空保持させて、この状態で真空隔壁
内の加圧剥離フィルム上方空間に真空・加圧口を通して大気圧あるいは大気圧より高い圧
力をかけて、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着させる、請求項１乃至請求
項３のいずれかに記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項７】
中間板が加圧シリンダ上板の下方に支柱に対して摺動可能とされ、中間板の下面に上部ヒ
ータ板を断熱固定し、加圧シリンダ上板の上方に駆動ユニットとして移動シリンダを設け
、移動シリンダのシリンダロッドの下端部を加圧シリンダ上板を通って中間板に固定した
、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項８】
スライドテーブルが基台上面に横方向移動可能に配置され、下ヒータ板がスライドテーブ
ル上に断熱配置され、スライドテーブルを移動させるスライドテーブル移動手段が設けら
れ、上枠部材を上方に移動した状態でスライドテーブル移動手段によってスライドテーブ
ル、下ヒータ板、下板部材を外部に取り出し、スライドテーブル移動手段によってスライ
ドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動可能と
なっており、基板置台に基板、基板上に素子、素子上に加圧剥離フィルムを積層し、ある
いは基板置台に素子付き基板、素子付き基板の素子上に封止シート、封止シート上に加圧
剥離フィルムを積層し、スライドテーブル移動手段によってスライドテーブル、下ヒータ
板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動し、かつ接合処理後の基板と
素子と加圧剥離フィルム、あるいは封止シートによる封止接合処理後の素子付き基板と加
圧剥離フィルムとを取り出すことを可能とする、請求項１乃至請求項４及び請求項７のい
ずれかに記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項９】
　スライドテーブルが基台上面に横方向移動可能に配置され、下ヒータ板がスライドテー
ブル上に断熱配置され、スライドテーブルを移動させるスライドテーブル移動手段が設け
られ、上枠部材を上方に移動した状態でスライドテーブル移動手段によってスライドテー
ブル、下ヒータ板、下板部材を外部に取り出し、スライドテーブル移動手段によってスラ
イドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動可能
となっており、基板置台に基板、基板上に素子を積層し、あるいは基板置台上に素子付き
基板、素子付き基板の素子上に封止シートを積層し、スライドテーブル移動手段によって
スライドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動
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し、接合処理後の基板と素子、あるいは封止シートによる封止接合処理後の素子付き基板
とを取り出すことを可能とする、請求項５に記載の真空加熱接合装置。
 
【請求項１０】
スライドテーブルが基台上面に横方向移動可能に配置され、下ヒータ板がスライドテーブ
ル上に断熱配置され、スライドテーブルを移動させるスライドテーブル移動手段が設けら
れ、上枠部材を上方に移動した状態でスライドテーブル移動手段によってスライドテーブ
ル、下ヒータ板、下板部材を外部に取り出し、スライドテーブル移動手段によってスライ
ドテーブル、下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動可能と
なっており、基板置台に基板、基板上に素子を積層し、あるいは基板置台に素子付き基板
、素子付き基板の素子上に封止シートを積層し、基板置台の上面にかつ基板の周囲に加圧
剥離フィルム挟み治具を配置し、スライドテーブル移動手段によってスライドテーブル、
下ヒータ板、下板部材を真空加熱接合装置内部の上枠部材下方に移動し、かつ接合処理後
の基板と素子、あるいは封止シートによるシール接合処理後の素子付き基板とを取り出す
ことを可能とする、請求項６に記載の真空加熱接合装置。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（１１）　更に、本願明細書は基板上に素子を加熱接合する真空加熱接合方法を提供し、
該真空加熱接合方法は、真空チェンバーを画成する真空隔壁を開いた状態で内部において
、基板置台上に基板と、基板上に素子を配置し、加圧剥離フィルムを素子の上面あるいは
その上方で、かつ基板の上方でかつ外方に迄延在させて配置し、真空隔壁を閉じて真空チ
ェンバーを形成し内部に基板、素子、加圧剥離フィルムを閉じ込め、加圧剥離フィルムを
素子上面に接触させた状態で、大気圧中で加圧剥離フィルムを加熱軟化させ、真空チェン
バー中の加圧剥離フィルムの上下の空間を真空引きし、加圧剥離フィルムの外周部を基板
の外方で基板置台上に気密に密着固定した後、真空チェンバー中の加圧剥離フィルムの上
方空間を大気圧あるいは大気圧より高圧として、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表
面に密着させ、基板と素子とを接合することを特徴とする。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
（１２）　更に、本願明細書は素子付き基板を封止シートによって加熱封止接合する真空
加熱接合方法を提供し、該真空加熱接合方法は、真空チェンバーを画成する真空隔壁を開
いた状態で内部において、基板置台上に素子付き基板、素子付き基板の素子の上面に素子
付き基板を封止するための封止シートを素子の外方に迄延在させて配置し、加圧剥離フィ
ルムを封止シートの上面あるいはその上方で、かつ基板の上方でかつ封止シートの外方に
迄延在させて配置し、真空隔壁を閉じて真空チェンバーを形成し内部に素子付き基板、加
圧剥離フィルムを閉じ込め、加圧剥離フィルムを素子上面に接触させた状態で、大気圧中
で加圧剥離フィルムを加熱軟化させ、真空チェンバー中の加圧剥離フィルムの上下の空間
を真空引きし、加圧剥離フィルムの外周部を基板の外方で基板置台上に気密に密着固定し
た後、真空チェンバー中の加圧剥離フィルムの上方空間を大気圧あるいは大気圧より高圧
として、加圧剥離フィルムを基板及び素子の外表面に密着させ、基板と素子とを接合する
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ことを特徴とする。
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