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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】接着剤付チップを連続的に供給し、生産性が高
い接着剤付チップ連を提供する。
【解決手段】セパレータ５と、セパレータ５上に剥離可
能に形成されたフィルム状の接着剤層４と、接着剤層４
上に基板への搭載順に間隔をおいて独立して配置された
複数のチップ１ａ～１ｃと、を備え、チップ１ａ～１ｃ
の電極面の全面がチップ１ａ～１ｃと略同一サイズの接
着剤層４ａ～４ｃにより貼着されていることを特徴とす
る接着剤付チップ連であり、チップサイズの異なるチッ
プ１ａ～１ｃの電極面に正確に接着剤を形成することが
できる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セパレータと、
　前記セパレータ上に剥離可能に形成されたフィルム状の接着剤層と、
　前記接着剤層上に基板への搭載順に間隔をおいて独立して配置された複数のチップと、
を備え、
　前記チップの電極面の全面が前記チップと略同一サイズの前記接着剤層により貼着され
ていることを特徴とする接着剤付チップ連。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接着剤付チップ連に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体チップや電子部品の小型薄型化に伴い、これらに用いる回路や電極は高密度、高
精細化している。このような微細電極の接続は、半田による接続が難しいため、最近では
接着剤を用いる方法が多用されるようになってきた。この場合、接着剤中に導電粒子を配
合し圧着して接着剤の厚み方向に電気的接続を得るもの（例えば特開昭５５－１０４００
７号公報）と、導電粒子を用いないで接続時に圧着して電極面の微細凹凸の直接接触によ
り電気的接続を得るもの（例えば特開昭６０－２６２４３０号公報）がある。これらの接
着剤を用いた接続方式は、比較的低温で接続が可能であり、接続部はフレキシブルなこと
から信頼性に優れ、加えてフィルム状もしくはテープ状接着剤を用いた場合、一定厚みの
長尺状で供給可能なことから実装ラインの自動化が図れ、あるいは加熱加圧といった簡単
な工程でチップと基板の電極の電気的接続に加え両者を接着接合し機械的な固定が同時に
得られること等から注目されている。近年、上記方式を発展させて多数のチップ類を、比
較的小形の基板に高密度に実装するマルチチップモジュ－ル（ＭＣＭ）が注目されている
。この場合、まず接着剤層を基板に形成した後、セパレータのある場合にはこれを剥離し
、次いで基板電極とチップ電極を対向配置して位置合わせし接着接合することが一般的で
ある。接着剤層をチップ側に形成することは、基板に比べて小さなチップ面積に形成する
必要性から装置的に複雑となるため検討が進んでいない。ＭＣＭに用いるチップ類として
は、半導体チップ、能動素子、受動素子、抵抗、コンデンサなどの多種類（以下チップ類
と称す）がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭５５－１０４００７号公報
【特許文献２】特開昭６０－２６２４３０号公報
【特許文献３】特公昭６１－２７９０２号公報
【特許文献４】特公平４－３０７４２号公報
【特許文献５】特開昭６３－２７６２３７号公報
【特許文献６】特開平２－１９９８４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＭＣＭに用いるチップ類は多種類であり、それに応じてチップサイズ（面積、高さ）は
多くの種類となる。そのため基板への接続の際、接着剤層の基板への形成法や、基板との
熱圧着法などで従来にない問題が生じている。すなわち接着剤がフィルム状の場合、接着
剤の幅（テープ幅）はチップサイズ毎に異なるものが必要である。しかしながら、ＭＣＭ
は小形基板に高密度に複数のチップ類を実装するため、実装時のスペ－スが少なく多種類
のテープ幅の採用は困難である。また、テープ幅が多品種となり材料管理が大変なことや
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、実装装置もテープ幅毎に駆動、圧着、巻取りなどの各装置が必要なため大掛かりとなり
、設置スペ－スが大きくなることや高価となる等の不都合を生じる。そのため、接着剤層
を基板の全面に形成した後、各種サイズのチップを実装することが試みられている（特公
昭６１－２７９０２号公報）が、非接続部の残余接着剤の除去処理が面倒なことに加え、
接着剤層を実装部以外に過剰に用いるため、コストアップを招く欠点がある。また、基板
の全面に接着剤が形成されているので、接続時の熱が隣接するチップ搭載部に影響するた
め、例えば熱硬化型接着剤の反応が促進されて隣接部のチップ搭載前の接着剤が使用不能
な状態になったり、チップ搭載後も接続温度による接着剤の軟化による隣接チップの接続
不良を招きやすい。これはまた、チップ搭載後の不良チップの除去の際にもいえ、熱硬化
型接着剤の反応により不良チップは剥がし難く接着剤の除去が困難である。他方、チップ
と略同一大きさの接着剤層を形成する試みとして、ウェハ状態で接着剤層を形成しフルダ
イシングする試みが、例えば特公平４－３０７４２号公報に見られるが、この場合もチッ
プの種類毎に異なる多種類のウェハを接着剤付で準備することは、接着剤の保存性に寿命
があることや工程管理が複雑である等の欠点を有している。またチップの突起電極（バン
プともいう）の頂上部の先端のみに接着剤を形成し接続可能なピッチを向上する試みが特
開昭６３－２７６２３７号公報や特開平２－１９９８４７号公報等に見られるが、これら
はいずれも突起電極の頂上部のみに接着剤を形成するものであり、基板との接着面積が突
起電極の近傍のみであり接着力が弱く接続信頼性も不十分である。この対策として突起電
極の頂上部以外に接着剤を形成するには、アンダーフィル材を注入するなどの手段が別途
必要なため工程が増加しコスト高となる。さらにチップ高さの異なる場合や基板の両面に
実装する場合、従来一般的に行われていた平行設置された金型を圧締するプレス法や、平
行設置された加圧ロール法などでは、加熱加圧が均一に行われず、微細電極の接続が不可
能である。
　本発明は上記欠点に鑑みなされたもので、新しい接着剤付チップ連を提供するものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、セパレータと、セパレータ上に剥離可能に形成されたフィルム状の接着剤層
と、接着剤層上に基板への搭載順に間隔をおいて独立して配置された複数のチップと、を
備え、チップの電極面の全面がチップと略同一サイズの接着剤層により貼着されているこ
とを特徴とする接着剤付チップ連に関する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、チップサイズの異なるチップの電極面に正確に接着剤を形成すること
が出来るとともに、サイズの異なる複数のチップを一度に実装することができるので、効
率よくＭＣＭの製造が可能になった。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（ａ）、（ｂ）は本発明の実施例の工程を説明する断面模式図。
【図２】（ａ）～（ｃ）は本発明の接着剤の幅とチップの配列例を示す平面図。
【図３】参考例を説明する断面模式図。
【図４】本発明の他の実施例を説明する断面模式図。
【図５】本発明における接着剤付チップの構成を示す断面模式図。
【図６】本発明における接着剤付チップの構成を示す断面模式図。
【図７】（ａ）、（ｂ）は本発明における接着剤付チップ連の構成を示す断面模式図。
【図８】本発明の接着剤付チップを実装したＭＣＭの斜視図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下本発明を、実施例を示した図面を参照しながら説明する。図１は、本発明の一実施
例を説明する断面模式図である。図１（ａ）は熱圧着装置の一部であり、例えば吸着等で
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チップ１を固定可能な加熱ヘッド２と、定盤３の間に、接着剤層４とセパレータ５からな
る接着テープ６が存在する。ここに接着剤層４はチップ１の電極形成面と相対するように
配置する。また接着テープ６は定盤３に吸着等で密着され、あるいは定盤３の前後のロー
ル等（図示してない）で張力をかけた状態で走行可能としてもよい。また接着剤層４はセ
パレータ５から剥離可能であり、セパレータ５の密着や張力による固定で一層容易となる
。加熱ヘッド２と定盤３の間を加圧することで半導体チップ１の電極形成面に、これより
大きな接着剤層４を接触させる。接着剤層４の大きさは、ＭＣＭに用いる複数のチップの
中の最大チップのサイズを選択することが他のチップにも適用可能であり、また取り扱い
易いことからも好ましい。このときチップの縦×横の小さい方を選択すると、テープ幅を
小さくでき装置のスペ－スを小さくできるので好ましい。接着剤層４の幅（一般的にはテ
ープ幅）は、図２（ａ）のようにチップサイズとほぼ同じ大きさや、図２（ｂ）のように
チップサイズより若干大きめでもよいが不経済である。また、図２（ｃ）のように２列以
上に取り出すことも可能であり、これらは取り扱い性や量産性を考慮して選択する。図１
（ａ）において、加熱ヘッド２は所定温度に加熱されているので、チップ１の電極形成面
の背面より直接加熱され、チップサイズに沿った接着剤層が優先的に加熱される。この時
チップ１の周辺接着剤は熱伝播が少なく、熱伝導性も低い接着剤のみなのでほとんど加熱
されずにフィルム状を維持するが、チップ１に密着した接着剤層４は加熱により低粘度化
しあるいは粘着性の増加によりチップ１に転着一体化しフィルム強度が向上する。したが
ってチップ１のサイズに沿った接着剤層４の凝集力低下ラインが形成される。この時ヘッ
ド２の加熱温度は、接着剤層４が軟化流動し（好ましくは１０００ポイズ以下、より好ま
しくは１００～１０ポイズが目安）、かつ接着剤の硬化反応が開始しないか低位の状態（
反応率２０％以下が目安）とすることが好ましく、使用する接着剤系によって適宜選定す
る。ヘッド２の加熱温度は、後述する潜在性硬化剤の活性温度以下で行うことが、接着剤
付チップの保存性が向上するのでさらに好ましい。
【０００９】
　図１（ｂ）は、加熱ヘッド２を定盤３から離した図であるが、チップ１のサイズに沿っ
た接着剤層の凝集力低下ラインによりチップ１と略同一大きさの接着剤層４をチップ１に
転着形成できる。定盤３上の接着剤層４は、チップ１に転着した接着剤層４が抜けた形で
存在するが、残存する接着剤層４やセパレータ５によりフィルム形状を保っており、除去
もしくは走行移動する事で新しい接着面を定盤３上に載置可能である。図１の場合、接着
剤層４をセパレータ５から剥離した接着剤付チップが得られるので、そのまま基板に接続
して連続的なＭＣＭ化が可能である。保存時には、接着剤面にセパレータを再度形成して
もよい。図１において、あらかじめテープ上に各種チップを仮接続などにより載置してお
くと、接着剤付チップとしてテープからチップを剥離する際にも有効に適用可能である。
この場合、各種チップを順序だてて接着剤付チップとして連続的に供給できるので、生産
性が高く有効である。
【００１０】
　図３は、接着剤付チップを得る一参考例を説明する断面模式図である。図３は圧着装置
の一部を示し、チップ１を吸着等で固定した加圧ヘッド８と定盤３の間を、接着剤層４と
セパレータ５からなる接着テープ６が存在する。ここに接着テープ６は、定盤３に吸着等
で密着され、あるいは定盤３の前後のロール等（図示してない）で張力をかけた状態で走
行可能としてもよい。加圧ヘッド８には切断ジグ７が配設されている。切断ジグ７の刃は
、チップ１のサイズに沿って周囲に形成するが、テープ幅とチップサイズが略同等な場合
には２辺であってもよい。切断ジグ７により接着剤層４の少なくとも厚み方向の一部もし
くは全層を切断し、チップ１と略同一大きさの接着剤層４をチップ１に付着形成する。こ
の時加圧ヘッド８は、加熱しない状態でもよく、この場合室温作業が可能なことから熱に
よる接着剤のトラブル防止ができる。また所定温度に加熱されていると図１の熱の場合と
の相乗効果により、作業条件幅の拡大が可能となることや、接着剤層４の粘着性の増加が
得られるのでさらに好ましい。切断ジグ７は金属やセラミックス等の刃物や、熱、紫外線
、レ－ザ等のエネルギ－線を用いることが可能である。切断ジグ７が刃物であり押し圧切
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断する場合の高さすなわちチップ１の接続面からの距離は、接着剤層４もしくはセパレー
タ５への切り込み深さを考慮して決定するが、接着剤層４を全層切断することが接着剤層
４から接着剤付チップを分離しやすい事から好ましい。この場合、切断ジグ７を加圧ヘッ
ド８に収納可能とし、上下動可能の機構とすることで、連続生産性が向上する。図１や３
において、図４のように定盤３とセパレータ５の間にゴム等のクッション層１１を載置す
ることで、さらにチップサイズの外周エッヂに沿った大きさの接着剤付チップの入手が容
易となりさらに好ましい。
【００１１】
　以上により得られた接着剤付チップについて、図５～６を用いて説明する。いずれもチ
ップと略同一面積のフィルム状接着剤が、電極部（図示してない）を覆ってチップの電極
面の全面に存在している。図５の（ａ）は、接着剤付チップの基本構成であり、半導体チ
ップ１と接着剤層４が同一の大きさである。（ｂ）～（ｃ）は半導体チップ１に比べ若干
の大小がある場合で、基板との接続後の最適接着剤量の調節のために有効である。大小の
範囲としては、チップサイズ±３０％程度とすることが接着剤付チップの形状安定性から
好ましく、同一の大きさとすることがより好ましい。本発明ではこれら（ａ）～（ｃ）を
含めて、半導体チップと略同一大きさと表現する。（ｄ）は接着剤層４にセパレータ５が
形成されている場合であり、保存時に接着剤面に塵埃などの付着防止の点から好ましい。
図６の（ａ）～（ｂ）は突起電極１２のあるチップの場合であり、（ｃ）は突起電極のな
いチップの場合である。また（ａ）、（ｂ）は接着剤に導電粒子１４を含有する場合であ
り、（ｃ）は導電粒子を含有ない場合である。図６のこれら突起電極や導電粒子の有無は
交互に組み合わせ可能である。図７（ａ）は、接着剤付チップの応用構成であり、チップ
と略同一大きさのフィルム状接着剤がチップの電極形成面の全面を覆って存在してなる接
着剤付チップの複数個が独立して、セパレータ上に形成された接着剤付チップ連であり、
連続したテープ状として巻き重ねることもできる。また、図７（ｂ）のように、接着剤層
４はチップサイズに沿った形で独立してセパレ－タ５上に形成することもできる。これら
の場合、各種チップを例えば基板への搭載順に順序だててセパレータ上に形成しておくこ
とで、接着剤付チップが連続的に供給できるので、生産性が高く有効である。以上よりな
る接着剤付チップは、シングルチップ実装にも適用可能であるが、これを用いたマルチチ
ップ実装法を以下に示す。まず、接続すべき接着剤付チップの電極と基板の電極を、顕微
鏡や画像記憶装置を用いて位置合わせする。このとき位置合わせマークの併用も有効であ
る。次いで、接続すべき電極間で加熱加圧し、同一基板に対し複数のチップの導電接続を
得る。加熱加圧の条件としては、多数個同時に圧着すると、生産性の向上に有効である。
加熱加圧の方法として通常のプレスによる他に、オートクレーブ等を用いた静水圧による
方法も、特にチップの厚みや大きさが異なる場合の均一加熱加圧法として有効である。本
発明でいう静水圧とは、物体の外部表面に垂直に一定の圧力が作用する状態をいう。ここ
で一般的にチップ面積が２～２０ｍｍ角であるのに対し接続部の厚みは１ｍｍ以下、多く
は０．１ｍｍ以下と、圧倒的にチップ面積が大きく電極接続方向の圧力が得られる。加熱
加圧時に、接続すべき電極間で導通検査を行うことも可能である。接着剤は、未硬化ある
いは硬化反応の不十分な状態で導通検査可能なのでリペア作業が容易である。このとき接
着剤の反応率は３０％程度以下で検査を行うことが溶剤に対するリペア作業と両立しやす
く好ましい。また接着剤の反応率が１０％未満の場合は電極の固定が不十分なので加圧を
併用することが好ましい。以上で図８に示すような、複数の各種形状やサイズのチップ類
１を接着剤層４を用いて、比較的小形の基板９に高密度に実装するマルチチップモジュー
ル（ＭＣＭ）が得られる。本発明が適用できる基板９としては、ポリイミドやポリエステ
ル等のプラスチックフィルム、ガラス繊維／エポキシ等の複合体、シリコン等の半導体、
ガラスやセラミックス等の無機質基板等を例示できる。
【００１２】
　本発明に用いる接着剤層４は、熱可塑性材料や、熱や光により硬化する材料が広く適用
できる。これらは接続後の耐熱性や耐湿性に優れることから、硬化性材料の適用が好まし
い。なかでも潜在性硬化剤を含有したエポキシ系接着剤や過酸化物などのラジカル系硬化
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剤を含有したアクリル系接着剤は、短時間硬化が可能で接続作業性がよく、分子構造上接
着性に優れるので特に好ましい。潜在性硬化剤は、熱や圧力による反応開始の活性点が比
較的明瞭であり、熱や圧力工程を伴う本発明に好適である。潜在性硬化剤としては、イミ
ダゾール系、ヒドラジド系、三フッ化ホウ素－アミン錯体、アミンイミド、ポリアミンの
塩、オニウム塩、ジシアンジアミドなど、及びこれらの変性物があり、これらは単独また
は２種以上の混合体として使用出来る。これらはアニオン又はカチオン重合型などのいわ
ゆるイオン重合性の触媒型硬化剤であり、速硬化性を得やすく、また、化学当量的な考慮
が少なくてよいことから好ましい。これらの中では、イミダゾール系のものが非金属系で
あり電食が発生しにくく、また、反応性や接続信頼性の点からとくに好ましい。硬化剤と
してはその他に、ポリアミン類、ポリメルカプタン、ポリフェノール、酸無水物等の適用
や前記触媒型硬化剤との併用も可能である。また硬化剤を核としその表面を高分子物質や
、無機物で被覆したマイクロカプセル型硬化剤は、長期保存性と速硬化性という矛盾した
特性の両立が可能である。本発明に用いられる接着剤の硬化剤の活性温度は、４０～２０
０℃が好ましい。４０℃未満であると室温との温度差が少なく保存に低温が必要であり、
２００℃を越すと接続時に他の部材に熱影響を与えるためであり、このような理由から５
０～１５０℃がより好ましい。本発明でいう活性温度は、ＤＳＣ（示差走査熱量計）を用
いて、エポキシ樹脂と硬化剤の配合物を試料として、室温から１０℃／分で昇温させた時
の発熱ピーク温度で示す。活性温度は、低温側であると反応性に勝るが保存性が低下する
傾向にあるので、これらを考慮して決定する。本発明において、硬化剤の活性温度以下の
熱処理により接着剤付チップの保存性が向上し、活性温度以上で良好なマルチチップの接
続が得られる。従って硬化剤の活性温度以下で、凝集力低下ラインが形成されるように、
溶融粘度を調節することが好ましい。
【００１３】
　これら接着剤層４には、導電粒子や少量の絶縁粒子を添加することが、接着剤付チップ
の製造時の加熱加圧時に厚み保持材として作用するので好ましい。この場合、導電粒子や
絶縁粒子の割合は、０．１～３０体積％程度であり、異方導電性とするには０．５～１５
体積％である。接着剤層４は、絶縁層と導電層を分離形成した複数層の構成品も適用可能
である。この場合、分解能が向上するため高密度な電極接続が可能となる。導電粒子とし
ては、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｗ、Ｓｂ、Ｓｎ、はんだ等の金属粒子やカ
ーボン、黒鉛等があり、またこれら導電粒子を核材とするか、あるいは非導電性のガラス
、セラミックス、プラスチック等の高分子等からなる核材に前記したような材質からなる
導電層を被覆形成したものでよい。さらに導電材料を絶縁層で被覆してなる絶縁被覆粒子
や、導電粒子とガラス、セラミックス、プラスチック等の絶縁粒子の併用等も分解能が向
上するので適用可能である。導電粒子の粒径は、微小な電極上に１個以上、好ましくはな
るべく多くの粒子数を確保するには、小粒径粒子が好適であり１５μｍ以下、より好まし
くは７～１μｍである。１μｍ未満では電極表面と接触し難い。また、導電材料は、均一
粒子径であると電極間からの流出が少ないので好ましい。これら導電粒子の中では、プラ
スチック等の高分子核材に導電層を形成したものや、はんだ等の熱溶融金属が、加熱加圧
もしくは加圧により変形性を有し、接続に回路との接触面積が増加し、信頼性が向上する
ので好ましい。特に高分子類を核とした場合、はんだのように融点を示さないので軟化の
状態を接続温度で広く制御でき、電極の厚みや平坦性のばらつきに対応し易いので特に好
ましい。また、例えばＮｉやＷ等の硬質金属粒子や、表面に多数の突起を有する粒子の場
合、導電粒子が電極や配線パターンに食込むので、電極表面に酸化膜や汚染層の存在する
場合にも低い接続抵抗が得られ、信頼性が向上するので好ましい。
【００１４】
　本発明のマルチチップ実装法によれば、異なる大きさの必要サイズの接着剤付チップを
基板に実装できるので小面積基板に多数のチップの実装が容易である。本発明によれば、
各チップ毎に必要量の接着剤層が形成されたチップを用いることにより、チップサイズ毎
に異なる接着テープを用いる場合に比べ、テープ幅は少ない種類ですみ、実装装置の簡略
化が可能である。また、基板の全面に接着剤層を形成した場合に比べ、隣接するチップや
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接着剤への熱や圧力の影響がなく、不要な接着剤を使用しないので経済的である。本発明
の好ましい実施態様によれば、接着剤に潜在性硬化剤を含有してなるので硬化剤の活性温
度以下の熱処理により接着剤付チップが得られるので接着剤の保存性が向上し、活性温度
以上でマルチチップの信頼性に優れた接続が得られる。本発明の静水圧によるマルチチッ
プ実装法によれば、密閉容器内の圧力は一定であるので、多数枚のＭＣＭを同時に処理可
能なため量産効果が高い。また気体や液体での媒体加熱であるため高価な金型が不要であ
り、媒体の種類により、熱、湿気、嫌気性などの各種接着剤の適用が可能である。また接
着剤の硬化に長時間が必要な場合も、一度の操作で多数作製可能である。本発明のマルチ
チップ実装法によれば、本格的に接着剤の硬化を行う前に導通検査を行うことが出来るの
で不良接続部を発見した時、接着剤は硬化反応の不十分な状態であり、チップの剥離や、
その後のアセトン等の溶剤を用いた清浄化が極めて簡単であり、リペア作業が容易である
。また、接着剤付チップをセパレータ上に形成した接着剤付チップ連は、基板への搭載順
に形成可能であり、生産性の向上に有効である。接着剤付チップの製造法によれば、接着
剤層がチップの加熱によりチップ近辺に凝集力低下ラインの形成が容易であり、また接着
剤層をセパレータより剥離可能としたことにより、比較的容易にチップサイズの接着剤付
チップが得られる。またこの温度を硬化剤の活性温度以下に設定することで、接着剤の保
存性に影響を与えることなく安定して使用可能である。
【実施例】
【００１５】
　以下実施例でさらに詳細に説明するが、本発明はこれに限定されない。
（実施例１）
（１）接着剤層の作製
　フェノキシ樹脂（高分子量エポキシ樹脂）とマイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有す
る液状エポキシ樹脂（エポキシ当量１８５）の比率を３０／７０とし、酢酸エチルの３０
重量％溶液を得た。この溶液に、粒径３±０．２μｍのポリスチレン系粒子にＮｉ／Ａｕ
の厚さ０．２／０．０２μｍの金属被覆を形成した導電性粒子を２体積％添加し混合分散
した。この分散液をセパレータ（シリコーン処理ポリエチレンテレフタレートフィルム、
厚み４０μｍ）にロールコータで塗布し、１００℃で、２０分乾燥し、厚み２０μｍの接
着フィルムを得た。この接着フィルムのＤＳＣによる活性温度は１２０℃であり、硬化剤
を除去したモデル配合の粘度をデジタル粘度計ＨＶ－８（株式会社レスカ製）により測定
したところ、１００℃における粘度は８００ポイズであった。この接着フィルムをセパレ
ータと共に切断し２ｍｍ幅のテープ状物を得た。
【００１６】
（２）接着剤層付きチップの作製
　チップ実装装置ＡＣ－ＳＣ４５０Ｂ（日立化成工業（株）製ＣＯＢ接続装置）に（１）
で得たテープ状物を、接着面を上にして装着し、テープ状物を定盤の前後のロールで張力
をかけ、定盤に密着状態で走行可能とした。評価用ＩＣチップ（シリコン基板、２×１０
ｍｍ、厚さ０．５ｍｍ、長辺側２辺にバンプと呼ばれる５０μｍφ、高さ２０μｍの金電
極が３００個形成）を吸着により加熱ヘッドに固定した。上記構成で加熱ヘッドを１１０
℃に設定し、テープ状物の接着剤面に５ｋｇ／ｃｍ２で３秒間熱圧着後に、加熱ヘッドを
上昇させて圧力を解放し、加熱ヘッドを定盤から離した。この時のＩＣチップ先端のテー
プ状物の接着剤の実際の温度は最高１０２℃であった。以上により、チップサイズにほぼ
等しい接着剤層をセパレータから剥離した接着剤付チップを得た。同様にして、ＩＣチッ
プサイズが５×５ｍｍ（テープ幅５．５ｍｍ）を２個、１０ｍｍφ（テープ幅１０．５ｍ
ｍ）１個の計４個の接着剤付チップを得た。これらのチップのバンプピッチは異なるが、
バンプ高さやシリコン基板の厚みは同じである。
【００１７】
（３）接続
　１５ｍｍ×２５ｍｍで厚み０．８ｍｍのガラスエポキシ基板（ＦＲ－４グレード）上に
、高さ１８μｍの銅の回路を有し、回路端部が上記（２）のＩＣチップのバンプピッチに
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対応した接続電極を有するガラスエポキシ基板に前記接着剤付チップを配置し、ＣＣＤカ
メラによる電極の位置合わせ後に、１５０℃、２０ｋｇｆ／ｍｍ２、１５秒で全体を一度
に接続した。チップ高さがほぼ等しく、またチップと加熱ヘッド間に、厚み１００μｍの
ポリテトラフルオロエチレンシ－トを介在させて緩衝材としたので、４個の接着剤付チッ
プを一度に接続したＭＣＭを得た。
（４）評価
　各チップの電極と基板電極は良好に接続が可能であった。接着剤はチップ近傍のみに存
在しているので、基板表面に不要接着剤はほとんどなかった。
【００１８】
（参考例１）
　実施例１と同様であるが、接着剤付チップの作製方法を変えた。すなわち、加圧ヘッド
に切断ジグを有する方法であり、テープ幅を１０ｍｍとした。２×１０ｍｍチップの場合
について説明すると、切断ジグはニクロム線よりなるヒータ線とし４辺に設けた。加圧ヘ
ッドは加熱しないで室温とした。切断ジグをヒータ線としたのでセパレータへの切り込み
深さを全層とすることが可能であり、接着剤面にセパレータ付きのチップが得られた。他
のチップも、同様に接着剤を形成できた。１０ｍｍφチップの場合、切断ジグ内径を１１
ｍｍφのヒータ線とした。この場合も、各チップの電極と基板電極は良好に接続が可能で
あった。接着剤はチップ近傍のみに存在しているので、基板表面に不要接着剤はほとんど
なかった。
【００１９】
（参考例２）
　参考例１と同様であるが、接着剤層付きチップの作製方法において、加熱ヘッドを７０
℃に設定した。また、切断ジグはカミソリ刃とした。この場合も、接着剤層付きチップが
容易に得られた、切断ジグと加熱手段を併用することで、チップへの接着剤の密着が容易
であった。実施例１に比べ加熱温度の低下が可能であった。
【００２０】
（実施例２）
　実施例１と同様であるが、接着剤層付きチップの作製方法を変えた。すなわち、あらか
じめテープ（幅１０．５ｍｍ）上に各種チップを仮接続（１００℃、５ｋｇ／ｃｍ２、３
秒間熱圧着）して形成し、図７（ａ）のように各種チップを順序だてて連続的に供給でき
るようにした後で、実施例１と同様にして、チップサイズにほぼ等しい接着剤層をセパレ
ータから剥離した接着剤付チップを得た。この場合、セパレータからの剥離が容易であり
、実装順にチップが得られるので、極めて生産性が高かった。各チップの電極と基板電極
は良好に接続が可能であった。
【００２１】
（実施例３）
　実施例２で得た接着剤付チップを、連続状のセパレータに隣接チップの間隔を１ｍｍと
して再度仮接続して図７（ｂ）のような接着剤層付きチップ連をえた。実装順にセパレー
タからチップが取り出せるので極めて生産性が高かった。各チップの電極と基板電極は良
好に接続が可能であった。また接着剤層付きチップ連は、外径５５ｍｍのリール芯に巻取
可能であり、コンパクトに収納可能なため、作業後の冷蔵保管も容易であった。各チップ
の電極と基板電極は良好に接続が可能であった。
【００２２】
（実施例４）
　実施例１と同様であるが、接着剤の種類を変えた。すなわち、導電粒子を未添加とした
。この場合も各チップの電極と基板電極は良好に接続が可能であった。チップのバンプと
ガラスエポキシ基板の接続電極が直接接触し、接着剤で固定されているためと見られる。
【００２３】
（実施例５）
　実施例１と同様であるが、接着剤付チップを得た後で電極間の電気的接続を検査する中
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加圧しながら各接続点の接続抵抗をマルチメータで測定した。同様に、１５０℃、２０ｋ
ｇｆ／ｍｍ２、４秒の条件で接続後に接続装置から取外した。加熱加圧により接着剤の硬
化がはじまっているので、各ＩＣチップは基板側に仮固定されており無圧下で同様に検査
したところ、両例ともに１個のＩＣチップが異常であった。そこで、異常チップを機械的
に剥離して新規チップで前記同様の接続を行ったところ、いずれも良好であった。両例と
も接着剤は硬化反応が不十分な状態なので、チップの剥離や、その後の溶剤を用いた清浄
化も極めて簡単であり、リペア作業が容易であった。接着剤の反応率をＤＳＣによる発熱
量で調べたところ、前者で７％、後者で２０％であった。以上の通電検査工程およびリペ
ア工程の後で、更に１５０℃、２０ｋｇｆ／ｍｍ２、１５秒で接続したところ、両例とも
に良好な接続特性を示した。接着剤の硬化後であると、チップの剥離やその後の溶剤によ
る清浄化がきわめて困難であるが、本実施例のように狭い基板上に多数のチップが存在す
る場合もリペア作業が容易であった。
【００２４】
（比較例）
　実施例１と同様であるが、セパレータ付接着フィルムをチップサイズに合わせて裁断し
電極形成面に貼り付けた。チップが小さいため正確に貼り付けるのに時間がかかり、１枚
のＭＣＭを作製するのに２０分以上かかり、実施例１の場合の１分以内に比べ非効率であ
った。
【００２５】
（実施例６）
　実施例１と同様であるが、接続時の加熱加圧の手段として静水圧による方法とした。ガ
ラスエポキシ基板に接着剤付チップを配置し、ＣＣＤカメラによる電極の位置あわせ後の
チップ仮付け基板を、圧力釜にいれて１２０℃、２０ｋｇ／ｃｍ２、３０分間の空気圧処
理後に室温に冷却しとりだした。本実施例では、各チップの高さに関係なく均等な圧力が
かかるので、実施例１で用いたような緩衝材を用いる必要がない。また圧力釜の容量に応
じて多数のＭＣＭを同時に大量に処理することが可能である。
【００２６】
（実施例７）
　実施例１と同様であるが、セパレータをポリテトラフルオロエチレン（厚さ８０μｍ）
にかえた。実施例１と同様な評価を行ったところ、チップ端部での接着剤のエッジがチッ
プサイズにより近い形で鋭利に転着可能であった。セパレータが実施例１に比べて柔軟性
を有しているため、チップのエッジに沿った接着剤の切断が可能になったためと考えられ
る。ここで、両者の弾性率は、ポリエチレンテレフタレートフィルムの２００ｋｇｆ／ｍ
ｍ２に対して、ポリテトラフルオロエチレン４０ｋｇｆ／ｍｍ２である。
【００２７】
（実施例８）
　実施例１と同様であるが、セパレータと定盤との間に厚みが０．５ｍｍのシリコーンゴ
ムを載置して接着剤付チップを作製した。この場合には実施例１に比べてチップ端部での
接着剤のエッジがチップサイズにより近いサイズで鋭利に転着可能であった。シリコーン
ゴムがクッション材的に作用したためと見られる。セパレータの下に柔らかなゴム層が存
在する場合にも、電極面に形成される接着剤の厚みはバンプの高さや導電粒子により制御
されるので、バンプ上に４μｍ程度、バンプ以外は当初の接着剤厚みである２０μｍ程度
に形成されていた。
【符号の説明】
【００２８】
　１…チップ部品、２…加熱ヘッド、３…定盤、４…接着剤層、５…セパレータ、６…接
着テープ、７…切断ジグ、８…加圧ヘッド、９…基板、１０…絶縁層、１１…クッション
層、１２…突起電極、１３…配線層、１４…導電粒子。
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