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(57)【要約】
【課題】熱膨張差に拘わらず良好に電気接続を維持し続
けることができる接続端子およびその製造方法を提供す
る。
【解決手段】電子部品パッケージはプリント配線板に実
装される。パッケージ基板１６の導電パッド２８にはは
んだ片１７が接合される。はんだ片１７はプリント配線
板１４の導電パッド２８に接合される。導電パッド２８
には凹凸形状の接触面が区画される。パッケージ基板１
６とプリント配線板１４との間には熱膨張差が生じる。
はんだ片１７では剪断応力が発生する。電子部品の発熱
および冷却が繰り返されると、熱膨張差に応じてはんだ
片１７にはクラック３５が生じていく。クラック３５は
凹凸形状の接触面に沿って成長していく。クラック３５
の成長は凹凸形状の働きで蛇行する。クラック３５の成
長は阻害される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の入出力端子を有する電子部品と、
　第１の面で前記電子部品を受け止め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有
する配線基板と、
　前記第１の面とは異なる前記配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続される複
数の接続端子とを備え、
　前記接続端子のうち、少なくとも１以上の接続端子には、はんだ材を受け止める凹凸形
状を有する接触面が形成されることを特徴とする電子部品パッケージ。
【請求項２】
　前記電子部品パッケージにおいて、
　前記接触面が有する前記凹凸形状は、前記第２の面に対して傾斜する傾斜面により形成
されることを特徴とする請求項１記載の電子部品パッケージ。
【請求項３】
　前記電子部品パッケージにおいて、
　前記接触面が有する前記凹凸形状は、突起により形成されることを特徴とする請求項１
記載の電子部品パッケージ。
【請求項４】
　複数の入出力端子を有する電子部品と、
　第１の面で前記電子部品を受け止め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有
する配線基板と、
　前記第１の面とは異なる前記配線基板の第２の面に所定の配列で形成されて前記配線に
接続される複数の接続端子とを備え、
　前記接続端子のうち、前記配列の最外周に配置される第１の接続端子には、はんだ材を
受け止める凹凸形状を有する接触面が形成され、前記第１の接続端子以外の第２の接続端
子には、はんだ材を受け止める平坦な接触面が形成されることを特徴とする電子部品パッ
ケージ。
【請求項５】
　複数の入出力端子を有する電子部品と、
　第１の面で前記電子部品を受け止め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有
する配線基板と、
　前記第１の面のとは異なる前記配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続され、
多角形の輪郭で仕切られる配列に配置される複数の接続端子とを備え、
　前記接続端子のうち、前記多角形の角に配置される第１の接続端子には、はんだ材を受
け止める凹凸形状を有する接触面が形成され、前記第１の接続端子以外の第２の接続端子
には、はんだ材を受け止める平坦な接触面が形成されることを特徴とする電子部品パッケ
ージ。
【請求項６】
　複数の入出力端子を有する電子部品と、
　第１の面で前記電子部品を受け止め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有
する配線基板と、
　前記第１の面とは異なる前記配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続され、空
間の周囲で一周にわたって１列に配列される複数の第１の接続端子と、
　第１の接続端子の周囲に配列される第２の接続端子とを備え、
　前記第１の接続端子には、はんだ材を受け止める凹凸形状を有する接触面が形成され、
前記第２の接続端子には、はんだ材を受け止める平坦な接触面が形成されることを特徴と
する電子部品パッケージ。
【請求項７】
　基板と、
　前記基板の表面に形成されて、所定の配列で配置される複数の導電材製パッドとを備え
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、前記導電材製パッドのうち、少なくとも１以上の導電材製パッドには、はんだ材を受け
止める凹凸形状を有する接触面が区画されることを特徴とするプリント配線板。
【請求項８】
　複数の入出力端子を有する電子部品と、
　第１の面で前記電子部品を受け止め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有
する配線基板と、
　前記第１の面とは異なる前記配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続される複
数の第１接続端子と、
　前記複数の第１接続端子にそれぞれ接合される複数のはんだ片と、個々の前記第１接続
端子に対応して前記複数のはんだ片にそれぞれ接合される複数の第２接続端子を含む配線
を有するプリント配線板とを備え、
　前記複数の第１接続端子および対応する前記複数の第２接続端子のうち、少なくとも１
以上の第１接続端子および第２接続端子の組には、はんだ材を受け止める凹凸形状を有す
る接触面がそれぞれ形成されることを特徴とする基板ユニット。
【請求項９】
　配線基板素材の表面に形成される導電材のべた膜上で所定の入出力用パッドに対応する
位置に導電材の突起を形成する工程と、
　前記べた膜上に、前記突起を覆いつつ、前記入出力用パッドを含む配線パターンを象っ
たレジスト膜を形成する工程と、
　前記レジスト膜の周囲で前記導電材のべた膜を除去し、前記導電材の配線パターンを残
存させる工程とを備えることを特徴とするプリント配線板の製造方法。
【請求項１０】
　絶縁性基板の表面に所定の配列で配置される複数の導電材製パッドを有する配線基板を
用意する工程と、
　前記導電材製パッドの表面に導電ペーストを盛る工程と、
　前記導電ペーストを固化する工程とを備えることを特徴とするプリント配線板の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばプリント配線板に実装される電子部品パッケージやそのような電子部
品パッケージの実装に用いられるプリント配線板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）半導体パッケージといった電子部品
パッケージは広く知られる。こういったＢＧＡ半導体パッケージは例えばセラミック製の
パッケージ基板を備える。パッケージ基板上にＬＳＩチップといった電子部品が実装され
る。ＢＧＡ半導体パッケージは例えば樹脂製のプリント配線板上に実装される。実装にあ
たってＢＧＡボール（またははんだボール）といったはんだ材が用いられる。個々のＢＧ
Ａボールはパッケージ基板側の導電パッドおよびプリント配線板上の導電パッドに接合さ
れる。
【特許文献１】特開２００１－１１０９４０号公報
【特許文献２】特開２００６－２４８８９号公報
【特許文献３】国際公開第９９／３６９５７号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　トランジスタのスイッチングに基づきＬＳＩチップは動作中に発熱する。こういった発
熱に基づきパッケージ基板およびプリント配線板では熱膨張が生じる。セラミックおよび
樹脂では熱膨張係数が異なることから、パッケージ基板とプリント配線板との間には熱膨
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張差が生じる。例えば電源がオンオフされると、ＬＳＩチップの発熱および冷却が繰り返
される。その結果、熱膨張差に応じてＢＧＡボールにはクラックが生じることがある。ク
ラックはパッケージ基板側の導電パッドとプリント配線板上の導電パッドとの間で電気接
続を切断してしまう。
【０００４】
　本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、熱膨張差に拘わらず良好に電気接続を維
持し続けることができる基板ユニットを提供することを目的とする。本発明はそういった
基板ユニットの実現に大いに貢献する電子部品パッケージおよびプリント配線板を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、基板ユニットは、複数の入出力端子を有する電子部品と、
第１の面で前記電子部品を受け止め、前記電子部品の前記入出力端子に接続される配線を
有する配線基板と、第１の面とは異なる配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続
される複数の第１接続端子と、前記第１接続端子にそれぞれ接合される複数のはんだ片と
、個々の前記第１接続端子に対応して前記複数のはんだ片にそれぞれ接合される複数の第
２接続端子を含む配線を有するプリント配線板とを備え、前記複数の第１接続端子および
対応する前記複数の第２接続端子のうち、少なくとも１以上の第１接続端子および第２接
続端子の組には、はんだ材を受け止める凹凸形状を有する接触面がそれぞれ形成される。
【０００６】
　こういった基板ユニットでは電子部品は動作中に発熱する。発熱に基づき配線基板およ
びプリント配線板では熱膨張が引き起こされる。配線基板とプリント配線板との間には熱
膨張差が生じる。はんだ片では剪断応力が発生する。例えば電子部品の動作がオンオフさ
れると、電子部品の発熱および冷却は繰り返される。その結果、熱膨張差に応じてはんだ
片にはクラックが生じていく。クラックは凹凸形状の接触面に沿って成長していく。この
とき、クラックの成長は凹凸形状の働きで蛇行する。クラックの成長は阻害される。第１
接続端子および第２接続端子の間で電気接続は維持され続ける。従来では、はんだ片でク
ラックの発生が考慮された。第１接続端子および第２接続端子はいわゆるダミーパッドと
して利用された。ダミーパッドは電子部品の入出力信号線に接続されなかった。
【０００７】
　こういった基板ユニットの実現にあたって、電子部品パッケージは、複数の入出力端子
を有する電子部品と、第１の面で前記電子部品を受け止め、前記電子部品の前記入出力端
子に接続される配線を有する配線基板と、第１の面とは異なる配線基板の第２の面に形成
されて前記配線に接続される複数の接続端子とを備えればよい。前記接続端子のうち、少
なくとも１以上の接続端子には、はんだ材を受け止める凹凸形状を有する接触面が形成さ
れればよい。プリント配線板は、基板と、前記基板の表面に形成されて、所定の配列で配
置される複数の導電材製パッドとを備えればよい。前記導電材製パッドのうち、少なくと
も１以上の導電材製パッドには、はんだ材を受け止める凹凸形状を有する接触面が区画さ
れればよい。
【０００８】
　電子部品パッケージは、複数の入出力端子を有する電子部品と、第１の面で前記電子部
品を受け止め、前記電子部品の前記入出力端子に接続される配線を有する配線基板と、第
１の面とは異なる配線基板の第２の面に所定の配列で形成されて前記配線に接続される複
数の接続端子とを備えてもよい。前記接続端子のうち、前記配列の最外周に配置される第
１の接続端子には、はんだ材を受け止める凹凸形状を有する接触面が形成され、前記第１
の接続端子以外の第２の接続端子には、はんだ材を受け止める平坦な接触面が形成されれ
ばよい。電子部品パッケージは例えばプリント配線板に実装されればよい。このとき、プ
リント配線板は、第１の接続端子および第２の接続端子に対応して形成される接続端子を
備えればよい。こういった基板ユニットによれば、第１の接続端子と対応する接続端子と
の間ではクラックの発生に拘わらず電気接続は維持され続ける。第２の接続端子と対応す
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る接続端子との間で電気接続は維持され続ける。
【０００９】
　電子部品パッケージは、複数の入出力端子を有する電子部品と、第１の面で前記電子部
品を受け止め、前記電子部品の前記入出力端子に接続される配線を有する配線基板と、第
１の面とは異なる配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続され、多角形の輪郭で
仕切られる配列に配置される複数の接続端子とを備えればよい。前記接続端子のうち、前
記多角形の角に配置される第１の接続端子には、はんだ材を受け止める凹凸形状を有する
接触面が形成され、前記第１の接続端子以外の第２の接続端子には、はんだ材を受け止め
る平坦な接触面が形成されればよい。電子部品パッケージは例えばプリント配線板に実装
されればよい。このとき、プリント配線板は、第１の接続端子および第２の接続端子に対
応して形成される接続端子を備えればよい。こういった基板ユニットによれば、第１の接
続端子と対応する接続端子との間ではクラックの発生に拘わらず電気接続は維持され続け
る。第２の接続端子と対応する接続端子との間で電気接続は維持され続ける。
【００１０】
　電子部品パッケージは、複数の入出力端子を有する電子部品と、第１の面で前記電子部
品を受け止め、前記電子部品の前記入出力端子に接続される配線を有する配線基板と、第
１の面とは異なる配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続され、空間の周囲で一
周にわたって１列に配列される複数の第１の接続端子と、第１の接続端子の周囲に配列さ
れる第２の接続端子とを備え、前記第１の接続端子には、はんだ材を受け止める凹凸形状
を有する接触面が形成され、前記第２の接続端子には、はんだ材を受け止める平坦な接触
面が形成されればよい。電子部品パッケージは例えばプリント配線板に実装されればよい
。このとき、プリント配線板は、第１の接続端子および第２の接続端子に対応して形成さ
れる接続端子を備えればよい。こういった基板ユニットによれば、第１の接続端子と対応
する接続端子との間ではクラックの発生に拘わらず電気接続は維持され続ける。第２の接
続端子と対応する接続端子との間で電気接続は維持され続ける。
【００１１】
　プリント配線板の製造方法は、配線基板素材の表面に形成される導電材のべた膜上で所
定の入出力用パッドに対応する位置に導電材の突起を形成する工程と、前記べた膜上に、
前記突起を覆いつつ、前記入出力用パッドを含む配線パターンを象ったレジスト膜を形成
する工程と、前記レジスト膜の周囲で前記べた膜の導電材を除去し、導電材の配線パター
ンを残存させる工程とを備えればよい。その他、プリント配線板の製造方法は、絶縁性基
板の表面に所定の配列で配置される複数の導電材製パッドを有するプリント配線板を用意
する工程と、前記導電材製パッドの表面に導電ペーストを盛る工程と、前記導電ペースト
を固化する工程とを備えてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように本発明によれば、熱膨張差に拘わらず良好に電気接続を維持し続けること
ができる電子部品パッケージおよび基板ユニット並びにプリント配線板およびその製造方
法は提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照しつつ実施形態の一例を説明する。
【００１４】
　図１は実施形態の一例に係る電子機器の一具体例すなわちサーバコンピュータ装置１１
の外観を概略的に示す。サーバコンピュータ装置１１は筐体１２を備える。筐体１２内に
は収容空間が区画される。収容空間にはマザーボードが配置される。マザーボードには例
えばＢＧＡ半導体パッケージといった半導体部品やメインメモリが実装される。ＢＧＡ半
導体パッケージは、例えば一時的にメインメモリに保持されるソフトウェアプログラムや
データに基づき様々な演算処理を実行する。ソフトウェアプログラムやデータは、同様に
収容空間に配置されるハードディスク駆動装置（ＨＤＤ）といった大容量記憶装置に格納



(6) JP 2009-246166 A 2009.10.22

10

20

30

40

50

されればよい。こういったサーバコンピュータ装置１１は例えばラックに搭載される。
【００１５】
　図２に示されるように、実施形態の一例に係るプリント基板ユニットすなわちマザーボ
ード１３は大型のプリント配線板１４を備える。プリント配線板１４の厚みは例えば３．
６ｍｍに設定される。プリント配線板１４の表面にはＢＧＡ半導体パッケージすなわちＬ
ＳＩ（大規模集積回路）チップパッケージ１５が実装される。ＬＳＩチップパッケージ１
５はパッケージ基板１６を備える。パッケージ基板１６には例えばセラミック基板が用い
られる。パッケージ基板１６は多角形の輪郭を備える。ここでは、パッケージ基板１６は
正方形の輪郭に形作られる。一辺の長さは例えば４７．５ｍｍに設定される。パッケージ
基板１６の厚みは１．７ｍｍに設定される。
【００１６】
　プリント配線板１４の表面にはパッケージ基板１６の輪郭の内側で複数の端子バンプ１
７すなわちＢＧＡボールが配置される。端子バンプ１７ははんだ材から形成される。例え
ばはんだ材にはいわゆる無鉛はんだが用いられる。無鉛はんだは例えば錫、銀および銅の
合金で構成される。端子バンプ１７上にパッケージ基板１６が受け止められる。こうして
パッケージ基板１６は端子バンプ１７でプリント配線板１４の表面に接合される。こうし
た端子バンプ１７は端子バンプ群を構成する。ここでは、端子バンプ１７は４６行４６列
に配列される。行ピッチおよび列ピッチは１ｍｍに設定される。端子バンプ１７の高さは
０．４ｍｍ程度に設定される。
【００１７】
　パッケージ基板１６の表面には電子部品すなわちＬＳＩチップ１８が実装される。ＬＳ
Ｉチップ１８は例えば正方形の輪郭を備える。例えば、一辺の長さは１８ｍｍに設定され
る。パッケージ基板１６の表面にはマトリックス状に端子バンプ１９が配列される。端子
バンプ１９上にＬＳＩチップ１８は受け止められる。ＬＳＩチップ１８内には複数の入出
力信号線が形成される。個々の入出力信号線は端子バンプ１９に接続される。こうして入
出力信号線はＬＳＩチップ１８から引き出される。端子バンプ１９はパッケージ基板１６
上で封止される。すなわち、ＬＳＩチップ１８とパッケージ基板１６との間は樹脂材２１
で満たされる。その他、パッケージ基板１６上にはチップキャパシターやチップ抵抗とい
った電子部品２２が実装されてもよい。
【００１８】
　パッケージ基板１６の表面には熱伝導部材すなわちヒートスプレッダー２３が受け止め
られる。ヒートスプレッダー２３は例えばはんだ材に基づきパッケージ基板１６の表面に
鑞付けされる。ヒートスプレッダー２３は例えば銅といった金属材料から成形される。ヒ
ートスプレッダー２３はＬＳＩチップ１８の表面に接触する。ＬＳＩチップ１８の表面は
例えばはんだ材でヒートスプレッダー２３の下向き面に鑞付けされる。こうしてＬＳＩチ
ップ１８の熱エネルギーは効率的にヒートスプレッダー２３に受け渡される。
【００１９】
　ヒートスプレッダー２３上には放熱部材すなわちヒートシンク２４が受け止められる。
ヒートシンク２４は平板状のベース板２４ａを備える。ベース板２４ａは平坦な下向き面
でヒートスプレッダー２３の上向き面に重ね合わせられる。ベース板２４ａおよびヒート
スプレッダー２３の間には例えば伝熱シート（図示されず）が挟み込まれる。ベース板２
４ａには複数枚のフィン２４ｂが固着される。個々のフィン２４ｂはベース板２４ａの上
向き面から垂直方向に立ち上がる。フィン２４ｂは相互に平行に配列される。隣接するフ
ィン２４ｂ同士の間には同一方向に延びる通気路が区画される。ベース板２４ａやフィン
２４ｂは例えばアルミニウムや銅といった金属材料から成形されればよい。ヒートシンク
２４にはヒートスプレッダー２３から熱エネルギーが伝達される。熱エネルギーはヒート
シンク２４から大気に放射される。
【００２０】
　ヒートシンク２４はプリント配線板１４に連結される。連結にあたって例えば４本のボ
ルト２５が用いられる。ボルト２５はパッケージ基板１６の対角線の延長線上で４角の外
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側に配置される。ボルト２５はヒートシンク２４のベース板２４ａおよびプリント配線板
１４を貫通する。ボルト２５の先端にはプリント配線板１４の裏側でナット２６が結合さ
れる。ボルト２５の頭２５ａすなわちフランジとベース板２４ａとの間には弦巻ばね２７
が挿入される。弦巻ばね２７は、ベース板２４ａからボルト２５の頭２５ａを遠ざける弾
性力を発揮する。その結果、ベース板２４ａはＬＳＩチップパッケージ１５のヒートスプ
レッダー２３に向かって押し付けられる。
【００２１】
　図３に示されるように、プリント配線板１４は基板１４ａを備える。基板１４ａは樹脂
材から形成される。基板１４ａの表面すなわち平坦面には接続端子すなわち第１実施形態
に係る導電パッド２８が形成される。導電パッド２８は円盤形に形成される。円盤の直径
は例えば０．６ｍｍに設定される。導電パッド２８の表面は凹凸形状に形成される。すな
わち、平坦な基礎面３１内に１つの以上の突起３２が形成される。個々の突起３２は例え
ば角（つの）形に形成される。ここでは、導電パッド２８の膜厚０．０１ｍｍに対して突
起３２の高さは基礎面３１から０．０３ｍｍに設定される。突起３２の根本で突起３２の
径は０．０５ｍｍ程度に設定される。突起３２は基礎面３１や突起３２の表面粗さから区
別される。導電パッド２８の表面に端子バンプ１７は受け止められる。突起３２は端子バ
ンプ１７内に食い込む。導電パッド２８は裏面で基板１４ａの表面に受け止められる。導
電パッド２８は例えば銅といった導電材から形成される。パッケージ基板１６の裏面には
導電パッド２８に対応して導電パッド２８が形成される。導電パッド２８はパッケージ基
板１６内の配線を通じてＬＳＩチップ１８の入出力信号線に接続される。導電パッド２８
同士は端子バンプ１７で接続される。端子バンプ１７と導電パッド２８との間には凹凸形
状の接触面が確立される。導電パッド２８は、プリント配線板１４の表面やパッケージ基
板１６の裏面に形成される配線パターン内に形成されればよい。
【００２２】
　こういったマザーボード１３ではＬＳＩチップ１８は動作中に発熱する。発熱に基づき
パッケージ基板１６およびプリント配線板１４では熱膨張が引き起こされる。セラミック
および樹脂では熱膨張係数が異なることから、パッケージ基板１６とプリント配線板１４
との間には熱膨張差が生じる。端子バンプ１７では、パッケージ基板１６とプリント配線
板１４との間に生じる熱膨張差に基づき剪断応力が発生する。特に、端子バンプ群の配列
の４隅で端子バンプ１７には最大の剪断応力が発生する。例えばＬＳＩチップ１８の動作
がオンオフされると、ＬＳＩチップ１８の発熱および冷却は繰り返される。その結果、熱
膨張差に応じて４隅の端子バンプ１７にはクラックが生じていく。クラックは導電パッド
２８の表面に沿って成長していく。このとき、前述のように、端子バンプ１７には導電パ
ッド２８の突起３２が食い込む。その結果、図４に示されるように、クラック３５の成長
は突起３２の働きで蛇行する。クラック３５の成長は阻害される。導電パッド２８同士の
間で電気接続は維持され続ける。従来では、４隅の端子バンプ１７でクラックの発生が考
慮された。その結果、４隅の導電パッドはダミーパッドとして利用された。ここで、ダミ
ーパッドとはＬＳＩチップ１８の入出力信号線に接続されないパッドをいう。
【００２３】
　次に導電パッド２８の製造方法を説明する。プリント配線板１４やパッケージ基板１６
は用意される。プリント配線板１４やパッケージ基板１６の表面には予め配線パターンが
形成される。配線パターンには、導電パッド２８の基礎面３１を形成するパッド３３が形
成される。図５に示されるように、基礎面３１には導電ペースト３４が角形に盛られる。
導電ペースト３４は金属製例えば銅製の微粒子を含む。導電ペースト３４が加熱されると
、導電ペースト３４中のバインダーすなわち熱硬化樹脂が硬化する。こうして突起３２は
形成される。
【００２４】
　図６に示されるように、１つの導電パッド２８上で複数の突起３２は１列に並べられて
もよい。こうして熱膨張時の伸縮方向に突起３２が並べられると、クラック３５の成長は
確実に蛇行する。クラック３５の成長は確実に阻害される。導電パッド２８同士の間で電
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気接続は確実に維持され続ける。
【００２５】
　その他、例えば図７に示されるように、プリント配線板１４およびパッケージ基板１６
では前述の導電パッド２８に通常の導電パッド２８ａが組み合わせられてもよい。この導
電パッド２８ａは円盤形に形成される。円盤の直径は同様に例えば０．６ｍｍに設定され
る。導電パッド２８ａの膜厚は例えば０．０１ｍｍに設定される。導電パッド２８ａの表
面は単純な平坦面３６に形成される。平坦面３６の表面粗さは前述の基礎面３１および突
起３２の表面粗さと等しく設定される。導電パッド２８ａの表面に端子バンプ１７は受け
止められる。導電パッド２８ａは裏面でプリント配線板１４の表面に受け止められる。導
電パッド２８ａは例えば銅といった導電材から形成される。パッケージ基板１６の裏面に
は導電パッド２８ａに対応して導電パッド２８ａが形成される。導電パッド２８ａはＬＳ
Ｉチップ１８の入出力信号線に接続される。導電パッド２８ａ同士は端子バンプ１７で接
続される。
【００２６】
　図８に示されるように、前述の導電パッド２８はパッケージ基板１６の輪郭に沿って配
置されてもよい。すなわち、端子バンプ群の最外周の配列に対応する位置に導電パッド２
８は配置される。すなわち、導電パッド２８は端子バンプ群の最外周に沿って１周にわた
って１列に配列される。プリント配線板１４ではこれらの導電パッド２８に対応して導電
パッド２８が配置される。最外周の配列以外の端子バンプ１７に対してパッケージ基板１
６およびプリント配線板１４では通常の導電パッド２８ａが配置される。最外周の端子バ
ンプ１７ではクラック３５の成長は突起３２の働きで蛇行する。クラック３５の成長は阻
害される。導電パッド２８同士の間で電気接続は維持され続ける。全ての導電パッド２８
、２８ａは電気接続に利用されることができる。
【００２７】
　例えば図９に示されるように、前述の導電パッド２８はパッケージ基板１６の４隅に配
置されてもよい。すなわち、端子バンプ群の配列の４隅に対応する位置に導電パッド２８
は配置される。プリント配線板１４ではこれら４つの導電パッド２８に対応して導電パッ
ド２８が配置される。４隅以外の端子バンプ１７に対してパッケージ基板１６およびプリ
ント配線板１４には導電パッド２８が配置される。４隅の端子バンプ１７ではクラック３
５の成長は突起３２の働きで蛇行する。クラック３５の成長は阻害される。導電パッド２
８同士の間で電気接続は維持され続ける。全ての導電パッド２８、２８ａは電気接続に利
用されることができる。その他、端子バンプ１７の配列の輪郭が四角形以外の多角形に設
定される場合には、少なくとも多角形の各角に導電パッド２８は配置されればよい。１つ
の導電パッド２８上では突起３２は配列の対角線に沿って１列に並べられればよい。
【００２８】
　例えば図１０に示されるように、端子バンプ群では所定の行列数で端子バンプ１７の配
置が省略されてもよい。この配列では所定の行列数に対応する空間３７が端子バンプ１７
に囲まれる。この場合、前述の導電パッド２８は、空間３７の周囲で一周にわたって１列
に配列されればよい。すなわち、端子バンプ群の最内周の配列に対応する位置に配置され
ればよい。最内周の導電パッド２８ではクラック３５の成長は突起３２の働きで蛇行する
。クラック３５の成長は阻害される。導電パッド２８同士の間で電気接続は維持され続け
る。全ての導電パッド２８、２８ａは電気接続に利用されることができる。
【００２９】
　その他、例えば図１１に示されるように、導電パッド２８には棒状の突起３２ａが形成
されてもよい。同様に、導電パッド２８には段差付きの棒状の突起３２ｂが形成されても
よい。これらの突起３２ａ、３２ｂはプリント配線板１４やパッケージ基板１６の製造時
に形成されればよい。突起３２ａ、３２ｂの形成にあたって、図１２に示されるように、
例えば配線基板素材４１が用意される。配線基板素材４１は例えば樹脂基板やセラミック
基板であればよい。配線基板素材４１の表面には導電材のべた膜４２が形成される。べた
膜４２の表面には導電材製の突起３２ａ、３２ｂが形成される。突起３２ａ、３２ｂは導
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電パッド２８の輪郭の内側に対応する位置に配置される。突起３２ａ、３２ｂの形成にあ
たって例えばフォトリソグラフィー技術が利用される。すなわち、べた膜４２の表面には
レジスト膜４３が形成される。レジスト膜４３は突起３２ａ、３２ｂに対応する空隙４４
を形成する。べた膜４２に基づきめっき処理が施される。その結果、レジスト膜４３の空
隙４４内で突起３２ａ、３２ｂが形成される。段差の形成にあたって複数回にわたってレ
ジスト膜４３は重ね合わせられればよい。重ね合わせのたびにレジスト膜４３内の空隙４
４は狭められればよい。突起３２ａ、３２ｂの形成後、レジスト膜４３は除去される。
【００３０】
　その後、図１３に示されるように、べた膜４２上に再びレジスト膜４６は形成される。
レジスト膜４６はパッド３３を含む配線パターンを象る。パッド３３上で突起３２ａ、３
２ｂはレジスト膜４６に覆われる。こうしたレジスト膜４６に基づきエッチング処理が施
される。その結果、レジスト膜４６の周囲でべた膜４２の導電材は除去される。レジスト
膜４６下で導電材の配線パターンは残存する。配線パターンには突起３２ａ、３２ｂ付き
の導電パッド２８が形成される。レジスト膜４６は除去される。
【００３１】
　図１４は第２実施形態に係る導電パッド４７を示す。この導電パッド４７では凹凸形状
の実現にあたって傾斜面４８が利用される。傾斜面４８はプリント配線板１４の表面やパ
ッケージ基板１６の裏面の平坦面に対して所定の傾斜角αで傾斜する。ここでは、導電パ
ッド４７の表面には４枚の傾斜面４８に基づき四角錐面が形成される。四角錐面は例えば
０．０３ｍｍの高さで盛り上がる。こういった導電パッドは前述の導電パッド２８と同等
な作用効果を発揮する。その他、４枚の傾斜面４８は、図１５に示されるように、熱膨張
時の伸縮方向に直交する稜線で仕切られてもよい。
【００３２】
　以下、コンピュータシミュレーションに基づき導電パッド４７の効力を検証した結果を
示す。シミュレーションにあたって前述のマザーボード１３の構造に基づき解析モデルは
作成された。この解析モデルでは３種類の導電パッド４９、４７ａ、４７ｂが用意された
。いずれの導電パッド４９、４７ａ、４７ｂでも輪郭は四角形に単純化された。各辺の大
きさは０．６ｍｍに設定された。図１６に示されるように、第１導電パッド４９の表面は
平坦面で規定された。第２導電パッド４７ａの表面は四角錐面に規定された。頂点の高さ
は０．０１ｍｍに設定された。同様に、第３導電パッド４７ｂの表面は四角錐面に規定さ
れた。頂点の高さは０．０３ｍｍに設定された。第１解析モデルでは全ての導電パッドに
第１導電パッド４９が適用された。第２解析モデルでは４隅の導電パッドに第２導電パッ
ド４７ａが適用された。それら以外の導電パッドには第１導電パッド４９が適用された。
同様に、第３解析モデルでは４隅の導電パッドに第３導電パッド４７ｂが適用された。そ
れら以外の導電パッドには第１導電パッド４９が適用された。図１７に示されるように、
端子バンプ１７の形状は多面体に単純化された。解析モデルは摂氏－２５度と摂氏１２５
度との間で熱サイクルに曝された。１サイクル当たりの非線形歪みが測定された。第１解
析モデルでは０．１１０９の非線形歪みが確認された。第２解析モデルでは０．１１０５
の非線形歪みが確認された。第３解析モデルでは０．１０９８の非線形歪みが確認された
。図１８に示されるように、四角錐面の頂点が高いほど、非線形歪みは低減されることが
確認された。すなわち、四角錐面の頂点が高いほど、端子バンプ１７の寿命は長いことが
確認された。
【００３３】
　なお、導電パッド２８、４７の輪郭は、必ずしも真円に限定されるものではなく、例え
ば六角形といった多角形でもよくその他の形状であってもよい。そういった形状であって
も突起３２、３２ａ、３２ｂや傾斜面４８の効果は同様に実現されることができることは
容易く想像される。
【００３４】
　（付記１）　複数の入出力端子を有する電子部品と、第１の面で前記電子部品を受け止
め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有する配線基板と、前記第１の面とは
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異なる前記配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続される複数の接続端子とを備
え、前記接続端子のうち、少なくとも１以上の接続端子には、はんだ材を受け止める凹凸
形状を有する接触面が形成されることを特徴とする電子部品パッケージ。
【００３５】
　（付記２）　前記電子部品パッケージにおいて、前記接触面が有する前記凹凸形状は、
前記第２の面に対して傾斜する傾斜面により形成されることを特徴とする付記１記載の電
子部品パッケージ。
【００３６】
　（付記３）　前記電子部品パッケージにおいて、前記接触面が有する前記凹凸形状は、
突起により形成されることを特徴とする付記１記載の電子部品パッケージ。
【００３７】
　（付記４）　複数の入出力端子を有する電子部品と、第１の面で前記電子部品を受け止
め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有する配線基板と、前記第１の面とは
異なる前記配線基板の第２の面に所定の配列で形成されて前記配線に接続される複数の接
続端子とを備え、前記接続端子のうち、前記配列の最外周に配置される第１の接続端子に
は、はんだ材を受け止める凹凸形状を有する接触面が形成され、前記第１の接続端子以外
の第２の接続端子には、はんだ材を受け止める平坦な接触面が形成されることを特徴とす
る電子部品パッケージ。
【００３８】
　（付記５）　複数の入出力端子を有する電子部品と、第１の面で前記電子部品を受け止
め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有する配線基板と、前記第１の面のと
は異なる前記配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続され、多角形の輪郭で仕切
られる配列に配置される複数の接続端子とを備え、前記接続端子のうち、前記多角形の角
に配置される第１の接続端子には、はんだ材を受け止める凹凸形状を有する接触面が形成
され、前記第１の接続端子以外の第２の接続端子には、はんだ材を受け止める平坦な接触
面が形成されることを特徴とする電子部品パッケージ。
【００３９】
　（付記６）　複数の入出力端子を有する電子部品と、第１の面で前記電子部品を受け止
め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有する配線基板と、前記第１の面とは
異なる前記配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続され、空間の周囲で一周にわ
たって１列に配列される複数の第１の接続端子と、第１の接続端子の周囲に配列される第
２の接続端子とを備え、前記第１の接続端子には、はんだ材を受け止める凹凸形状を有す
る接触面が形成され、前記第２の接続端子には、はんだ材を受け止める平坦な接触面が形
成されることを特徴とする電子部品パッケージ。
【００４０】
　（付記７）　基板と、前記基板の表面に形成されて、所定の配列で配置される複数の導
電材製パッドとを備え、前記導電材製パッドのうち、少なくとも１以上の導電材製パッド
には、はんだ材を受け止める凹凸形状を有する接触面が区画されることを特徴とするプリ
ント配線板。
【００４１】
　（付記８）　前記プリント配線板において、前記接触面の凹凸形状は、前記第２の面に
対して傾斜する傾斜面により形成されることを特徴とする付記７記載のプリント配線板。
【００４２】
　（付記９）　前記プリント配線板において、前記接触面の凹凸形状は突起により形成さ
れることを特徴とする付記７記載のプリント配線板。
【００４３】
　（付記１０）　複数の入出力端子を有する電子部品と、第１の面で前記電子部品を受け
止め、前記電子部品の入出力端子に接続される配線を有する配線基板と、前記第１の面と
は異なる前記配線基板の第２の面に形成されて前記配線に接続される複数の第１接続端子
と、前記複数の第１接続端子にそれぞれ接合される複数のはんだ片と、個々の前記第１接
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続端子に対応して前記複数のはんだ片にそれぞれ接合される複数の第２接続端子を含む配
線を有するプリント配線板とを備え、前記複数の第１接続端子および対応する前記複数の
第２接続端子のうち、少なくとも１以上の第１接続端子および第２接続端子の組には、は
んだ材を受け止める凹凸形状を有する接触面がそれぞれ形成されることを特徴とする基板
ユニット。
【００４４】
　（付記１１）　前記基板ユニットにおいて、前記接触面の凹凸形状は、前記第２の面に
対して傾斜する傾斜面により形成されることを特徴とする付記１０記載の基板ユニット。
【００４５】
　（付記１２）　前記基板ユニットにおいて、前記接触面の凹凸形状は突起により形成さ
れることを特徴とする付記１０記載の基板ユニット。
【００４６】
　（付記１３）　配線基板素材の表面に形成される導電材のべた膜上で所定の入出力用パ
ッドに対応する位置に導電材の突起を形成する工程と、前記べた膜上に、前記突起を覆い
つつ、前記入出力用パッドを含む配線パターンを象ったレジスト膜を形成する工程と、前
記レジスト膜の周囲で前記導電材のべた膜を除去し、前記導電材の配線パターンを残存さ
せる工程とを備えることを特徴とするプリント配線板の製造方法。
【００４７】
　（付記１４）　絶縁性基板の表面に所定の配列で配置される複数の導電材製パッドを有
する配線基板を用意する工程と、前記導電材製パッドの表面に導電ペーストを盛る工程と
、前記導電ペーストを固化する工程とを備えることを特徴とするプリント配線板の製造方
法。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】実施形態の一例に係る電子機器の一具体例すなわちサーバコンピュータ装置の外
観を概略的に示す斜視図である。
【図２】実施形態の一例に係るプリント基板ユニットすなわちマザーボードの構造を概略
的に示す側面図である。
【図３】第１実施形態に係る導電パッドを概略的に示すマザーボードの拡大部分垂直断面
図である。
【図４】図３に対応し、端子バンプ内でクラックの進行を概略的に示すマザーボードの拡
大部分垂直断面図である。
【図５】導電パッドの製造過程を概略的に示す導電パッドの側面図である。
【図６】導電パッドの拡大平面図である。
【図７】図３に対応し、第１実施形態に係る導電パッドおよび通常の導電パッドを概略的
に示す拡大部分垂直断面図である。
【図８】導電パッドの配列を概略的に示すパッケージ基板の裏面図である。
【図９】導電パッドの配列を概略的に示すパッケージ基板の裏面図である。
【図１０】導電パッドの配列を概略的に示すパッケージ基板の裏面図である。
【図１１】変形例に係る導電パッドを概略的に示すマザーボードの拡大部分垂直断面図で
ある。
【図１２】突起の製造過程を概略的に示すプリント配線板（またはパッケージ基板）の拡
大部分垂直断面図である。
【図１３】突起の形成後に配線パターンの製造過程を概略的に示すプリント配線板（また
はパッケージ基板）の拡大部分垂直断面図である。
【図１４】第２実施形態に係る導電パッドを概略的に示すマザーボードの拡大部分垂直断
面図である。
【図１５】第２実施形態の変形例に係る導電パッドを概略的に示すマザーボードの拡大部
分垂直断面図である。
【図１６】コンピュータシミュレーションの解析モデルを概略的に示す図である。
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【図１７】コンピュータシミュレーションで設定される端子バンプを概略的に示す斜視図
である。
【図１８】コンピュータシミュレーションに基づき検証結果を示すグラフである。
【符号の説明】
【００４９】
　１３　基板ユニット（マザーボード）、１４　プリント配線板、１４ａ　基板、１５　
電子部品パッケージ、１６　配線基板（パッケージ基板）、１７　はんだ材（端子パッド
）、１８　電子部品（ＬＳＩチップ）、１９　入出力端子（端子バンプ）、２８　接続端
子（第１の接続端子）としての導電パッド、２８ａ　第２の接続端子としての導電パッド
、３２　凹凸形状（突起）、３２ａ　凹凸形状（突起）、３２ｂ　凹凸形状（突起）、３
３　パッド、３４　導電ペースト、３６　平坦な接触面（平坦面）、４１　配線基板素材
、４２　べた膜、４８　傾斜面。

【図１】 【図２】
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