
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ベアチップを回路基板上に実装する構造であって、
第１の径の基部と該第１の径より小さい第２の径の先端部とからなる少なくとも２段階に
形成された金属バンプの入出力端子を有するベアチップと、
該ベアチップの入出力端子に対応した位置に開口部を有するインターポーザーと、
導通パッドを有する回路基板と、を具備し、前記ベアチップが前記インターポーザーを介
して該回路基板上に搭載される場合に、前記入出力端子が前記インターポーザーの前記開
口部を介して前記回路基板の前記導通パッドに直接電気的に接続され、バンプの先端の小
さい第２の径の先端部が前記入出力端子をインターポーザーの開口部に容易に挿入可能と
し、
前記インターポーザーの厚さは入出力端子の高さより薄く、もって前記回路基板の表面に
接触しないようにしたことを特徴とするベアチップの実装構造。
【請求項２】
ベアチップを回路基板上に実装する実装方法であって、
前記ベアチップの入出力端子に対応した位置に開口部を有し、該開口部にメッキを施した
インターポーザを前記回路基板に接着する工程と、
前記インターポーザの開口部に前記ベアチップの入出力端子が入るよう前記ベアチップを
搭載する工程と、
前記ベアチップを試験する工程と、
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前記ベアチップと前記インターポーザの間に接着剤を流し込む工程とからなることを特徴
とするベアチップの実装方法。
【請求項３】

ベアチップを回路基板上に実装する実装方法
であって、
前記ベアチップの入出力端子に対応した位置に開口部を有するとともに、テスト用パッド
が設けられるインターポーザへ前記ベアチップを搭載する工程と、
前記テスト用パッドを用いて前記ベアチップを試験する工程と、
前記テスト用パッドを切り離す工程とからなることを特徴とするベアチップの実装方法。
【請求項４】
ベアチップを回路基板上に実装する際、両者間に介在させるインターポーザであって、
前記ベアチップの 入出力端子に対応した位置に開口部を有し、前記開口の内面には
メッキが施され、かつ該メッキより引き出される試験用パッドを有することを特徴とする
インターポーザ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はベアチップの実装構造に関する。詳しくは、ベアチップを回路基板に実装すると
き、両者間にインターポーザを介在させ、実装したベアチップが不良のときはベアチップ
を回路基板より容易に取り外すことができるベアチップの実装構造に関する。また、ベア
チップを回路基板に実装する前に電気的特性の試験を容易に行なうことができるベアチッ
プの実装構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ベアチップの回路基板への実装において、実装後にベアチップの不良が発見された
ときは、回路基板よりベアチップを除去して交換する必要があるが、ベアチップの除去に
際して回路基板を損傷し、回路基板全体を使用不可能にする場合がある。そこで回路基板
を損傷しない実装構造が考えられている。
【０００３】
その１例として、図４（ａ）に示すものは特公平６－６６３５６号に記載された実装構造
である。これは、同図に示すように、先ず回路基板１の所定の導体電極２上にベアチップ
３を沸点の異なる２種類の溶剤からなる溶剤型の導電性接着剤４を用いてフェイスダウン
ボンディングにより実装した後、加熱等によって沸点の異なる２種類の溶剤からなる溶剤
型導電性接着剤４中の低い沸点の溶剤分を蒸発させる。
【０００４】
このとき、図４（ｂ）に示すように時間経過とともにベアチップ３の接続抵抗は、導電性
接着剤４中の溶剤分の蒸発度合に従って減少し、経過時間Ｔ後には電気的な導通が安定す
る。この後ベアチップ３の電気的特性を検査し、不良が検出されたときは回路基板１より
ベアチップ３を取り外し、良品の場合のみ溶剤型の導電性接着剤４の本硬化を行ってベア
チップ３を回路基板１へ本固定するのである。
【０００５】
また、他の実装構造として、特開平６－６９２８０号に記載された実装構造がある。これ
は、先ず図５（ａ）に示すように、回路基板１に配列されたパッド５にマスキングによっ
て熱硬化性のパラジウム系導電樹脂材を塗布し、加熱することでパラジウム系導電樹脂材
を硬化させてバンプ６の形成を行う。
【０００６】
次いで、図５（ｂ）に示すように、パッド５が配列された面に常温でゲル状となる熱可塑
性の合成樹脂材７ａを盛りつけ、ベアチップ３の電極３ａをバンプ６に位置決めし、ベア
チップ３を矢印Ｂ方向に押圧しながら加熱（例えば１１０～１５０°Ｃ）し、図５（ｃ）
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第１の径の基部と該第１の径より小さい第２の径の先端部とからなる少なくとも２段階に
形成された金属バンプの入出力端子を有する

突状の



に示すように、ゲル状の合成樹脂材７ａを硬化させ、絶縁層７を形成し、ベアチップ３を
回路基板１に固着させ、同時にバンプ６をパッド５に密着させ、ベアチップ３を回路基板
１に実装させるのである。
【０００７】
そして、電気的特性試験を行い、もしベアチップが不良のときは、例えば前記加熱温度よ
り高い１５０～２００°Ｃに加熱して絶縁層７を軟化させることにより、ベアチップを回
路基板より容易に取り外すことができるようになっている。
【０００８】
上記ベアチップの実装構造ではベアチップの電気的特性は回路基板への実装後に行ってい
るが、ベアチップ単体で試験を行うこともできる。その場合、従来のベアチップの電気的
特性試験は、電極ピッチの微細化により非常に困難となっているが、従来用いられている
試験装置は、図６に示すように、多数のプローブピン８を案内板９によってベアチップの
電極ピッチに合わせるように案内している。また他の例では、ベアチップと同一ピッチで
並べた接触ピンを備えたソケットが用いられている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来のベアチップの実装構造において、図４で説明した特公平６－６６３５６号に記
載された実装構造は、ベアチップ３が導電性接着剤４で電極２のみに接着されているため
、ベアチップが不良の時の取り外しは容易であるが、取り付け強度が充分とはいい難く取
り付けの信頼性が低い。また図５で説明した特開平６－６９２８０号に記載された実装構
造は、ベアチップを熱可塑性の合成樹脂により回路基板に固着しているため、熱硬化性樹
脂に比べて接着強度は低く、ベアチップの取り外しは容易であるがやはり取り付けの信頼
性に欠けるという問題がある。
【００１０】
また、図６で説明したベアチップの試験装置はプローブピンをベアチップの電極ピッチに
合わせるためプローブピンが長くなり、高周波特性の測定には不向きであるという問題が
ある。また接触ピンをベアチップの電極ピッチと同一に並べたソケットは高価であり、且
つ接触ピンが微小であるため耐久性が劣るという問題がある。
【００１１】
本発明は、上記従来の問題点に鑑み、ベアチップを回路基板に実装する場合に、信頼性を
確保しつつ交換容易なベアチップの実装構造を実現しようとする。また，、本発明はベア
チップを回路基板に実装する前に容易に試験を行なうことが可能なベアチップの実装構造
を実現しようとする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明によると、

【００１３】
また、本発明は
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ベアチップを回路基板上に実装する構造であって、第１の径の基部と該
第１の径より小さい第２の径の先端部とからなる少なくとも２段階に形成された金属バン
プの入出力端子を有するベアチップと、該ベアチップの入出力端子に対応した位置に開口
部を有するインターポーザーと、導通パッドを有する回路基板と、を具備し、前記ベアチ
ップが前記インターポーザーを介して該回路基板上に搭載される場合に、前記入出力端子
が前記インターポーザーの前記開口部を介して前記回路基板の前記導通パッドに直接電気
的に接続され、バンプの先端の小さい第２の径の先端部が前記入出力端子をインターポー
ザーの開口部に容易に挿入可能とし、前記インターポーザーの厚さは入出力端子の高さよ
り薄く、もって前記回路基板の表面に接触しないようにしたことを特徴とするベアチップ
の実装構造が提供される。この構成を採ることにより、バンプの先端の径が小さいため、
インターポーザに設けられた開口部に挿入し易くなる。

ベアチップを回路基板上に実装する実装方法であって、前記ベアチップの
入出力端子に対応した位置に開口部を有し、該開口部にメッキを施したインターポーザを
前記回路基板に接着する工程と、前記インターポーザの開口部に前記ベアチップの入出力



【００１４】
また、本発明は、

ことを特徴とする。この構成を採ることにより、ベアチップ
を回路基板に実装する前に電気的特性を試験することができる。また試験後はインターポ
ーザのベアチップより外に出ている部分を切り放すことにより回路基板へ実装した時に他
の部品の邪魔にならず、搭載部品の実装密度を向上することができる。
【００１５】
また、本発明は、

この構成を採ることにより、インターポーザの開口部に設けられためっ
き部にバンプが接触し、さらに回路基板のパッドに確実に接触することができる。この際
バンプの高さが多少低くパッドに接触できなくとも、めっき部を介してパッドに接触する
ため、電気的特性の試験を行うことができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の第１の実施の形態を示す断面図である。同図において、２０はベアチップ
、２１はインターポーザ、２２は回路基板である。そしてベアチップ２０には入出力端子
にバンプ２３が設けられ、回路基板２２にはパッド２４が設けられている。また、インタ
ーポーザ２１はベアチップ２０とほぼ同じ大きさで、バンプ２３の高さよりも薄い絶縁性
を有するフイルムであり、ベアチップ２０の入出力端子（バンプ２３）に対応した位置に
それぞれ開口部２５が設けられ、さらに該開口部２５の上下面及び内面にはめっき２５ａ
が施されている。
【００１７】
また該インターポーザ２１の材料としては、レーザで孔あけが可能な有機材料が好ましく
、例えばポリエステルが用いられるが、特にポリイミド樹脂やガラスエポキシ樹脂等の耐
熱性を有するものは温度試験のことを考慮すると有利である。さらにガラスやセラミョク
でも良い。そして、回路基板２２のパッド２４に開口部２５を位置合わせしてインターポ
ーザ２１を重ね、該インターポーザ２１の上にバンプ２３が開口部２５に挿入されるよう
にしてベアチップ２０を重ね合わせる。この際インターポーザ２１の開口部２５に設けら
れためっき部２５ａにバンプ２３が接触し、さらに回路基板２２のパッド２４に確実に接
触することができる。この際バンプ２３の高さが多少低くパッド２４に接触できなくとも
、めっき部２５ａを介してパッド２４に接触するため、電気的特性の試験を行うことがで
きる。
【００１８】
試験後、ベアチップが良品の場合は、ベアチップ２０とインターポーザ２１との間及びイ
ンターポーザ２１と回路基板の間に熱硬化性樹脂を充填して加熱硬化させることによりベ
アチップ２０は回路基板２２に確実に固定される。またこの場合、熱硬化性樹脂の硬化に
よる収縮によりバンプ２３とパッド２４の接触も確実となる。なお、その後ベアチップ２
０が不良となった場合にはベアチップ２０は回路基板２２より除去する必要があるがベア
チップ２０を回路基板２２より除去する場合、本実施の形態はベアチップ２０および回路
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端子が入るよう前記ベアチップを搭載する工程と、前記ベアチップを試験する工程と、前
記ベアチップと前記インターポーザの間に接着剤を流し込む工程とからなることを特徴と
する。この構成を採ることにより、ベアチップの基板への確実な実装ができると共にチッ
プ不良の時の取り外しは強度的に弱いインターポーザの部分を破壊して取り外すことがで
きるため取り外しは容易となり、且つ回路基板の破損は防止される。

第１の径の基部と該第１の径より小さい第２の径の先端部とからなる少
なくとも２段階に形成された金属バンプの入出力端子を有するベアチップを回路基板上に
実装する実装方法であって、前記ベアチップの入出力端子に対応した位置に開口部を有す
るとともに、テスト用パッドが設けられるインターポーザへ前記ベアチップを搭載する工
程と、前記テスト用パッドを用いて前記ベアチップを試験する工程と、前記テスト用パッ
ドを切り離す工程とからなる

ベアチップを回路基板上に実装する際、両者間に介在させるインターポ
ーザであって、前記ベアチップの突状の入出力端子に対応した位置に開口部を有し、前記
開口の内面にはめっきが施され、かつ該めっきより引き出される試験用パッドを有するこ
とを特徴とする。



基板２２より強度的に弱いインターポーザ２１から剥離されるためベアチップ２０および
回路基板２２を傷めることはない。なお、この場合熱硬化性樹脂の強度を弱めるため加熱
することが好ましい。また、バンプ２３はベアチップ２０に残るため取り外し後のチップ
不良解析時にプロープの接触が容易となる。
【００１９】
図２は本発明の第２の実施の形態を示す図である。本第２の実施の形態は図２（ａ）に示
すように、バンプ２３を金または半田等の柔軟な金属を用いたメタルバンプとし、その形
状を２段以上の段差を有する形状としたことで、その他は第１の実施の形態と同様である
。この段差のあるバンプの形成は、図２（ｂ）の如くキャピラリ２６から押し出された金
線２７を加熱して、金線の先端にボールを形成しベアチップ２０に押しつけたのちに、金
線を引き切ることでボールの部分と引き切られたワイヤの部分とによって２段の段差のあ
るバンプ２３が形成される。
【００２０】
次いで図２（ｃ）の如くベアチップ２０を裏返してガラス板２８の上に乗せ、ベアチップ
２０を押圧してバンプ２３の高さを揃える。その後第１の実施の形態と同様にして回路基
板２２の上にインターポーザ２１を挟んでベアチップ２０を実装するのである。このとき
本実施の形態はバンプ２３の先端の径が小さいため、インターポーザ２１に設けられた開
口部２５に挿入し易くなる。
【００２１】
なお、インターポーザ２１の孔あけは、インターポーザ２１に有機材料を用いた場合、レ
ーザを用いて行なえば正確な孔あけができる。
【００２２】
図３は本発明の第３の実施の形態を示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）図のｂ－
ｂ線における断面図である。同図において、２０はベアチップ、２１はインターポーザで
ある。そしてベアチップ２０には入出力端子にバンプ２３が設けられている。また、イン
ターポーザ２１はバンプ２３の高さよりも薄い絶縁性を有するフイルムであり、ベアチッ
プ２０のバンプ２３に対応した位置に開口部２５が設けられていることは第１の実施の形
態と同様であり、異なるところはインターポーザ２１をベアチップ２０のの外形より大き
くして、各開口部２５にパッド３０を設け、その各パッド３０から引出し線３１を介して
テスト用のパッド３２を設けたことである。
【００２３】
このように構成された本第３の実施の形態はベアチップ２０をインターポーザ２１に搭載
し押圧すれば、ベアチップ２０のバンプ２３はインターポーザ２１のパッド３０に接触す
る。この状態で、テスト用パッド３２に試験装置のプローブを接触させて電気的特性を試
験することができる。試験を実施した後にチップ不良が判明した場合にはベアチップの押
圧を解除すれば、ベアチップ２０はインターポーザ２１から簡単に取り外すことができる
。また本実施の形態は試験後、良品の場合はそのまま基板へ搭載するか、または、ベアチ
ップ２０より外方にでているインターポーザ部分を切り放して搭載しても良く、この場合
は他の実装部品の邪魔にならず、部品実装密度の向上に寄与することができる。
【００２４】
【発明の効果】
本発明のベアチップの実装構造に依れば、ベアチップとインターポーザとの間及びインタ
ーポーザと回路基板との間に熱硬化性樹脂を充填して加熱硬化させることによりベアチッ
プは回路基板に確実に固定される。またベアチップが不良で該ベアチップを回路基板より
除去する場合、ベアチップおよび回路基板より強度的に弱いインターポーザから剥離され
るためベアチップおよび回路基板を傷めることはない。そしてバンプはベアチップに残る
ため取り外し後のチップ不良解析時にプロープの接触が容易となる。
【００２５】
また、インターポーザ上にテスト用のパッドを設けたことにより、ベアチップを回路基板
に搭載する前に電気的特性を試験することができる。また試験後はベアチップより外に出
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ているインターポーザを切り放すことにより回路基板への実装時に他の部品への邪魔にな
らず、実装効率を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す断面図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態を示す図で、（ａ）は断面図、（ｂ），（ｃ）はバン
プの形成工程を示す図である。
【図３】本発明の第３の実施の形態を示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）図のｂ
－ｂ線における断面図である。
【図４】従来のベアチップの回路基板への実装構造示す図で、（ａ）はベアチップを搭載
した回路基板の断面図、（ｂ）は２種類の溶剤からなる溶剤型導電性接着剤の加熱時間に
よる接続抵抗の変化を示す図である。
【図５】従来のベアチップの回路基板への実装構造の他の例を示す図で、（ａ）～（ｃ）
はベアチップを回路基板に実装する工程を説明するための図である。
【図６】従来のベアチップ試験装置を示す概略図である。
【符号の説明】
２０…ベアチップ
２１…インターポーザ
２２…回路基板
２３…バンプ
２４，３０…パッド
２５…開口部
２６…キャピラリ
２７…金線
２８…ガラス板
３１…引出し線
３２…テスト用パッド
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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