
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の面に電極が形成されたＩＣチップの前記一方の面を基板に対して相対向する向き
にて実装するフリップチップ実装方法において、
　前記ＩＣチップと前記基板との間にシート状の異方性導電接着剤とペースト状の接着剤
とを介在させた状態で、前記ＩＣチップと前記基板とを接続すること、
を含み、
　前記ペースト状の接着剤は、異方性導電接着剤であることを特徴とするフリップチップ
実装方法。
【請求項２】
　前記ＩＣチップと前記基板との接続は、熱圧着により行われることを特徴とする請求項
１記載のフリップチップ実装方法。
【請求項３】
　前記シート状の異方性導電接着剤を前記基板側に、前記ペースト状の接着剤を前記ＩＣ
チップ側に配置することを特徴とする請求項１または請求項２のいずれか一つに記載のフ
リップチップ実装方法。
【請求項４】
　前記シート状の異方性導電接着剤は、前記ＩＣチップの熱圧着工程前において、前記基
板に貼付されることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のフリップチッ
プ実装方法。
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【請求項５】
　前記ペースト状の接着剤は、前記熱圧着工程前において、前記基板に貼付された前記シ
ート状の異方性導電接着剤に塗布されることを特徴とする請求項４に記載のフリップチッ
プ実装方法。
【請求項６】
　前記ペースト状の接着剤は、前記熱圧着工程前において、前記一方の面に塗布されるこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一つに記載のフリップチップ実装方法。
【請求項７】
　前記シート状の異方性導電接着剤は、前記熱圧着工程前において、前記一方の面に塗布
された前記ペースト状の接着剤に貼付されることを特徴とする請求項１乃至請求項３のい
ずれか一つに記載のフリップチップ実装方法。
【請求項８】
　前記ペースト状の接着剤は、前記ペースト状の接着剤を塗布した前記一方の面を下方に
向けた状態において、前記一方の面から滴下しない粘性を有することを特徴とする請求項
６または請求項７に記載のフリップチップ実装方法。
【請求項９】
　前記シート状の異方性導電接着剤と前記ペースト状の接着剤との厚さの計は、前記熱圧
着工程前において、前記ＩＣチップおよび前記基板のいずれか一方に形成されたバンプの
高さよりも高いものとすることを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか一つに記載
のフリップチップ実装方法。
【請求項１０】
　前記シート状の異方性導電接着剤と前記ペースト状の接着剤との厚さの計は、前記シー
ト状の異方性導電接着剤と前記ペースト状の接着剤とにより前記熱圧着工程において形成
されるフィレットの高さが、前記ＩＣチップの前記一方の面が位置する高さよりも高くな
るとともに、前記ＩＣチップの前記一方の面とは反対の面が位置する高さよりも低くなる
範囲内とすることを特徴とする請求項９に記載のフリップチップ実装方法。
【請求項１１】
　前記シート状の異方性導電接着剤の面積は、前記一方の面の面積よりも大きいものとす
ることを特徴とする請求項１乃至請求項１０のいずれか一つに記載のフリップチップ実装
方法。
【請求項１２】
　前記シート状の異方性導電接着剤の面積は、前記シート状の異方性導電接着剤と前記ペ
ースト状の接着剤とにより前記熱圧着工程後に形成されるフィレットの高さが、前記ＩＣ
チップの前記一方の面が位置する高さよりも高くなるとともに、前記ＩＣチップの前記一
方の面とは反対の面が位置する高さよりも低くなる範囲内とすることを特徴とする請求項
１１に記載のフリップチップ実装方法。
【請求項１３】
　前記シート状の異方性導電接着剤と前記ペースト状の接着剤とに含まれる導電性粒子の
径をほぼ同一としたことを特徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれか一つに記載のフ
リップチップ実装方法。
【請求項１４】
　前記ＩＣチップとともに実装される受動素子と前記基板との接続に、前記シート状の異
方性導電接着剤と前記ペースト状の接着剤とを使用することを特徴とする請求項１乃至請
求項１３のいずれか一つに記載のフリップチップ実装方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＩＣチップを基板に実装する方法およびその方法により製造される装置のうち
で、フリップチップの実装方法および半導体装置に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来のフリップチップの実装方法は、図３で示すように、ＩＣチップ１と基板５の接続に
、異方性導電材であるシート状の異方性導電接着剤（以下ＡＣＦと呼ぶ）４や、図４で示
すようなペースト状の異方性導電接着剤（以下ＡＣＰと呼ぶ）９を介在させ、この状態に
おいてＩＣチップ１を基板５に熱圧着し、電気的および機械的に接続するものであった。
【０００３】
また、図５で示すように、異方性導電材を使用しないで、モールド材６で接着するととも
に、ＩＣチップの電極用パッド上に形成されたバンプ２と基板５の表面の金属との共晶を
利用して電気的導通を得る方法もあった。
【０００４】
なお、ＡＣＦはシート状の異方性導電接着剤と記述したが、異方性導電膜、異方性導電シ
ート等と表記される場合もある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来技術では、ＡＣＦやＡＣＰをそれぞれ単独で使用していたので、たとえ
ば、接続面の一部においてＡＣＦの接着が十分でなかったり、あるいは、図３に示すよう
に、ＩＣチップの接着面に熱圧着時に発生した気泡７が残留することにより接続不良にな
ったり、さらに、ＡＣＰの場合には、ＡＣＰの電気的・機械的接続能が十分でなかったり
と、かならずしも信頼性の高い実装方法ではなかった。
【０００６】
また、ＩＣチップ上のバンプと基板表面の金属との金属共晶を利用する場合も同じように
、バンプおよび基板の金属表面の仕上がり状態が少しでも悪ければ、うまく金属共晶を形
成できず、接続不良になる場合が考えられた。
【０００７】
そこで、本発明は、異方性導電材を使用するフリップチップ実装方法において、接続の信
頼性の高い実装方法を提供することを目的としている。
【０００８】
さらに、上述の実装方法によって製造される半導体装置を提供することを目的としている
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本発明は、
（１）一方の面に電極が形成されたＩＣチップの前記一方の面を基板に対して相対向する
向きにて実装するフリップチップ実装方法において、
　前記ＩＣチップと前記基板との間にシート状の異方性導電接着剤とペースト状の接着剤
とを介在させた状態で、前記ＩＣチップと前記基板とを接続すること、
を含み、
　前記ペースト状の接着剤は、異方性導電接着剤であることを特徴とするフリップチップ
実装方法としたものである。
【００１０】
このような方法にすることで、ＩＣチップと基板とを接続する際に、流動性が高いペース
ト状の接着剤の特性により、ＩＣチップの電極の形成された面とＡＣＦとの隙間にペース
ト状の接着剤が入り込むので、この部分に気泡が発生しにくくなる。さらに、ＩＣチップ
にバンプを設けている場合、ＡＣＦがバンプ付近の変形に追従できず、バンプ付近に気泡
が残ってしまっても、フリップチップボンダからの押圧力により、ペースト状の接着剤の
流動に伴って気泡がＩＣチップおよび基板の接着面の外に放出されるので、これらの面の
間に気泡が残留しない。その結果、ＩＣチップと基板との接続の信頼性をより高めること
ができる。
【００１２】
このような方法にすることで、ＩＣチップと基板とを接続する際に、ＩＣチップの電極や
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バンプと、基板のパターンやバンプとの間に、シート状の異方性導電接着剤に含まれる導
電性粒子とともに、ＡＣＰに含まれる導電性粒子が介在することによって、ＩＣチップと
基板との間の導電性を確保する。その結果、シート状の異方性導電接着剤に含まれる導電
性粒子のみで導電性を確保する場合よりも、より確実に導電性を確保でき、ＩＣチップと
基板との電気的接続の信頼性をより高めることができる。
【００１３】
（２）また、このフリップチップ実装方法において、前記ＩＣチップと前記基板との接続
は、熱圧着により行われることを特徴とするフリップチップ実装方法としたものである。
【００１４】
このような方法にすることで、ＩＣチップと基板とを熱圧着する際に、ＩＣチップの電極
やバンプと、基板のパターンやバンプとの間に介在するシート状の異方性導電接着剤に圧
縮応力がかかり、導電性が発揮される。さらに、ペースト状の接着剤にも導電性粒子が含
まれる場合は、ペースト状の接着剤も導電性を発揮する。また、シート状の異方性導電接
着剤に圧縮応力がかかることにより、ＩＣチップの電極の形成された面の形状に相応して
変形することが促進され、また、ペースト状の接着剤の流動性を高めて、ＩＣチップの電
極の形成された面とＡＣＦとの隙間に入り込むことや、ＩＣチップ電極の形成された面と
基板との間に残留した気泡を接着面の外に放出されることを促進する。その結果、ＩＣチ
ップと基板との機械的・電気的接続の信頼性をより高めることができる。
【００１５】
（３）また、このフリップチップ実装方法において、前記シート状の異方性導電接着剤を
前記基板側に、前記ペースト状の接着剤を前記ＩＣチップ側に配置することを特徴とする
フリップチップ実装方法としたものである。
【００１６】
このような方法にすることで、基板の接続面が平坦なものである場合は、シート状の異方
性導電接着剤も平坦面を持つので、基板上にシート状の異方性導電接着剤を置いた場合に
、基板とシート状の異方性導電接着剤との間に間隙が生じにくいので接着性が良い。また
、ＩＣチップの電極が形成された面にバンプが存在する場合には、ペースト状の接着剤を
当該面の凹凸を埋めるようにして塗布することができるので、ＩＣチップと基板の接続す
る際、ＩＣチップと基板の間に空気が残留しにくくなる。その結果、ＩＣチップと基板と
の機械的・電気的接続の確実性をより高めることができる。
【００１７】
（４）また、このフリップチップ実装方法において、前記シート状の異方性導電接着剤は
、前記ＩＣチップの熱圧着工程前において、前記基板に貼付されることを特徴とするフリ
ップチップ実装方法としたものである。
【００１８】
このような方法にすることで、基板のパターン上に貼付されたシート状の異方性導電接着
剤の上に、電極が形成された面にペースト状の接着剤を塗布したＩＣチップを置くだけで
、あるいは、この異方性導電接着剤にペースト状の接着剤を塗布し、その上にＩＣチップ
を置くだけで、そのままフリップチップボンダにより熱圧着することができるので、ＩＣ
チップと基板との接着を容易に行える。また、ＩＣチップを所定の位置に正確に置きさえ
すれば、この異方性導電接着剤を貼付する位置については、さほど正確性が求められない
ので、貼付作業が容易になる。その結果、ＩＣチップと基板との接続工程の効率化を図る
ことができる。
【００１９】
（５）また、このフリップチップ実装方法において、前記ペースト状の接着剤は、前記熱
圧着工程前において、前記基板に貼付された前記シート状の異方性導電接着剤に塗布され
ることを特徴とするフリップチップ実装方法としたものである。
【００２０】
このような方法にすることで、基板のパターン上に貼付されたシート状の異方性導電接着
剤の上にペースト状の接着剤を塗布し、その上にＩＣチップを置くだけで、そのままフリ
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ップチップボンダにより熱圧着することができるので、ＩＣチップと基板との接着を容易
に行える。その結果、ＩＣチップと基板との接続工程の効率化を図ることができる。
【００２１】
（６）また、このフリップチップ実装方法において、前記ペースト状の接着剤は、前記熱
圧着工程前において、前記一方の面に塗布されることを特徴とするフリップチップ実装方
法としたものである。
【００２２】
このような方法にすることで、ＩＣチップの電極が形成された面に、所定の厚さになるよ
うにペースト状の接着剤を塗布すれば、この接着剤に求められる接着能等が確保できる。
その結果、この接着剤の塗布量をコントロールすることが容易になり、ペースト状の接着
剤の使用量が節約でき、同時に、ＩＣチップと基板との接続工程の管理が容易になる。
【００２３】
（７）また、このフリップチップ実装方法において、前記シート状の異方性導電接着剤は
、前記熱圧着工程前において、前記一方の面に塗布された前記ペースト状の接着剤に貼付
されることを特徴とするフリップチップ実装方法としたものである。
【００２４】
このような方法にすることで、電極が形成された面にペースト状の接着剤を塗布し、さら
に、このペースト状の接着剤にシート状の異方性導電接着剤を貼付したＩＣチップを置く
だけで、そのままフリップチップボンダにより熱圧着することができるので、ＩＣチップ
と基板との接着を容易に行える。また、ＩＣチップを所定の位置に正確に置きさえすれば
、この異方性導電接着剤を貼付する位置については、さほど正確性が求められないので、
貼付作業が容易になる。その結果、ＩＣチップと基板との接続工程の効率化を図ることが
できる。
【００２５】
（８）さらに、このフリップチップ実装方法において、前記ペースト状の接着剤は、前記
ペースト状の接着剤を塗布した前記一方の面を下方に向けた状態において、前記一方の面
から滴下しない粘性を有することを特徴とするフリップチップ実装方法としたものである
。
【００２６】
このような方法にすることで、ＩＣチップの電極が形成された面にペースト状の接着剤を
塗布した後、基板上に置く過程で、ペースト状の接着剤がＩＣチップの接続と関係ない部
位に滴下して、当該部位と他の無関係な物品が接着されてしまうなどの予期せぬ事態の発
生を未然に防止することができる。その結果、ＩＣチップと基板との接続工程の信頼性を
高めることができる。
【００２７】
（９）さらに、このフリップチップ実装方法において、前記シート状の異方性導電接着剤
と前記ペースト状の接着剤との厚さの計は、前記熱圧着工程前において、前記ＩＣチップ
および前記基板のいずれか一方に形成されたバンプの高さよりも高いものとすることを特
徴とするフリップチップ実装方法としたものである。
【００２８】
このような方法にすることで、ＩＣチップの熱圧着時に、ペースト状の接着剤がフリップ
チップボンダからの押圧力で、ＩＣチップとシート状の異方性導電接着剤との間からＩＣ
チップの外縁に漏出し、この漏出したペースト状の接着剤により、ＩＣチップの周側面に
フィレットが形成される。その結果、このフィレットがＩＣチップと基板との機械的な接
続を確実にし、さらにモールド材としての役目を果たすので、ＩＣチップと基板との接続
面に異物や水分が進入することを防ぐ。
【００２９】
（１０）さらに、このフリップチップ実装方法において、前記シート状の異方性導電接着
剤と前記ペースト状の接着剤との厚さの計は、前記シート状の異方性導電接着剤と前記ペ
ースト状の接着剤とにより前記熱圧着工程において形成されるフィレットの高さが、前記
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ＩＣチップの前記一方の面が位置する高さよりも高くなるとともに、前記ＩＣチップの前
記一方の面とは反対の面が位置する高さよりも低くなる範囲内とすることを特徴とするフ
リップチップ実装方法としたものである。
【００３０】
このような方法にすることで、ＩＣチップの熱圧着時に、ＩＣチップとシート状の異方性
導電接着剤との間からＩＣチップの外縁に漏出したペースト状の接着剤によりＩＣチップ
の周側面にフィレットを形成することができるとともに、このペースト状の接着剤がＩＣ
チップと同じあるいはそれ以上の高さとなり、フリップチップボンダの押圧用治具に付着
して、ＩＣチップとこの治具が接着されることを防ぐことができる。その結果、ＩＣチッ
プと基板との接続工程の信頼性を高めることができる。
【００３１】
（１１）さらに、このフリップチップ実装方法において、前記シート状の異方性導電接着
剤の面積は、前記一方の面の面積よりも大きいものとすることを特徴とするフリップチッ
プ実装方法としたものである。
【００３２】
このような方法にすることで、熱圧着時に、ＩＣチップとシート状の異方性導電接着剤と
の間からＩＣチップの外縁に漏出したペースト状の接着剤が、シート状の異方性導電接着
剤において、ＩＣチップの電極を形成した面と接着されない部分、つまりＩＣチップの外
周にはみ出した余地部分を基台としてフィレットを形成する。その結果、ＩＣチップの周
側面にフィレットが形成されるのを助長して、ＩＣチップと基板との機械的な接続をより
確実にする。
【００３３】
（１２）さらに、このフリップチップ実装方法において、前記シート状の異方性導電接着
剤の面積は、前記シート状の異方性導電接着剤と前記ペースト状の接着剤とにより前記熱
圧着工程後に形成されるフィレットの高さが、前記ＩＣチップの前記一方の面が位置する
高さよりも高くなるとともに、前記ＩＣチップの前記一方の面とは反対の面が位置する高
さよりも低くなる範囲内とすることを特徴とするフリップチップ実装方法としたものであ
る。
【００３４】
このような方法にすることで、ＩＣチップの熱圧着時に、ＩＣチップとシート状の異方性
導電接着剤との間からＩＣチップの外縁に漏出したペースト状の接着剤によりＩＣチップ
の周側面にフィレットを形成することができるとともに、このペースト状の接着剤がＩＣ
チップと同じあるいはそれ以上の高さとなり、フリップチップボンダの押圧用治具に付着
して、ＩＣチップとこの治具が接着されることを防ぐことができる。その結果、ＩＣチッ
プと基板との接続工程の信頼性を高めることができる。
【００３５】
（１３）さらに、このフリップチップ実装方法において、前記シート状の異方性導電接着
剤と前記ペースト状の接着剤とに含まれる導電性粒子の径をほぼ同一としたことを特徴と
する記載のフリップチップ実装方法としたものである。
【００３６】
このような方法にすることで、ＩＣチップの熱圧着時に、シート状の異方性導電接着剤に
含まれる導電粒子と、ペースト状の接着剤に含まれる導電粒子とが共にＩＣチップの電極
やバンプと基板のパターンやバンプとの間に介在する状態になるので、双方の導電性粒子
が共にＩＣチップの電極やバンプと基板のパターンやバンプとの間に挟まって、電気的接
続を担うことが可能となる。その結果、ＩＣチップと基板との電気的な接続の信頼性を高
めることができる。
【００３７】
なお、シート状の異方性導電接着剤とペースト状の接着剤とに含まれる導電性粒子の径は
、ＩＣチップと基板との電気的接続を確保する上で、２～１０μｍ程度の範囲とするのが
望ましい。
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【００３８】
（１４）さらに、このフリップチップ実装方法において、前記ＩＣチップとともに実装さ
れる受動素子と前記基板との接続に、前記シート状の異方性導電接着剤と前記ペースト状
の接着剤とを使用することを特徴とするフリップチップ実装方法としたものである。
【００３９】
このような方法にすることで、ハンダ付け実装に随伴する短絡等の不良の発生を回避する
ことができる。また、ＩＣチップと受動素子との実装作業を１つの工程にまとめることが
でき、さらに、フラックス残渣を除去するための洗浄工程が不要になる。その結果、受動
素子と基板との接続の信頼性を高めることができると同時に、受動素子の実装工程の効率
化を図ることができる。
【００４１】
このような装置にすることで、実装されるＩＣチップと実装基板との電気的・機械的接続
がより確実なものになる。その結果、より信頼性の高い半導体装置を提供できる。
【００４２】
【発明の実施の形態】
以下に本発明に係るフリップチップ実装方法および半導体装置の具体的な実施形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【００４３】
図１は、本発明の実施形態を示す断面図であり、図２は、図１のフリップチップのバンプ
周辺の拡大図である。また、図６は、ペースト状の接着剤をＩＣチップに塗布する別の実
施形態を示す断面図であり、図７は、ペースト状の接着剤にＡＣＦを貼付する別の実施形
態を示す断面図である。
【００４４】
図１は、実装対象であるＩＣチップ１において、ＩＣチップの電極上に形成されたバンプ
２と基板５とがペースト状の接着剤３およびＡＣＦ４によって電気的・機械的に接続され
た状態を表わしている。
【００４５】
具体的には、ＩＣチップ１と基板５とが、異方性導電材であるペースト状の接着剤３とＡ
ＣＦ４とを間に介在させた状態で熱圧着されており、ＩＣチップ１の電極用パッド上に形
成されたバンプ２は、基板５上のパターンと電気的に接続している。
【００４６】
ペースト状の接着剤３は、流動性が高く、接着対象物の表面に塗布することが可能である
。また、この塗布されたペースト状の接着剤３は、ＡＣＦ４を介在させた状態のＩＣチッ
プ１と基板５とに押圧力がかかると、押圧力が強くかかる部分、つまりＩＣチップ１と基
板５とが強く当接している部分から押圧力が比較的弱くかかっている部分、例えばＩＣチ
ップ１とＡＣＦ４の隙間などに流動して行くので、ペースト状の接着剤３が接着対象物の
接着面全体に行き渡ることになる。よって、ペースト状の接着剤３の硬化後は、接着面全
体にわたって接着されることになる。
【００４７】
ＡＣＦ４は、接着・絶縁状態を保持するための接着剤バインダと電気的導通の役割を果た
す導電性粒子より構成されており、固体状である。また、ＩＣチップの接着に供するため
にシート状に形成されている。接着剤バインダと導電性粒子の組み合わせにより、使用用
途に応じた多種の製品が存在する。接着剤バインダでは、ここ数年ほど、接続の高信頼性
化を目指して、熱可塑タイプのものから熱硬化タイプのものへと推移してきている。さら
に、近年では、接続後のリペア（配線修理）やリワーク（チップ交換）の便宜性を考慮し
て、変性エポキシ樹脂を用いたリペア・リワーク可能な熱硬化型接着バインダも多く用い
られるようになってきた。
【００４８】
また、導電性粒子は、当初、カーボンファイバやハンダ粒子等を用いたものが多かったが
、近年では、用途に応じて使い分けられるようになってきている。使用用途として、金属
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粒子は、表面に酸化膜が発生しやすい材質によるパターンに用いることが多く、また、樹
脂粒子にニッケルまたは金メッキを施した粒子は、粒子の反発力・熱膨張係数が接着バイ
ンダに近いことや、粒子径を均一にしやすいことなどの理由から、ファインピッチの接続
に有利であり、ＬＣＤとの接続に多く用いられている。
【００４９】
また、図２に示されているように、フリップチップボンダからの押圧力によるペースト状
の接着剤３及びＡＣＦ４の変形はバンプ２付近が最も大きくなる。バンプ２の下方に存在
するペースト状の接着剤３およびＡＣＦ４は、熱圧着時にそれぞれの流動性が高まり、ペ
ースト状の接着剤とＡＣＰの混在領域８が形成される。このペースト状の接着剤とＡＣＰ
の混在領域８では、例えば、ＩＣチップを基板５においた際、バンプ２の底面とペースト
状の接着剤３との間に空気が気泡として残留していたとしても、熱圧着時には、フリップ
チップボンダからの押圧力によってペースト状の接着剤３とＡＣＦ４とがバンプ２の底面
から周辺へ流動するのに従い、この気泡も移動して行くので、電気的導通を得る上で最も
重要なバンプ２の底面側に気泡が残留することがない。さらに、流動性の高いペースト状
の接着剤３の流動に伴って、気泡がバンプ２付近からＩＣチップ１の外縁まで運ばれるの
で、ＩＣチップ１の接着面に気泡が残留しない。他の部分に残留した気泡も、同様にペー
スト状の接着剤３の流動性の高さにより気泡がＩＣチップ外縁へ運ばれるので、気泡が残
留することはない。
【００５０】
なお、ペースト状の接着剤３およびＡＣＦ４の厚みは、バンプ２と基板５の導体厚みとの
合計とほぼ同等で、３０～５０μｍ近辺であるため、図２に示すように変形させて電気的
な接続を得るために、１バンプあたり５０～１００ｇ程度の加圧が必要である。
【００５１】
また、有効な電気的接続を得るには、バンプ２と基板５の表面の金属との間に挟まれる導
電性粒子が３個以上必要と言われている。
【００５２】
よって、上述の実施形態によれば、熱圧着時に、ＡＣＦ４とＩＣチップ１の接着面との間
に気泡が残った場合、ＡＣＦ４のＩＣチップ１を接続する側にペースト状の接着剤３を塗
布しているので、押圧による変形に追随して流動性の大きなペースト状の接着剤３がＡＣ
Ｆ４とＩＣチップ１の表面との間に隙間なく流入し、気泡がフリップチップボンダから加
わる押圧力によりペースト状の接着剤３中を移動して、最終的には接着面の外に押し出さ
れることになる。また、この押圧力によりＩＣチップ１の外周にペースト状の接着剤３と
ＡＣＦの流動性の高い部分とがはみ出すが、これはペースト状の接着剤３の硬化後にフィ
レット３１を形成し、モールド材の役目をする。
【００５３】
なお、パンプは、電解メッキにより形成するメッキ法、インナーリード側にバンプを転写
・接合する転写法、ワイヤボンディングを応用したスタッドバンプ法など様々な方法で形
成されるが、本発明の実施形態においては、バンプ２の形成方法は、上記のどの方法によ
っても良い。なお、ＩＣチップのバンプピッチは、通常６０～７０μｍ程度と大変微小な
ものである。
【００５４】
以上のように、ＩＣチップ１と基板５とを熱圧着して電気的および機械的に接続すること
ができる。
【００５５】
以下に、本発明の実施形態におけるフリップチップの実装手順を図９のフロー図にしたが
って示す。
【００５６】
まず、最初の手順として、基板５のＩＣチップ１を実装する部位にＡＣＦ４の仮接着、お
よびＩＣチップ１にペースト状の接着剤３の塗布を行う。
【００５７】
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ＡＣＦ４は、一般的に実装時の作業性を考慮して、厚みを一定にしたシート状態でメーカ
ーより供給されている。この場合、熱硬化タイプのバインダを使用しているＡＣＦ４であ
れば、当然のことながら低温保管が必要となる。
【００５８】
そこで、シート状のＡＣＦ４をＩＣチップ１の接着面より少し大きいサイズに切り出す。
次に、カットしたＡＣＦ４を基板５の接続対象となるパターンの上に置く。さらに次に、
プレヒートを行って加熱して仮接着する。
【００５９】
他方、ＩＣチップ１のバンプ２のある面にペースト状の接着剤３を適量塗布する。このよ
うにすると、バンプ２を目安にペースト状の接着剤３を塗布する厚さを調節することがで
きるので、ペースト状の接着剤３を適量塗布することが容易になる。なお、ペースト状の
接着剤３は、図６に示すように、バンプ２のある側の面を下に向けてから基板５の上に載
せるまでの間に、滴下してしまわない程度の粘性を持たせる必要がある。これで熱圧着工
程前の準備作業は終了する。
【００６０】
次の手順として、ＩＣチップ１の熱圧着を行う。
【００６１】
ＡＣＦ４の仮接着が完了した基板５をフリップチップボンダの作業台上に固定する。次に
、フリップチップボンダに接続対象となる基板５上のパターンの位置を検出させる。パタ
ーンの位置が検出できたら、この位置に合わせてＡＣＰを塗布したＩＣチップ１をバンプ
２がＡＣＦ４と接する方向、つまりバンプ２のある側を下に向けて基板５の上に載せ、フ
リップチップボンダにより熱圧着する。
【００６２】
ところで、上述のフィレット３１は、環境的要因、特に湿気からＩＣチップ１を保護して
、安定的に動作させる上で有用なものである。そこで、フィレット３１を積極的に形成す
るために、熱圧着を行う前のペースト状の接着剤３とＡＣＦ４との厚さの計は、バンプ２
の高さよりも大きいものとすることが望ましい。このようにすることによって、熱圧着時
に、ペースト状の接着剤３がＩＣチップ１の外周にはみ出し、十分な大きさのフィレット
３１を形成することが可能となる。
【００６３】
さらに、上述のように、フィレット３１を積極的に形成する上で、ＡＣＦ４をＩＣチップ
１のバンプ２の形成面の面積より少し大きい面積にすることが有効である。これは、図１
に示すように、ＡＣＦ４の面積がバンプ２の形成面よりも大きいと、ＡＣＦ４の外縁に載
置されて、フィレット３２のように大きなものを形成することが可能となるからである。
【００６４】
ただし、ＩＣチップ１の高さに匹敵するほどペースト状の接着剤３がＩＣチップ１の外周
にはみ出してしまうと、ＩＣチップ１を押圧しているフリップチップボンダの治具にペー
スト状の接着剤３が付着してしまう。したがって、フィレット３１の高さをＩＣチップ１
のバンプ２を設けた面の反対側の面の高さより低くなるように、かつ、ＩＣチップ１のバ
ンプ２を設けた面の高さよりも高くなるよに、ペースト状の接着剤３とＡＣＦ４との厚さ
の計、およびＡＣＦ４の面積を調整する必要がある。
【００６５】
ところで、ペースト状の接着剤３は、ＡＣＰとすることが望ましい。
【００６６】
ＡＣＰは、ペースト状の接着剤バインダと導電性粒子を組み合わせたものであり、ペース
ト状の接着剤と同様の流動性を持つ。さらに、異方性のある導電ペーストであるので、導
電押圧力がかかった場合は、押圧力がかかった方向に導電性が発揮される。
【００６７】
よって、ＡＣＰを用いた場合は、ＡＣＦ４に含まれる導電性粒子とあわせて、ＡＣＰに含
まれる導電性粒子によっても導電性が確保されるので、電気的接続の確実性をより高める
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ことができる。
【００６８】
また、ペースト状の接着剤３としてＡＣＰを用いた場合は、このＡＣＰおよびＡＣＦ４に
含まれる導電性粒子の径は、ほぼ同一ものであることが望ましい。これは、図２に示すよ
うに、ＡＣＦとペースト状の接着剤との混在領域８は、ペースト状の接着剤３としてのＡ
ＣＰとＡＣＦ４とのそれぞれに含まれていた導電粒子がバンプ２と基板５との間に挟まれ
ており、電気的接続を担う重要な領域である。よって、この部分のＡＣＦ４に含まれてい
た導電性粒子が偶然に不足するような場合、ＡＣＰに含まれていた導電性粒子により補完
されることが期待できるが、この時、例えば、ＡＣＰに含まれていた導電性粒子がＡＣＦ
４に含まれていた導電性粒子より小さいと、バンプ２と基板５との両方に接触せず、バン
プ２と基板５との間の導電性を高める効果がなくなってしまう。
【００６９】
したがって、ＡＣＰおよびＡＣＦ４の導電性粒子の径をほぼ同一とすることによって、そ
れぞれに含まれていた導電性粒子の双方により導電性を高められるようにすることが望ま
しい。
【００７０】
なお、これらの導電性粒子の径は、ＩＣチップと基板との電気的接続を確保と、ＡＣＦ４
の厚さやバンプ２のピッチなどとを勘案すると、２～１０μｍ程度の範囲とするのが望ま
しい。
【００７１】
また、別の実施形態として、基板５の上にＡＣＦ４を仮接着し、この上にペースト状の接
着剤３を塗布した後、ＩＣチップ１をペースト状の接着剤３の上に載せ、その後熱圧着す
る手順としても良い。
【００７２】
さらに、図７に示すように、ペースト状の接着剤３をＩＣチップ１のバンプ２のある側に
塗布した上で、このペースト状の接着剤３にＡＣＦ４を貼付し、このままの状態でＩＣチ
ップ１を基板５に置き、その後熱圧着する手順としても良い。
【００７３】
この場合、ペースト状の接着剤３には、バンプ２のある側の面を下に向けてから基板５の
上に載せるまでの間に、ＡＣＦ４が落下してしまわない程度の粘着力が必要になる。
【００７４】
また、さらに別の実施形態として、基板５にＩＣチップ１と一緒に実装される受動素子に
ついても、ハンダ付けにより実装するかわりに、ペースト状の接着剤３およびＡＣＦ４で
実装しても良い。これにより、ハンダ付け実装の場合に発生する短絡等の不良を回避する
ことができる。また、ＩＣチップ１と受動素子との実装作業を１つの工程にまとめること
ができ、さらに、フラックス残渣を除去するための洗浄工程が不要になるので、実装にか
かるコストを抑えることができる。
【００７５】
さらに、上述の実施形態においては、ＡＣＦ４に対してペースト状の接着剤３を組み合わ
せて使用するものとしたが、ペースト状の接着剤３の代わりに接着剤を使用しても良い。
この場合、接着剤には導電性粒子が含まれていないので、電気的接続の確実性はペースト
状の接着剤３よりも劣るが、低コスト化を図ることができる。
【００７６】
上述のように、これらの実施形態によれば、ＡＣＦ４のＩＣチップ１サイドにペースト状
の接着剤３を塗布しているため、ペースト状で流動性が高いペースト状の接着剤３の特性
により、バンプ２とＡＣＦ４との隙間に入り込むので、気泡が発生しにくくなる。さらに
、ＡＣＦ４がバンプ２付近の変形に追従できず、ＩＣチップ１の接着面に気泡が残ってし
まうような場合でも、ペースト状の接着剤３の流動性が高いので、フリップチップボンダ
からの押圧力により気泡が接着面の外に放出され、ＩＣチップ１の接続面に気泡が残留し
ない。
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【００７７】
また、ＩＣチップ１と基板５との電気的および機械的接続を得るために、押圧力をかける
ので、ＩＣチップ１とＡＣＦ４との間からはみ出したペースト状の接着剤３は、ＩＣチッ
プ１の外周を被覆するようにフィレットを形成し、モールド材の役目を果たすので、外部
からＩＣチップ１のバンプ形成面に異物や水分の進入を防ぐとともに、機械的接続の強度
も向上する。
【００７８】
【発明の効果】
以上延べたように、本発明では、一方の面に電極が形成されたＩＣチップの前記一方の面
を基板に対して相対向する向きにて実装するフリップチップ実装方法において、前記ＩＣ
チップと前記基板との間にシート状の異方性導電接着剤とペースト状の接着剤とを介在さ
せた状態で、前記ＩＣチップと前記基板とを接続する構成としたことにより、電気的・機
械的接続がより強固になり、フリップチップの実装の信頼性を大きく向上させることがで
きる。
【００７９】
また、ペースト状の接着剤がＩＣチップの周側面にシート状の異方性導電接着剤を基台と
してフィレットを形成するので、外部からの異物や水分の進入を防ぐとともに、機械的強
度も向上する。ひいては、この実装方法により実装されるＩＣチップの製品寿命を向上さ
せることができる。また、シート状の異方性導電接着剤とペースト状の接着剤とに含まれ
る導電性粒子径をほぼ同一としたので、電気的接続の信頼性が向上する。さらには、受動
素子などＩＣチップとともに実装される部品についても同じ方法によって実装できるので
、ＩＣチップを利用した製品の生産性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態を示す断面図である。
【図２】　図１のフリップチップのバンプ周辺の拡大図である。
【図３】　従来技術のうち、ＡＣＦを使用したフリップチップの実装状態の断面図である
。
【図４】　従来技術のうち、ＡＣＰを使用したフリップチップの実装状態の断面図である
。
【図５】　従来技術のうち、バンプと基板のパターンの表面金属との金属共晶を利用した
フリップチップの実装状態の断面図である。
【図６】　ペースト状の接着剤をＩＣチップに塗布する別の実施形態を示す断面図である
。
【図７】　ペースト状の接着剤にＡＣＦを貼付する別の実施形態を示す断面図である。
【図８】　ＩＣチップの基板への接続フローを示す図である。
【符号の説明】
１　　ＩＣチップ
２　　バンプ
３　　ペースト状の接着剤
４　　ＡＣＦ
５　　基板
６　　モールド材
７　　気泡
８　　ＡＣＦとペースト状の接着剤の混在領域
９　　ＡＣＰ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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