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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＣチップ（１５）を封止樹脂（２０９，２１１，２１２）を介して基板（２１）に加
熱加圧して装着する装着ツールにおいて、
　加熱加圧時に上記ＩＣチップと上記基板との間からはみ出す上記封止樹脂を、上記基板
に対して装着後の上記ＩＣチップの表面以下に規制する封止樹脂規制部（１００ａ，１１
１ｂ，１１１ｃ，１１２ｂ，１１２ｃ）を備えるようにした装着ツールであって、
　上記規制部（１１２ｂ，１１２ｃ）は、上記ＩＣチップの被加圧面に接触して上記ＩＣ
チップを押圧する加圧面（１１２ｃ）と、内側側面が上記基板の厚み方向沿いである枠形
状であって、上記加圧面と共働して上記封止樹脂を直方体形状に成形するフィレット成形
部（１１２ｂ）と、上記フィレット成形部の下端面に形成された湾曲面と、を備えたこと
を特徴とする装着ツール。
【請求項２】
　上記規制部（１１２ｂ，１１２ｃ）の上記加圧面（１１２ｃ）は、上記ＩＣチップの周
囲が上記封止樹脂で囲まれる領域よりも大きな面積を有する請求項１に記載の装着ツール
。
【請求項３】
　上記ＩＣチップが長方形であり、上記規制部（１１１ｃ，１１２ｃ）の上記フィレット
成形部（１１１ｂ，１１２ｂ）の枠形状の内側で形成される形状は、上記ＩＣチップの形
状の相似形状である請求項１または請求項２に記載の装着ツール。
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【請求項４】
　装着ツール（１００，１１１，１１２）により加熱加圧することにより、ＩＣチップ（
１５）を封止樹脂（２０９，２１１，２１２）を介して基板（２１）に装着し、
　上記加熱加圧時に、上記ＩＣチップと上記基板との間からはみ出す上記封止樹脂を、上
記装着ツールの封止樹脂規制部（１００ａ，１１１ｂ，１１１ｃ，１１２ｂ，１１２ｃ）
により、上記基板に対して装着後の上記ＩＣチップの表面以下に規制するＩＣチップの装
着方法であって、
　上記規制部（１１２ｂ，１１２ｃ）は、上記ＩＣチップの被加圧面に接触して上記ＩＣ
チップを押圧する加圧面（１１２ｃ）と、内側側面が上記基板の厚み方向沿いである枠形
状であって、上記加圧面と共働して上記封止樹脂を直方体形状に成形するフィレット成形
部（１１２ｂ）と、上記フィレット成形部の下端面に形成された湾曲面と、を備えたこと
を特徴とするＩＣチップの装着方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のＩＣチップの装着方法により上記ＩＣチップが上記基板に装着されて
構成されるモジュールが筐体（１３０）内に収納されたモジュール部品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、メモリチップなどのＩＣチップを封止樹脂を介して基板に加熱加圧して装着す
るとき封止樹脂を成形する装着ツール及びその装着ツールを利用するＩＣチップの装着方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の装着ツールは種々の構造のものが知られている。例えば、図１２に示すよ
うに、メモリチップなどのＩＣチップ１５と大略同一面積の加圧面を持つ直方体形状の加
熱加圧ツール３１１が知られている。このような加熱加圧ツール３１１を使用してＩＣチ
ップ１５を基板２１に装着するときは、以下のように行われる。
【０００３】
まず、図２８及び図２９に示すように、ステージ２５０に保持された長方形状の基板２１
上に、封止樹脂よりなる長方形状の封止シート２６０を載置する。次いで、図３０及び図
３１に示すように、長方形状のＩＣチップ１５を例えば吸着保持した直方体形状の加熱加
圧ツール３１１で、ＩＣチップ１５を封止シート２６０を介して基板２１に向けて加熱加
圧して、封止シート２６０の封止樹脂を軟化させつつ基板２１の各電極２１ｐとＩＣチッ
プ１５の各電極１５ｐとを接触させて、基板２１上にＩＣチップ１５を接合するとともに
、基板２１とＩＣチップ１５との間に上記封止シート２６０の封止樹脂を充填させてフィ
レットを形成させてＩＣチップモジュールを形成するようにしたものがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記構造のものでは、加熱加圧ツール３１１によりＩＣチップ１５を基板
２１に向けて加熱加圧するとき、図３２及び図３３に示すように、封止シート２６０の封
止樹脂の粘度が低下し、ＩＣチップ１５と基板２１との間から封止樹脂が外向きに流れ出
してＩＣチップ１５の端面の中央部側へ封止樹脂が流動することにより、ＩＣチップ１５
の各角部分に封止樹脂が減少してフィレット不足になる一方、ＩＣチップ１５の端面の中
央部付近では、図１３及び図１４に示すように、ＩＣチップ１５の上面よりも高く突き出
た突起部２６１をＩＣチップ１５の側面の近傍に有するフィレットを形成することになる
。このような突起部２６１を有するフィレットを持つＩＣチップモジュールに図１５に示
すように外装ケース２５１を取り付けてＩＣチップ１５を外装ケース２５１内に収納する
と、突起部２６１が外装ケース２５１に接触して外装ケース２５１を局部的に押圧し、図
１６に示すように外装ケース２５１にクラック２５２を発生させて破壊させることがある
。
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【０００５】
また、別の場合には、加熱加圧ツール３１１によりＩＣチップ１５を基板２１に向けて加
熱加圧するとき、ＩＣチップ１５と基板２１との間から封止シート２６０が軟化した封止
樹脂が外向きに流れ出し、図１７及び図１８に示すように、ＩＣチップ１５の周囲におい
てＩＣチップ１５の上面よりも高く突き出た角状の突起部２６２をＩＣチップ１５の側面
沿いに有するフィレットを形成することがある。このような角状の突起部２６２を有する
ＩＣチップ装着部品では、角状の突起部２６２が折れやすく、角状の突起部２６２が折れ
ると、図１９に矢印２５３で示すように、ＩＣチップ１５の端面の剥離を招き、この剥離
により矢印２５４に示す部分で水分が侵入してしまいＩＣチップ１５の耐湿性能が低下し
たり、耐熱応力特性が低下してしまい、信頼性が低下することになる。また、このような
場合において、特に、図２０及び図２１に示すように角状の突起部２６２が尖がったもの
である場合には、角状の突起部２６２が非常に折れやすくなる。
【０００６】
このように、フィレット高さがＩＣチップ１５の上面より高くなり、角状に突起部２６１
又は２６２が形成されてしまうと、ＩＣチップ１５が基板２１に装着されて構成されるＩ
Ｃチップモジュールの薄型化に障害が生じることになる。
【０００７】
ところが、図２２に示すように、ＩＣチップ１５Ｔが十分に厚いときには、封止シート２
６０の加熱加圧ツール３１１側への這い上がりが発生しても、図２３に示すようにＩＣチ
ップ１５Ｔの上面より突出することがなく、ＩＣチップ１５Ｔの側面で自然に止まるため
、上記したような不具合は生じない。
【０００８】
すなわち、ＩＣチップ１５の厚さが例えば約０．１ｍｍ以下となるなどＩＣチップ１５の
薄型化が進むにつれて、フィレットがＩＣチップ１５の上面より突出することが多くなる
と、上記したように、突起部２６１が外装ケース２５１に接触して局部的に押圧して外装
ケース２５１にクラック２５２を発生させて破壊させたり、角状の突起部２６２が折れて
、ＩＣチップ１５の端面の剥離を招き、この剥離によりＩＣチップ１５の耐湿性能が低下
したり、耐熱応力特性が低下してしまい、信頼性が低下するといった問題が生じ、さらに
は、ＩＣチップモジュールの薄型化に障害が生じるといった問題が多発することが考えら
れる。
【０００９】
また、基板２１の両面にＩＣチップ１５を装着するにあたり、図２４に示すように直方体
形状の加熱加圧ツール３１３により、ステージ１５０に保持された基板２１の一方の面に
ＩＣチップ１５を封止シート２６０を介して装着したとき、図２５に示すように、封止シ
ートが軟化した封止樹脂の一部がＩＣチップ１５と基板２１との間からはみ出て、加熱加
圧ツール３１３の側面沿いにＩＣチップ１５の上面よりも高くなり、角状の突起部２６６
が形成されることがある。このような角状の突起部２６６を有するフィレットが形成され
た基板２１の上記一方の面をステージ１５０上に載置し、基板２１の他方の面を上向きと
した上で、封止シート２６０を介してＩＣチップ１５を加熱加圧ツール３１３により加熱
加圧して基板２１の他方の面に装着するとき、図２６に示すように、角状の突起部２６６
がステージ１５０の上面に接触して、ステージ１５０の上面に対して基板２１の上記一方
の面が傾斜することになり、加熱加圧ツール３１３の加圧面に対して基板２１の他方の面
が傾斜することになり、図２７に示すように、加熱加圧ツール３１３の加圧面と基板２１
との隙間のうち左端側の隙間Ｇ１が右端側の隙間Ｇ２よりも大きくなり、特に、基板２１
の左端側でＩＣチップ１５の電極と基板２１の電極との接合が確実に行なえず、接合不良
が生じる可能性があるといった問題があった。
【００１０】
また、図２８及び図２９は、長方形の基板２１上に長方形の封止シート２６０を中心を合
わせて載置した状態を示している。
【００１１】
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次いで、図３０及び図３１は、長方形のＩＣチップ１５を封止シート２６０の上に中心を
合わせて載置し、直方体形状の加熱加圧ツール３１１により加熱加圧する。
【００１２】
すると、図３２及び図３３に示すように、加熱加圧ツール３１１による加熱加圧時に、封
止シート２６０の封止樹脂の粘度が低下し、ＩＣチツプ１５の端面の中央部側へ封止樹脂
が流動することにより、角部分に封止樹脂が減少してフィレット不足になることがある。
【００１３】
従って、本発明の目的は、上記問題を解決することにあって、上記したような突起部が無
くかつＩＣチップの各角部にもフィレットを確実に形成することができ、ＩＣチップと基
板との電極間の接合不良を無くし、かつ、信頼性向上を実現させることができる装着ツー
ル及びその装着ツールを利用するＩＣチップの装着方法を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は以下のように構成する。
【００１５】
　本発明の第１態様によれば、ＩＣチップを封止樹脂を介して基板に加熱加圧して装着す
る装着ツールにおいて、
　加熱加圧時に上記ＩＣチップと上記基板との間からはみ出す上記封止樹脂を、上記基板
に対して装着後の上記ＩＣチップの表面以下に規制する封止樹脂規制部を備えるようにし
た装着ツールであって、
　上記規制部は、上記ＩＣチップの被加圧面に接触して上記ＩＣチップを押圧する加圧面
と、内側側面が上記基板の厚み方向沿いである枠形状であって、上記加圧面と共働して上
記封止樹脂を直方体形状に成形するフィレット成形部と、上記フィレット成形部の下端面
に形成された湾曲面と、を備えたことを特徴とする装着ツールを提供する。
【００２０】
　本発明の第２態様によれば、上記規制部の上記加圧面は、上記ＩＣチップの周囲が上記
封止樹脂で囲まれる領域よりも大きな面積を有する第１態様に記載の装着ツールを提供す
る。
【００２１】
　本発明の第３態様によれば、上記ＩＣチップが長方形であり、上記規制部の上記フィレ
ット成形部の枠形状の内側で形成される形状は、上記ＩＣチップの形状の相似形状である
第１または２態様に記載の装着ツールを提供する。
【００２２】
　本発明の第４態様によれば、装着ツールにより加熱加圧することにより、ＩＣチップを
封止樹脂を介して基板に装着し、
　上記加熱加圧時に、上記ＩＣチップと上記基板との間からはみ出す上記封止樹脂を、上
記装着ツールの封止樹脂規制部により、上記基板に対して装着後の上記ＩＣチップの表面
以下に規制するＩＣチップの装着方法であって、
　上記規制部は、上記ＩＣチップの被加圧面に接触して上記ＩＣチップを押圧する加圧面
と、内側側面が上記基板の厚み方向沿いである枠形状であって、上記加圧面と共働して上
記封止樹脂を直方体形状に成形するフィレット成形部と、上記フィレット成形部の下端面
に形成された湾曲面と、を備えたことを特徴とするＩＣチップの装着方法を提供する。
【００２４】
　本発明の第５態様によれば、第４態様に記載のＩＣチップの装着方法により上記ＩＣチ
ップが上記基板に装着されて構成されるモジュールが筐体内に収納されたモジュール部品
を提供する。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２６】
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（第１実施形態）
本発明の第１実施形態にかかる装着ツールは、図１に示すように、封止樹脂規制部の一例
である、加熱加圧ツール１００の加圧面１００ａをＩＣチップの一例としてのメモリチッ
プ１５の大きさに加えて、メモリチップ１５の周囲にフィレットが十分に形成できる程度
まで大きくしたものである。上記加圧面１００ａは、上記メモリチップ１５の被加圧面に
接触して上記メモリチップ１５を押圧し、かつ、上記メモリチップ１５の被加圧面に接触
する加圧領域より大きく、かつ、上記メモリチップ１５の周囲が封止樹脂で囲まれる領域
よりも大きな面積を有している。この封止樹脂で囲まれる領域の一例としては、メモリチ
ップ１５の周囲に、最低限１ｍｍ程度の幅の領域をとすればよく、基板上で隣接する他の
ＩＣチップなどの部品に接触しないようにする。
【００２７】
この結果、図１に示すように、ステージ１５０に保持され、かつ、上記ＩＣチップが装着
される基板の一例としてのメモリ用基板２１上にフィレット形成用封止シート２０９を載
置し、次いで、メモリチップ１５を封止シート２０９上に載置したのち、加熱加圧ツール
１００の加圧面１００ａをメモリチップ１５に接触させて、加熱加圧ツール１００により
、メモリチップ１５を封止シート２０９を介してメモリ用基板２１側に押圧する。このと
き、加熱も同時に行うことにより、図２に示すように、封止シート２０９の封止樹脂が、
メモリ用基板２１と加熱加圧ツール１００の加圧面１００ａとの間で、メモリチップ１５
とメモリ用基板２１との間が外向きに矢印に示すように流れ出す。しかしながら、図３に
示すように、加熱加圧ツール１００の加圧面１００ａが、メモリチップ１５の大きさに加
えてメモリチップ１５の周囲にフィレットが十分に形成できる程度まで十分に大きな面積
を有するため、封止シート２０９の封止樹脂がメモリチップ１５の周囲を取り囲むように
成形される。加熱加圧ツール１００による加熱加圧が終了すると、この状態のまま冷却固
化される。この結果、図４に示すように、封止シート２０９の封止樹脂の上面２０９ａと
メモリチップ１５の上面とが大略一致した状態のメモリチップモジュールができる。
【００２８】
従って、加熱加圧ツールの加圧面がメモリチップ１５の大きさ程度の場合には、メモリチ
ップ１５の周囲に回り込んだ封止樹脂がメモリチップ１５の側面を這い上がって角状の突
起部を形成することになる。しかしながら、上記第１実施形態によれば、加熱加圧ツール
１００の加圧面１００ａが、メモリチップ１５の大きさに加えてメモリチップ１５の周囲
にフィレットが十分に形成できる程度まで十分に大きな面積を有するようにしているため
、メモリチップ１５の周囲例えば端面面の中央部に回り込んだ封止樹脂がメモリチップ１
５の側面を這い上がることができず、角状の突起部を形成することがない。よって、メモ
リチップ１５の各角部に確実にフィレットが形成できるとともに、角状の突起部によるメ
モリ用基板２１に対するメモリチップ１５の接合不良を確実に無くすことができ、かつ、
信頼性向上を実現させることができる。また、角状の突起部が無いため、外装部品にクラ
ックを発生させて破壊してり、角状の突起部が折れてメモリチップ１５の一部に剥離を生
じさせて耐湿性能が低下し耐熱応力特性が低下し信頼性が低下することが無いとともに、
メモリチップモジュールの薄型化を妨げることもない。
【００２９】
（第２実施形態）
本発明の第２実施形態にかかる装着ツールは、図５に示すように、加熱加圧ツール１１１
の下面に、メモリチップ１５の被加圧面（ここでは上面）に接触して上記メモリチップ１
５を押圧する長方形又は正方形の平坦なメモリチップ加圧面１１１ｃと、その周囲に配置
されかつ内側側面に下向きに広がるように傾斜した傾斜面１１１ａを有する断面三角形の
枠状のフィレット成形部１１１ｂを備えている。
【００３０】
このツール１１１において、メモリチップ加圧面１１１ｃを長方形又は正方形とするのは
、長方形又は正方形のメモリチップ１５に対応するためである。すなわち、要するに、メ
モリチップ加圧面１１１ｃの形状はメモリチップ１５の形状に対応し、かつ、メモリチッ
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プ１５の上面より大きな形状で、好ましくは、メモリチップ１５の形状の大略相似形状と
する。また、上記フィレット成形部１１１ｂの枠形状は、少なくとも、上記フィレット成
形部１１１ｂにより成形されるフィレットのメモリ用基板上での形状すなわちフィレット
の底面形状がメモリチップ１５のメモリ用基板側の底面形状よりも大きく、上記メモリチ
ップ１５の周囲が封止樹脂で囲まれる領域よりも大きくするのが好ましい。例えば、上記
メモリチップ１５が長方形である場合には、メモリチップ加圧面１１１ｃの形状も長方形
とし、上記フィレット成形部１１１ｂの枠形状もその平面が長方形であるようにするのが
好ましい。
【００３１】
この加熱加圧ツール１１１では、メモリチップ加圧面１１１ｃとフィレット成形部１１１
ｂとにより封止樹脂規制部の一例を構成している。
【００３２】
このような構成によれば、図５及び図６に示すように、メモリ用基板２１がステージ１５
０に保持されかつ封止シート２１１がメモリ用基板２１上に載置された状態で、メモリチ
ップ１５を例えば吸着保持した加熱加圧ツール１１１が下降して、フィレット成形部１１
１ｂ内に、上記メモリチップ１５とフィレット形成用封止シート２１１とを入り込ませて
、メモリチップ加圧面１１１ｃで上記メモリチップ１５をメモリ用基板２１に対して封止
シート２１１を介して加熱加圧する。この結果、メモリ用基板２１上でかつフィレット成
形部１１１ｂ内で封止シート２１１が流動化し、メモリ用基板２１上で、メモリチップ１
５の側面を大略すべて覆いかつ外側面として傾斜側面２１１ａを有する縦断面台形状に封
止樹脂が成形される。その後、加熱を停止したのち、図７に示すように、加熱加圧ツール
１１１が上昇すると、封止樹脂が冷却固化されて、メモリ用基板２１上で、メモリチップ
１５の側面を大略すべて覆いかつ傾斜側面２１１ａを有する縦断面台形状のフィレットが
形成されたメモリチップモジュールができる。
【００３３】
このような構成によれば、加熱加圧ツール１１１はフィレット成形部１１１ｂと平坦なメ
モリチップ加圧面１１１ｃとを有しているため、メモリチップ１５の周囲、特に、端面の
中央部に回り込もうとする封止シート２１１の封止樹脂がメモリチップ１５の側面を這い
上がることができず、角状の突起部を形成することがない。よって、メモリチップ１５の
各角部に確実にフィレットが形成できるとともに、角状の突起部によるメモリ用基板２１
に対するメモリチップ１５の接合不良を確実に無くすことができ、かつ、信頼性向上を実
現させることができる。また、角状の突起部が無いため、外装部品にクラックを発生させ
て破壊してり、角状の突起部が折れてメモリチップ１５の一部に剥離を生じさせて耐湿性
能が低下し耐熱応力特性が低下し信頼性が低下することが無いとともに、メモリチップモ
ジュールの薄型化を妨げることもない。
【００３４】
（第３実施形態）
本発明の第３実施形態にかかる装着ツールは、図８に示すように、加熱加圧ツール１１２
の下面に、メモリチップ１５の被加圧面（ここでは上面）に接触して上記メモリチップ１
５を押圧する長方形又は正方形の平坦なメモリチップ加圧面１１２ｃと、内側側面１１２
ａが上記基板の厚み方向沿いであってメモリチップ加圧面１１２ｃの周囲に配置された断
面長方形の枠状のフィレット成形部１１２ｂを備えている。
【００３５】
このツール１１２において、メモリチップ加圧面１１２ｃを長方形又は正方形とするのは
、長方形又は正方形のメモリチップ１５に対応するためである。すなわち、要するに、メ
モリチップ加圧面１１２ｃの形状はメモリチップ１５の形状に対応し、かつ、メモリチッ
プ１５の上面より大きな形状で、好ましくは、メモリチップ１５の形状の大略相似形状と
する。また、上記フィレット成形部１１２ｂの枠形状は、少なくとも、上記フィレット成
形部１１２ｂにより成形されるフィレットのメモリ用基板上での形状すなわちフィレット
の底面形状がメモリチップ１５のメモリ用基板側の底面形状よりも大きく、上記メモリチ
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ップ１５の周囲が封止樹脂で囲まれる領域よりも大きくするのが好ましい。例えば、上記
メモリチップ１５が長方形である場合には、メモリチップ加圧面１１２ｃの形状も長方形
とし、上記フィレット成形部１１２ｂの枠形状もその平面が長方形であるようにするのが
好ましい。
【００３６】
この加熱加圧ツール１１２では、メモリチップ加圧面１１２ｃとフィレット成形部１１２
ｂとにより封止樹脂規制部の一例を構成している。
【００３７】
なお、図９に示すように、フィレット成形部１１２ｂの下端面には、湾曲した湾曲面１１
２ｄを形成して、フィレット形成用封止シート２１２を円滑にフィレット成形部１１２ｂ
内に入り込ませるようにしてもよい。
【００３８】
このような構成によれば、図８、図１０、図３４、及び図３５に示すように、メモリ用基
板２１がステージ１５０に保持されかつ封止シート２１２がメモリ用基板２１上に載置さ
れた状態で、メモリチップ１５を例えば吸着保持した加熱加圧ツール１１２が下降して、
フィレット成形部１１２ｂ内に、上記メモリチップ１５と封止シート２１２とを入り込ま
せて、メモリチップ加圧面１１２ｃで上記メモリチップ１５をメモリ用基板２１に対して
封止シート２１２を介して加熱加圧する。この結果、メモリ用基板２１上でかつフィレッ
ト成形部１１２ｂ内で封止シート２１２が流動化し、メモリ用基板２１上で、メモリチッ
プ１５の側面を大略すべて覆いかつ外側面が上記メモリ用基板２１の厚み方向沿いである
縦断面長方形状の直方体状の封止樹脂が成形される。その後、加熱を停止したのち、図１
１、図３６、及び図３７に示すように、加熱加圧ツール１１２が上昇すると、封止樹脂が
冷却固化されて、メモリ用基板２１上で、メモリチップ１５の側面を大略すべて覆う縦断
面長方形状のフィレットが形成されたメモリチップモジュールができる。
【００３９】
このような構成によれば、加熱加圧ツール１１２はフィレット成形部１１２ｂと平坦なメ
モリチップ加圧面１１２ｃとを有しているため、メモリチップ１５の周囲、特に、端面の
中央部に回り込もうとする封止シート２１２の封止樹脂がメモリチップ１５の側面を這い
上がることができず、角状の突起部を形成することがない。よって、図３７に示すように
メモリチップ１５の各角部に確実にフィレットが形成できるとともに、角状の突起部によ
るメモリ用基板２１に対するメモリチップ１５の接合不良を確実に無くすことができ、か
つ、信頼性向上を実現させることができる。また、角状の突起部が無いため、外装部品に
クラックを発生させて破壊してり、角状の突起部が折れてメモリチップ１５の一部に剥離
を生じさせて耐湿性能が低下し耐熱応力特性が低下し信頼性が低下することが無いととも
に、メモリチップモジュールの薄型化を妨げることもない。
【００４０】
以下に、本発明にかかる上記実施形態によりＩＣチップ装着方法を適用した例について図
面に基づいて詳細に説明する。なお、図面において、理解しやすくするため、ＩＣチップ
又はメモリチップと各基板との接合部分を断面にて示しているが、実際には、接合部分は
全て封止樹脂で封止することが望ましい。
【００４１】
この例は、特に薄型化が望まれているカード型記録媒体の一例としての小型メモリカード
に本発明を適用する例であり、まず、その小型メモリカードの具体的な基本的な構成を図
３８～図４０に示す。なお、この小型メモリカードは、上記ＩＣチップの装着方法により
上記ＩＣチップ例えばメモリチップ１５が上記基板２１に装着されて構成されるモジュー
ルが筐体１３０内に収納されたモジュール部品の一例である。
【００４２】
図において、１１０は基板、１１３は基板１１０の裏面（図３８では上側の面、図３９で
は下側の面）に実装されるＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）のコ
ントローラＬＳＩチップ（ＡＳＩＣ用ＩＣチップ）、１１４は基板１１０の裏面に実装さ



(8) JP 4288026 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

れるマイクロプロセッサ用ＩＣチップ、１１５は基板１１０の表面（図３８では下側の面
、図３９では上側の面）に実装されるＣＳＰ（Chip Size Package）であるフラッシュメ
モリチップ、１１６は基板１１０の電極、１１８は基板１１０の表面に実装されるチップ
コンデンサ、１１９は基板１１０の表面に実装されるチップ抵抗、１３０は基板１１０の
表面を覆う上ケース、１３１は上ケース１３０に固着されて基板１１０の裏面を覆う下ケ
ース、１３１ａは下ケース１３１の電極用開口、１３２はライトプロテクト用切換えスイ
ッチである。なお、上記上ケース１３０と上記下ケース１３１とにより、筐体の一例を構
成している。
【００４３】
このような小型メモリカードの規格の例としては、図４０に示すように、上ケース１３０
に下ケース１３１が固着された状態の製品としての小型メモリカードでは、幅２４ｍｍ×
高さ３２ｍｍ×厚さ２．１ｍｍとなることが要求される。なお、図２４では、上ケース１
３０の厚さは１．４ｍｍ、下ケース１３１の厚さは０．７ｍｍとなっている。また、フラ
ッシュメモリのＩＣチップは、一例として、厚さ８０μｍで短辺７．８ｍｍ×長辺１６ｍ
ｍの長方形薄板状に構成されている。
【００４４】
このような規格に従った小型メモリカードにおいて、メモリの容量を増加させる場合に本
発明の上記実施形態を適用することが好ましく、これについて、以下に詳細に説明する。
ただし、この規格は、理解しやすくするための一例として述べるものであって、本発明は
これに限定されるものではない。
【００４５】
本発明の上記実施形態にかかるＩＣチップ装着方法が適用できるカード型記録媒体の一例
としての小型メモリカードは、図４１～図４３に示すように、ベース基板モジュール２１
０と、ベース基板モジュール２１０上に実装された第１メモリモジュール２２１と、第１
メモリモジュール２２１上に実装された第２メモリモジュール２２２とを備えて、図３９
の上記コントローラＬＳＩチップ１１３とマイクロプロセッサ用ＩＣチップ１１４とフラ
ッシュメモリチップ１１５とが実装された基板１１０を構成し、上ケース３０と下ケース
３１内に、各ケース３０，３１との間にはそれぞれ所定の隙間を空けて収納されるように
している。
【００４６】
ベース基板モジュール２１０は、長方形板状のベース基板１０の下面に、マイクロプロセ
ッサ用ＩＣチップ１４とＡＳＩＣ用ＩＣチップ１３とを所定間隔あけて実装されて構成さ
れている。マイクロプロセッサ用ＩＣチップ１４の各電極と各基板の各電極、及び、ＡＳ
ＩＣ用ＩＣチップ１３の各電極と各基板の各電極とは、バンプなどを介して直接的に接合
すなわちフリップチップ実装されたのち、接合部分が絶縁性の封止樹脂で封止されている
。ベース基板１０の上面には、その一端部に、チップコンデンサ１８及びチップ抵抗１９
をベース基板１０の長手方向沿いの長辺とは直交する短辺沿いに実装している。ベース基
板１０の長手方向沿いの長辺の近傍には、ベース基板１０の回路パターンと電気的に接続
され、かつ、他のメモリ用基板２１，２２と接続するための電極として機能するように、
貫通孔１０ａが多数形成されており、各貫通孔１０ａ内にはクリーム半田１２が配置され
ている。長手方向の両端の貫通孔１０ａは小型メモリカードの製造の際に位置決め孔１０
ｚとして使用されることもある。なお、１６は小型メモリカードのカード電極、１８はチ
ップコンデンサ、１９はチップ抵抗である。
【００４７】
第１メモリモジュール２２１は、ベース基板１０よりも小さい長方形の第１メモリ用基板
２１の表裏両面（上下両面）に、合計４個のフラッシュＥＥＰＲＯＭなどの不揮発性メモ
リチップなどのメモリチップ１５を実装して構成されている。各メモリチップ１５の各電
極と第１メモリ用基板２１の各電極とはバンプなどを介して直接的に接合すなわちフリッ
プチップ実装されたのち、接合部分が絶縁性の封止樹脂で封止されている。第１メモリ用
基板２１の長手方向沿いの長辺の近傍には、第１メモリ用基板２１の回路パターンと電気
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的に接続され、かつ、ベース基板１０及び第２メモリ用基板２２と接続するための電極と
して機能するように、貫通孔２１ａが多数形成されており、各貫通孔２１ａ内にはクリー
ム半田１２が配置されている。長手方向の両端の貫通孔２１ａは小型メモリカードの製造
の際に位置決め孔２１ｚとして使用されることもある。
【００４８】
第２メモリモジュール２２２は、第１メモリモジュール２２１と同一構造であって、ベー
ス基板１０よりも小さい長方形の第２メモリ用基板２２の表裏両面（上下両面）に、合計
４個のフラッシュメモリなどのメモリチップ１５を実装して構成されている。各メモリチ
ップ１５の各電極と第２メモリ用基板２２の各電極とはバンプなどを介して直接的に接合
すなわちフリップチップ実装されたのち、接合部分が絶縁性の封止樹脂で封止されている
。第２メモリ用基板２２の長手方向沿いの長辺の近傍には、第２メモリ用基板２２の回路
パターンと電気的に接続され、かつ、ベース基板１０及び第１メモリ用基板２１と接続す
るための電極として機能するように、貫通孔２２ａが多数形成されており、各貫通孔２２
ａ内にはクリーム半田１２が配置されている。長手方向の両端の貫通孔２２ａは小型メモ
リカードの製造の際に位置決め孔２２ｚとして使用されることもある。
【００４９】
ベース基板１０の各貫通孔１０ａ、第１メモリ用基板２１の各貫通孔２１ａ、及び、第２
メモリ用基板２２の各貫通孔２２ａを、上記ベース基板１０のメモリ用基板実装面に直交
する方向に基板間を電気的に接続する導体の一例としての導電性ワイヤ１１がそれぞれ貫
通して、各貫通孔内のクリーム半田１２に接触して、ベース基板１０の各貫通孔１０ａ内
のクリーム半田１２と、第１メモリ用基板２１の各貫通孔２１ａ内のクリーム半田１２と
、第２メモリ用基板２２の各貫通孔２２ａ内のクリーム半田１２とを導電性ワイヤ１１に
より電気的に接続する。具体的な例として、各貫通孔は、各基板の回路に接続されかつ直
径０．５０μｍで内周面が金メッキされたスルーホールとし、導電性ワイヤ１１としては
、直径０．２０μｍの銅ワイヤとする。各貫通孔については、ベース基板１０の各貫通孔
１０ａのみをベース基板１０の回路に接続されかつ直径０．５０μｍで内周面が金メッキ
されたスルーホールとし、第１メモリ用基板２１の各貫通孔２１ａ及び第２メモリ用基板
２２の各貫通孔２２ａはそれぞれ各メモリ用基板基板の回路にそれぞれ接続されかつ直径
０．５０μｍで内周面が金メッキされたスルーホールを半分カットした大略半円形状（図
４１参照）とすることもできる。
【００５０】
このように、ベース基板１０と第１メモリ用基板２１と第２メモリ用基板２２とを導電性
ワイヤ１１により接続することができるため、ベース基板１０の上に、それぞれ両面にメ
モリチップ１５を実装可能な２層のメモリ用基板２１，２２を狭い間隔で小スペース内に
配置することができるとともに、各基板間の電極を導電性ワイヤ１１により接続すること
により、電極間での接続強度を向上させることができる。このような構成することにより
、ベース基板１０のいずれか一方の面にメモリを実装する場合と比較して、メモリの実装
可能な面積は、第１メモリ用基板２１の表裏両面、第２メモリ用基板２２の表裏両面の４
倍に増加し、最大で４倍までメモリ容量を増加させることができる。よって、例えば、１
個のメモリチップ１５が３２ＭＢのとき、２個のメモリチップ１５しか実装できないとき
は２×３２ＭＢ＝６４ＭＢであったのが、最大で８×３２ＭＢ＝２５６ＭＢとすることが
できる。また、１個のメモリチップ１５が６４ＭＢのときには、最大で８×６４ＭＢ＝５
１２ＭＢとすることができる。さらに、１個のメモリチップ１５が１２８ＭＢのときには
、最大で８×１２８ＭＢ＝約１ＧＢとすることができる。
【００５１】
また、各メモリ用基板２１，２２の表裏両面に２個ずつ全く同一位置に同一サイズ及び厚
みのメモリチップ１５を実装することができるため、各メモリ用基板２１，２２に熱的又
は機械的応力が作用したとき、例えば、封止樹脂の硬化収縮などにより各基板が片側に反
ることが防止できる。また、上記各メモリ用基板２１，２２には、上記複数のメモリチッ
プ１５が上記メモリ用基板２１，２２の長手方向の中心に対して対称に配置することがで
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きて、各メモリ用基板２１，２２全体として、応力の偏った分布を防止することができる
。
【００５２】
また、メモリチップ１５が実装されたメモリモジュール２２１，２２２をベース基板１０
とは別部品として別個に構成することができ、バーンイン時にメモリチップ１５が不良と
判断された場合には、そのメモリモジュールのみを廃棄すればよく、ＩＣチップ１３，１
４が実装されたベース基板１０まで廃棄する必要がなくなる。
【００５３】
また、各メモリチップ１５を各基板に対してアウターリード無しに直接実装すなわちフリ
ップチップ実装するため、言いかえれば、各メモリチップ１５の各電極と各基板の各電極
とをバンプなどを介して直接的に接合するため、各メモリチップ１５の外側にアウターリ
ードを引き出して各基板に接合するスペースや手間を省くことができて、小スペース化、
工程の短縮化を図ることができる。
【００５４】
なお、図３８～図４０の小型メモリカードの規格に対応するようにするため、一例として
、図４２に示すように、ベース基板１０の厚さは０．２ｍｍ、第１メモリ用基板２１の厚
さは０．１５ｍｍ、第２メモリ用基板２２の厚さは０．１５ｍｍ、第２メモリ用基板２２
の下面に実装されたメモリチップ１５と第１メモリ用基板２１の上面に実装されたメモリ
チップ１５との隙間は０．４１ｍｍ、第１メモリ用基板２１の下面に実装されたメモリチ
ップ１５とベース基板１０の上面との隙間は０．４１ｍｍである。また、第２メモリ用基
板２２の上面に実装されたメモリチップ１５の上面とベース基板１０の下面との距離は１
．１２ｍｍ、ベース基板１０の下面とベース基板１０の下面に実装されたマイクロプロセ
ッサ用ＩＣチップ１４とＡＳＩＣ用ＩＣチップ１３の上面との距離は０．３５ｍｍ、よっ
て、第２メモリ用基板２２の上面に実装されたメモリチップ１５の上面とベース基板１０
の下面に実装されたマイクロプロセッサ用ＩＣチップ１４とＡＳＩＣ用ＩＣチップ１３の
上面との距離は１．４７ｍｍとなるようにしている。
【００５５】
なお、各基板、すなわち、ベース基板１０、第１メモリ用基板２１、第２メモリ用基板２
２は単層基板、多層基板いずれの形態でもよい。
【００５６】
以下に、上記小型メモリカードの製造方法について説明する。
【００５７】
図４４（Ａ）に示すように、ベース基板１０の下面側には、マイコン用ＩＣチップである
マイクロプロセッサ用ＩＣチップ１４とコントローラ用ＩＣチップであるＡＳＩＣ用ＩＣ
チップ１３の２つのＩＣチップがベアチップ実装されて、ベース基板モジュール２１０を
１個形成する。なお、このとき、具体的には図示しないが、ベース基板１０の下面には小
型メモリカードのカード電極１６を形成しておくとともに、ベース基板１０の上面にはチ
ップコンデンサ１８、チップ抵抗１９も実装しておく。
【００５８】
また、図４４（Ｂ），図４４（Ｃ）に示すように、２枚のメモリ用基板２１，２２の上下
両面のそれぞれにフラッシュメモリなどのメモリチップ１５を２個ずつフリップチップ実
装して、第１及び第２メモリモジュール２２１，２２２を２個形成する。
【００５９】
これらの図４４（Ａ），図４４（Ｂ），図４４（Ｃ）に示すそれぞれの工程は、同時に行
っても良いし、任意の順に行うようにしてもよい。また、多数の小型メモリカードを製造
する場合には、図４４（Ａ），図４４（Ｂ），図４４（Ｃ）に示す工程をそれぞれ多数回
行って、予め多数の第１及び第２メモリモジュール２２１，２２２及びベース基板モジュ
ール２１０を製造しておいてもよい。
【００６０】
次に、図４５（Ａ）に示すように、ベース基板１０の各貫通孔１０ａ内にクリーム半田１
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２をディスペンサ５１により供給する。同様に、図４５（Ｂ）及び（Ｃ）にそれぞれ示す
ように、第１及び第２メモリ基板２１，２２の各貫通孔２１ａ，２２ａ内にもクリーム半
田１２をディスペンサ５１によりそれぞれ供給する。なお、各基板１０，２１，２２にお
いて、長手方向両端の同一箇所にある貫通孔を位置決め孔１０ｚ，２１ｚ，２２ｚとして
使用するため、基板接続用の電極としての機能を果たさないようにしており、クリーム半
田１２は挿入しないようにする。また、上記位置決め孔１０ｚ，２１ｚ，２２ｚの代わり
に、各基板に位置決め用マークを設けたり、又は、各基板の回路パターンの一部を位置決
め用マークとして使用することにより、基板同士の位置決めに利用するようにしてもよい
。
【００６１】
次いで、図４５（Ｄ）に示すように、第１メモリモジュール２２１と第２メモリモジュー
ル２２２とを仮固定する。すなわち、第１メモリ用基板２１の上に第２メモリ用基板２２
を載置して、各端部の位置決め孔２１ｚ，２２ｚ同士が互いに同一に位置するように位置
決め調整したのち、絶縁性の仮固定用接着剤５２により、第１メモリ用基板２１の上面に
実装した２個のメモリチップ１５，１５の上面と、第２メモリ用基板２２の下面に実装し
た２個のメモリチップ１５，１５の下面とを接着して、第１メモリモジュール２２１と第
２メモリモジュール２２２とを仮固定する。このとき、第１メモリ用基板２１と第２メモ
リ用基板２２とは大略平行になるようにする。これは、小型メモリカード全体の寸法を規
格内の寸法にするためである。
【００６２】
次いで、図４６（Ａ）に示すように、仮固定された第１メモリモジュール２２１と第２メ
モリモジュール２２２をベース基板モジュール２１０に仮固定する。すなわち、第１メモ
リモジュール２２１の下面に実装された２個のメモリチップ１５とベース基板モジュール
２１０の上面とを絶縁性の仮固定用接着剤５２により接着して、ベース基板モジュール２
１０の上に、仮固定された第１メモリモジュール２２１と第２メモリモジュール２２２を
仮固定する。このとき、第１メモリ用基板２１と第２メモリ用基板２２とベース基板１０
とは互いに大略平行になるようにする。これは、小型メモリカード全体の寸法を規格内の
寸法にするためである。
【００６３】
次いで、図４６（Ｂ）に示すように、モジュール間の電極同士を導電性ワイヤ１１で個別
に接続する。すなわち、ベース基板モジュール２１０の各位置決め孔１０ｚと第１メモリ
モジュール２２１の各位置決め孔２１ｚと第２メモリモジュール２２２の各位置決め孔２
２ｚとを一致させるように位置決めした状態で、ベース基板モジュール２１０の各貫通孔
１０ａ内のクリーム半田１２の電極と第１メモリモジュール２２１の各貫通孔２１ａ内の
クリーム半田１２の電極と第２メモリモジュール２２２の各貫通孔２２ａ内のクリーム半
田１２の電極とを、導電性ワイヤ１１で個別に接続する。
【００６４】
その後、リフロー炉内に入れることにより、又は、ホットエアなどの熱風を吹き付けるこ
とにより、各クリーム半田１２を溶融して各クリーム半田１２と導電性ワイヤ１１とを完
全に固着させることにより、確実に電気的に接続する。
【００６５】
次いで、ベース基板モジュール２１０のベース基板１０と第１メモリモジュール２２１の
第１メモリ用基板２１との間、第１メモリモジュール２２１の第１メモリ用基板２１と第
２メモリモジュール２２２の第２メモリ用基板２２との間、第２メモリ用基板２２の上面
の２個のメモリチップ１５間を、それぞれ、絶縁性の封止樹脂２００で封止する。このと
き、上記第１～３実施形態のいずれかの装着方法を適用することができる。これにより、
各メモリチップ１５の厚さが０．１ｍｍ程度と薄くかつ２個のメモリチップ１５，１５間
の間隔が狭くても、上記実施形態に記載した、突起部無しなどの上記作用効果を確実に奏
することができるフィレットを形成することができる。
【００６６】
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次いで、これを上下ケース３０，３１内に収納して上記小型メモリカードを得る。
【００６７】
上記小型メモリカードの製造方法によれば、図４１の小型メモリカードにおいてをベース
基板モジュール２１０に実装する前に、予め第１メモリモジュール２２１と第２メモリモ
ジュール２２２とを実装してバーンイン試験などによりメモリモジュール全体としての機
能を検査することができ、不良の場合には、メモリモジュールのみを廃棄すればよく、メ
モリモジュールに比較して高価なベース基板モジュール２１０を廃棄する必要がなくなり
、コストダウンを図ることができる。
【００６８】
なお、図４６（Ｂ）に示すように上記ベース基板モジュール２１０の各貫通孔１０ａ内の
クリーム半田１２の電極と第１メモリモジュール２２１の各貫通孔２１ａ内のクリーム半
田１２の電極と第２メモリモジュール２２２の各貫通孔２２ａ内のクリーム半田１２の電
極とを、多数の導電性ワイヤ１１で個別に接続する代わりに、図４６（Ｃ）に示すように
、モジュール間の電極同士を、導体の別の例としての連続した１本又は数本の導電性ワイ
ヤ５３で接続するようにしてもよい。
【００６９】
すなわち、ベース基板モジュール２１０と第１メモリモジュール２２１と第２メモリモジ
ュール２２２とが上下に重なるように位置する３個のクリーム半田１２の電極、すなわち
、導電性ワイヤ５３を、第２メモリモジュール２２２の各貫通孔２２ａ内のクリーム半田
１２の電極と、第１メモリモジュール２２１の各貫通孔２１ａ内のクリーム半田１２の電
極と、ベース基板モジュール２１０の各貫通孔１０ａ内のクリーム半田１２の電極とを貫
通させる。次いで、Ｕ字状に折り曲げたのち、導電性ワイヤ５３を、隣接するベース基板
モジュール２１０の各貫通孔１０ａ内のクリーム半田１２の電極と、第１メモリモジュー
ル２２１の各貫通孔２１ａ内のクリーム半田１２の電極と、第２メモリモジュール２２２
の各貫通孔２２ａ内のクリーム半田１２の電極とを貫通させる。次いで、再び、Ｕ字状に
折り曲げたのち、例えば、隣接する第２メモリモジュール２２２の各貫通孔２２ａ内のク
リーム半田１２の電極と、第１メモリモジュール２２１の各貫通孔２１ａ内のクリーム半
田１２の電極と、ベース基板モジュール２１０の各貫通孔１０ａ内のクリーム半田１２の
電極とを貫通させる。このようにして、接続すべき全てのクリーム半田１２の電極を接続
する。
【００７０】
次いで、リフロー炉内に上記モジュールを搬入してリフロー工程を行うことにより、また
は、ホットエアなどの熱風を吹き付けることにより、各クリーム半田１２を溶融して各ク
リーム半田１２と導電性ワイヤ５３とを導通状態のまま完全に固着させることにより、確
実に電気的に接続する。
【００７１】
次いで、上記導電性ワイヤ５３の上記Ｕ字状に折り曲げた部分を切断して除去することに
より、ベース基板１０と第１及び第２メモリ用基板２１，２２の上下に重なるように位置
する３個のクリーム半田１２の電極を互に個別的に導通させ、かつ、３個の接続部毎に独
立的に導通させる導通用柱部材として機能させることができる。
【００７２】
このような構成によれば、多数の導電性ワイヤ１１を予め用意する必要がなく、用意すべ
き部品点数を削減することができるとともに、多数の導電性ワイヤ１１を一本ずつ接続す
るよりも連続した導電性ワイヤ５３を半田１２に貫通させる方が接続しやすく、作業の軽
減を図ることができる。
【００７３】
上記構成において、ベース基板１０と第１メモリ用基板２１と第２メモリ用基板２２とを
同時に位置決めして仮固定するようにしてもよい。また、仮固定は、接着剤の代わりに両
面粘着テープを使用することもできる。さらには、接着剤を使用せずに、他の部材又は半
田の粘着力を利用して上記三枚の基板を位置決め保持するようにしてもよい。
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【００７４】
図４７は、本発明の上記実施形態にかかるＩＣチップ装着方法が適用できる別の小型メモ
リカードの完成状態での一部断面側面図である。図４７では、導電性ワイヤ５３の代わり
に、銅などの導電性ボール７１を使用するものである。すなわち、ベース基板１０の各貫
通孔１０ａ内のクリーム半田１２と第１メモリ用基板２１の各貫通孔１０ａ内のクリーム
半田１２との間に導電性ボール７１を介在させて、ベース基板１０と第１メモリ用基板２
１との間を大略平行に保持するとともに、第１メモリ用基板２１の各貫通孔２１ａ内のク
リーム半田１２と第２メモリ用基板２２の各貫通孔２２ａ内のクリーム半田１２との間に
導電性ボール７１を介在させて第１メモリ用基板２１と第２メモリ用基板２２との間を大
略平行に保持するようにしている。この場合、導電性ボール７１の直径よりも各貫通孔１
０ａ，２１ａ，２２ａのクリーム半田１２の外径を大きくして、導電性ボール７１が各ク
リーム半田１２の電極上に若干入り込みつつ安定して保持されるようにするのが好ましい
。
【００７５】
導電性ボール７１の一例としては、直径０．３μｍの銅ボールを使用することができる。
導電性ボール７１の材料としては、銅以外に、スズ－亜鉛系、スズ－銀系、スズ－銅系も
使用することができる。
【００７６】
上記構成によれば、先の例の小型メモリカードと同様な作用効果を奏することができる上
に、ベース基板１０と第１メモリ用基板２１、及び、第１メモリ用基板２１と第２メモリ
用基板２２との間に導電性ボール７１を介在させることにより、各基板の間隔を容易に均
等にすることができて、各基板を大略平行に配置することができる。また、導電性ボール
７１を銅などの半田よりも融点が高い材料より構成すれば、後工程でリフローやエアブロ
ーにより半田を溶融するときでも導電性ボール７１が溶融せず、基板間隔を導電性ボール
７１により確実に確保することができ、高い精度で基板間の平行度を保持することができ
る。よって、また、基板間が導電性ボール７１で支持されるため、機械的な応力が作用し
ても導電性ボール７１は容易に変形しない。従って、熱的な応力及び機械的な応力に抗し
て、基板間の平行度を確実に保持することができるとともに、隣接する導電性ボール７１
との接触も防止することができてショートを防止できる。さらに、導電性ボール７１の直
径を小さくすることにより、より狭いピッチでの配置が可能となり、配線の自由度が増し
、各メモリチップ１５への個別配線が可能となり、メモリチップ１５とＩＣチップ１３，
１４間での処理速度の向上を図ることができる。
【００７７】
また、図４及び図１１などに示すように、上記規制部１１１ｂ，１１１ｃ，１１２ｂ，１
１２ｃの上記フィレット成形部１１１ｂ，１１２ｂは、上記フィレット成形部により成形
される縦断面大略台形の上記フィレットの上面が上記メモリチップ１５の上面と大略面一
に成形されるように構成されているのが好ましい。このように構成することにより、従来
の不具合を解消しつつメモリチップ１５の保護を最大限に発揮させることができる。
【００７８】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で実施できる
。
【００７９】
例えば、上記フィレット成形部の縦断面形状は先に述べた形状に限られるものではなく、
その内側側面が任意の形状、例えば、湾曲したものでもよい。
【００８０】
また、上記フィレット成形部の枠形状の内側で形成される形状は、上記メモリチップ１５
の形状の大略相似形状であるのが好ましい。
【００８１】
また、上記各実施形態では、フィレット形成材料として、封止シートで説明したが、半液
体状又は液体状の封止樹脂をメモリ用基板２１上に塗布などにより供給するようにしても
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よい。また、封止シートもメモリ用基板２１上に予め載置するものに限らず、メモリチッ
プ１５側に配置するようにしてもよい。
【００８２】
なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、それ
ぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
【００８３】
【発明の効果】
本発明によれば、加熱加圧時に上記ＩＣチップと上記基板との間からはみ出す上記封止樹
脂を、封止樹脂規制部により、上記基板に対して装着後の上記ＩＣチップの厚み方向の上
記ＩＣチップの表面以下に規制するようにしている。
【００８４】
この結果、ＩＣチップの周囲例えば端面面の中央部に回り込んだ封止樹脂がＩＣチップの
側面を這い上がることができず、角状の突起部を形成することがない。よって、ＩＣチッ
プの各角部に確実にフィレットが形成できるとともに、角状の突起部による基板に対する
ＩＣチップの接合不良を確実に無くすことができ、かつ、信頼性向上を実現させることが
できる。また、角状の突起部が無いため、外装部品にクラックを発生させて破壊してり、
角状の突起部が折れてＩＣチップの一部に剥離を生じさせて耐湿性能が低下し耐熱応力特
性が低下し信頼性が低下することが無いとともに、ＩＣチップモジュールの薄型化を妨げ
ることもない。
【００８５】
また、本発明によれば、装着ツールの加圧面が、ＩＣチップの大きさに加えてＩＣチップ
の周囲にフィレットが十分に形成できる程度まで十分に大きな面積を有するようにしてい
る場合には、ＩＣチップの周囲例えば端面面の中央部に回り込んだ封止樹脂がＩＣチップ
の側面を這い上がることができず、角状の突起部を形成することがない。よって、ＩＣチ
ップの各角部に確実にフィレットが形成できるとともに、角状の突起部による基板に対す
るＩＣチップの接合不良を確実に無くすことができ、かつ、信頼性向上を実現させること
ができる。また、角状の突起部が無いため、外装部品にクラックを発生させて破壊してり
、角状の突起部が折れてＩＣチップの一部に剥離を生じさせて耐湿性能が低下し耐熱応力
特性が低下し信頼性が低下することが無いとともに、ＩＣチップモジュールの薄型化を妨
げることもない。
【００８６】
また、本発明によれば、装着ツールはフィレット成形部と平坦なＩＣチップ加圧面とを有
しているため、ＩＣチップの周囲、特に、端面の中央部に回り込もうとする封止樹脂がＩ
Ｃチップの側面を這い上がることができず、角状の突起部を形成することがない。よって
、ＩＣチップの各角部に確実にフィレットが形成できるとともに、角状の突起部による基
板に対するＩＣチップの接合不良を確実に無くすことができ、かつ、信頼性向上を実現さ
せることができる。また、角状の突起部が無いため、外装部品にクラックを発生させて破
壊してり、角状の突起部が折れてＩＣチップの一部に剥離を生じさせて耐湿性能が低下し
耐熱応力特性が低下し信頼性が低下することが無いとともに、ＩＣチップモジュールの薄
型化を妨げることもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態にかかる装着ツールにより、封止シートを介してＩＣチ
ップを基板に装着するＩＣチップの装着方法の工程の説明図である。
【図２】　図１の工程に続き、装着ツールによる加熱加圧時に封止樹脂の流動状態を説明
する説明図である。
【図３】　図２の工程に続き、装着ツールによる加熱加圧時に封止樹脂によるフィレット
の成形状態を説明する説明図である。
【図４】　図１から図３の工程により形成されたフィレットを有するメモリチップモジュ
ールの一部断面正面図である。
【図５】　本発明の第２実施形態にかかる装着ツールにより、封止シートを介してＩＣチ
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ップを基板に装着するＩＣチップの装着方法において、装着ツールが下降する工程の説明
図である。
【図６】　図５に続く工程であって、装着ツールにより加熱加圧状態の説明図である。
【図７】　図６に続く工程であって、装着ツールが上昇する状態の説明図である。
【図８】　本発明の第３実施形態にかかる装着ツールにより、封止シートを介してＩＣチ
ップを基板に装着するＩＣチップの装着方法のにおいて、装着ツールが下降する工程の説
明図である。
【図９】　本発明の第３実施形態の変形例にかかる装着ツールの断面図である。
【図１０】　図８に続く工程であって、装着ツールにより加熱加圧状態の説明図である。
【図１１】　図１０に続く工程であって、装着ツールが上昇する状態の説明図である。
【図１２】　従来の装着ツールにより、封止シートを介してＩＣチップを基板に装着する
工程の説明図である。
【図１３】　図１２に続く工程であって、装着ツールにより加熱加圧するとき、突起部が
形成される状態を示す工程の説明図である。
【図１４】　図１３に続く工程であって、装着ツールが上昇する工程の説明図である。
【図１５】　図１４に続く工程であって、外装ケースをＩＣチップモジュールに取り付け
る工程の説明図である。
【図１６】　図１５でＩＣチップモジュールに取り付けられた外装ケースにクラックが発
生する状態を示す説明図である。
【図１７】　従来の装着ツールにより、封止シートを介してＩＣチップを基板に装着する
工程であって、装着ツールにより加熱加圧するとき、突起部が形成される状態を示す工程
の説明図である。
【図１８】　図１７の工程により突起部が形成された状態のＩＣチップモジュールの一部
断面図である。
【図１９】　図１７の工程により突起部が形成された状態のＩＣチップモジュールのフィ
レットの突起部が破損した状態の説明図である。
【図２０】　従来の装着ツールにより、封止シートを介してＩＣチップを基板に装着する
工程であって、装着ツールにより加熱加圧するとき、突起部が形成される状態を示す工程
の説明図である。
【図２１】　図２０の工程により突起部が形成された状態のＩＣチップモジュールの一部
断面図である。
【図２２】　従来の装着ツールにより、封止シートを介して厚みの大きなＩＣチップを基
板に装着する工程であって、装着ツールにより加熱加圧するとき、ＩＣチップの側面に封
止樹脂が盛り上がった状態を示す工程の説明図である。
【図２３】　図２２の工程によりＩＣチップの側面に封止樹脂が盛り上がった状態のＩＣ
チップモジュールの一部断面図である。
【図２４】　従来の装着ツールにより、封止シートを介してＩＣチップを基板の一方の面
に装着する工程であって、装着ツールにより加熱加圧するとき、突起部が形成される状態
を示す工程の説明図である。
【図２５】　図２４の工程により突起部が形成された状態のＩＣチップモジュールの一部
断面図である。
【図２６】　図２４の工程に続く工程であって、図２４の上記従来の装着ツールにより、
封止シートを介してＩＣチップを基板の他方の面に装着する工程であって、装着ツールが
下降する状態を示す工程の説明図である。
【図２７】　図２６の工程に続く工程であって、図２４の上記従来の装着ツールにより、
封止シートを介してＩＣチップを基板の他方の面に装着する工程であって、装着ツールに
より加熱加圧する状態を示す工程の説明図である。
【図２８】　図１２の工程の前に、基板上に封止シートを載置した状態の平面図である。
【図２９】　図１２の工程の前に、基板上に封止シートを載置した状態の正面図である。
【図３０】　図１２の工程での基板上に封止シートを介してＩＣチップを加熱加圧する状
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態の平面図である。
【図３１】　図１２の工程での基板上に封止シートを介してＩＣチップを加熱加圧する状
態の正面図である。
【図３２】　図１４の工程での基板上に封止シートを介してＩＣチップを加熱加圧した後
にツールが上昇する状態の平面図である。
【図３３】　図１４の工程での基板上に封止シートを介してＩＣチップを加熱加圧した後
にツールが上昇する状態の一部断面正面図である。
【図３４】　基板上に封止シートを介してＩＣチップを加熱加圧する装着ツールが下降状
態の一部断面正面図である。
【図３５】　図３４の工程での基板上に封止シートを介してＩＣチップを加熱加圧する状
態の平面図である。
【図３６】　図３４の工程で基板上に封止シートを介してＩＣチップを加熱加圧した後に
ツールが上昇する状態の一部断面正面図である。
【図３７】　図３４の工程で基板上に封止シートを介してＩＣチップを加熱加圧した後に
ツールが上昇する状態の平面図である。
【図３８】　本発明の各実施形態にかかるＩＣチップ装着方法が適用できる小型メモリカ
ードの基本となる小型メモリカードの分解斜視図である。
【図３９】　図３８の小型メモリカードの一部断面側面図である。
【図４０】　図３８の小型メモリカードの底面図である。
【図４１】　本発明の上記実施形態にかかるＩＣチップ装着方法が適用できる小型メモリ
カードのケースを除いた状態での概略斜視図である。なお、一部の導体を取り除いて、電
極などを理解しやすくしている。
【図４２】　図４１の小型メモリカードの側面図である。
【図４３】　図４１の小型メモリカードの完成状態での一部断面側面図である。ただし、
理解しやすくするため、メモリチップと基板との接続部分及びケースを断面で示す。
【図４４】　（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）はそれぞれ図４１の小型メモリカードの製造方法に
おいて、ベース基板モジュール、第１メモリモジュール、及び、第２メモリモジュールを
製造する工程の一部断面の説明図である。
【図４５】　（Ａ），（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）はそれぞれ図４１の小型メモリカードの製
造方法において、ベース基板モジュール、第１メモリモジュール、及び、第２メモリモジ
ュールにクリーム半田を塗布する工程の一部断面の説明図、第１メモリモジュールと第２
メモリモジュールとを仮固定する工程の一部断面の説明図である。
【図４６】　（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）はそれぞれ図４１の小型メモリカードの製造方法に
おいて、仮固定された第１メモリモジュールと第２メモリモジュールをベース基板モジュ
ールに仮固定する工程、さらに、モジュール間の電極同士を導電性ワイヤで個別に接続す
る工程、モジュール間の電極同士を導体の別の例としての連続した導電性ワイヤで接続す
る工程の一部断面の説明図である。
【図４７】　本発明の上記実施形態にかかるＩＣチップ装着方法が適用できる別の例の小
型メモリカードの完成状態での一部断面側面図である。ただし、理解しやすくするため、
メモリチップと基板との接続部分及びケースを断面で示す。
【符号の説明】
１０…ベース基板、１０ａ…貫通孔、１１…導電性ワイヤ、１２…クリーム半田、１３…
ＡＳＩＣ用ＩＣチップ、１４…マイクロプロセッサ用ＩＣチップ、１５…メモリチップ、
１５ｐ…電極、１６…カード電極、１８…チップコンデンサ、１９…チップ抵抗、２１…
メモリ用基板、２１ａ…貫通孔、２１ｐ…電極、２２…第２メモリ用基板、２２ａ…貫通
孔、２２ｚ…位置決め孔、２４…第４メモリ用基板、３０Ａ…上ケース、３１Ａ…下ケー
ス、１００…加熱加圧ツール、１００ａ…加圧面、１１０…基板、１１１…加熱加圧ツー
ル、１１１ａ…傾斜面、１１１ｂ…フィレット成形部、１１１ｃ…メモリチップ加圧面、
１１２…加熱加圧ツール、１１２ａ…内側側面、１１２ｂ…フィレット成形部、１１２ｃ
…メモリチップ加圧面、１１２ｄ…湾曲面、１１３…ＡＳＩＣ用ＩＣチップ、１１４…マ
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イクロプロセッサ用ＩＣチップ、１１５…メモリチップ、１１６…電極、１１８…チップ
コンデンサ、１１９…チップ抵抗、１３０…上ケース、１３１…下ケース、１３１ａ…電
極用開口、１３２…ライトプロテクト用切換えスイッチ、１５０…ステージ、２００…封
止樹脂、２０９…フィレット形成用封止シート、２０９ａ…上面、２１０…ベース基板モ
ジュール、２１１…フィレット形成用封止シート、２１１ａ…傾斜側面、２１２…フィレ
ット形成用封止シート、２２１…第１メモリモジュール、２２２…第２メモリモジュール
、２７０…第３メモリモジュール。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(18) JP 4288026 B2 2009.7.1

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(19) JP 4288026 B2 2009.7.1

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(20) JP 4288026 B2 2009.7.1

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】



(21) JP 4288026 B2 2009.7.1

【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】



(22) JP 4288026 B2 2009.7.1

【図３８】 【図３９】

【図４０】

【図４１】 【図４２】



(23) JP 4288026 B2 2009.7.1

【図４３】 【図４４】

【図４５】 【図４６】



(24) JP 4288026 B2 2009.7.1

【図４７】



(25) JP 4288026 B2 2009.7.1

10

フロントページの続き

(72)発明者  吉野　道朗
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内

    審査官  田代　吉成

(56)参考文献  特開２００１－１２７１０５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１３４５６４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  21/60
              B42D  15/10
              G06K  19/077


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

