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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下面に露出した第１の平面電極端子を備える電子部品と、上面に露出した第２の平面電
極端子を備え、前記電子部品が搭載される基板と、前記第１の平面電極端子と前記第２の
平面電極端子を電気的に接続するハンダ接続部とを備えており、
　前記電子部品は、パッケージ部の下面に第１の絶縁樹脂層を一体に積層して形成される
とともに、前記第１の絶縁樹脂層が、下面から下方に突出し、下面に露出した前記第１の
平面電極端子を囲繞するように配設された第１の突部を備えて形成され、
　前記基板は、配線層の上面に第２の絶縁樹脂層を一体に積層して形成されるとともに、
前記第２の絶縁樹脂層が、上面から上方に突出し、上面に露出した前記第２の平面電極端
子を囲繞するように配設された第２の突部を備えて形成され、
　前記第１の突部と前記第２の突部を嵌合させ、前記第１の絶縁樹脂層の前記第１突部及
び／又は前記第２の絶縁樹脂層の前記第２の突部と、前記第１の絶縁樹脂層と前記第２の
絶縁樹脂層の他の部分とで囲まれた空間内に前記第１の平面電極端子と前記第２の平面電
極端子と前記ハンダ接続部を内包して、前記基板に前記電子部品が搭載されていることを
特徴とする電子部品実装装置。
【請求項２】
　請求項１記載の電子部品実装装置において、
　前記第１の突部と前記第２の突部のいずれか一方の突部が、突出方向先端から基端に向
けて凹む嵌合溝を備えて形成され、該嵌合溝に他方の突部を嵌合させて、前記基板に前記
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電子部品が搭載されていることを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項３】
　請求項２記載の電子部品実装装置において、
　前記他方の突部が、突出方向基端から先端に向かうに従い漸次その幅が小となるテーパ
ー状に形成されるとともに、該他方の突部が嵌合する前記一方の突部の嵌合溝が先端から
基端に向かうに従い漸次その幅が小となるテーパー状に形成されていることを特徴とする
電子部品実装装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の電子部品実装装置において、
　前記第１の絶縁樹脂層と前記第２の絶縁樹脂層の互いの接続面が非導電性接着材料を用
いて接着されていることを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の電子部品実装装置において、
　前記第１の突部と前記第２の突部が嵌合して前記基板に前記電子部品を搭載するととも
に形成されて前記第１の平面電極端子と前記第２の平面電極端子と前記ハンダ接続部を内
包する空間の内面部分に、金属めっきが施されていることを特徴とする電子部品実装装置
。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の電子部品実装装置において、
　前記第１の突部及び／又は前記第２の突部の突出方向基端側に対して先端側の幅が小さ
くなるように、前記第１の突部及び／又は前記第２の突部が多段構造で形成されるととも
に、少なくとも前記第１の突部及び／又は前記第２の突部の先端側が、前記第１の絶縁樹
脂層と前記第２の絶縁樹脂層の他の部分を形成する絶縁樹脂よりも高弾性の弾性絶縁樹脂
を用いて形成されていることを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の電子部品実装装置が具備する電子部品である
ことを特徴とする電子部品。
【請求項８】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の電子部品実装装置が具備する基板であること
を特徴とする基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品実装装置及び電子部品並びに基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の小型化、高密度化、薄型化が急速に進んでいる。そして、ＢＧＡ、Ｃ
ＳＰなどのボール電極端子を備えた電子部品（以下、ＢＧＡ部品という）と比較し、電極
端子がボール状に形成されていない分、低背化が図れるため、ＬＧＡ、ＱＦＮなどの平面
電極端子（電極パッド）を備えた電子部品（以下、ＬＧＡ部品という）を採用するケース
が増えてきている。また、今後、さらなる電子機器の小型化、高密度化、薄型化の要望に
応えるために、より低背実装を狙えるＬＧＡ部品の使用が主流になると考えられている。
【０００３】
　この一方で、ＬＧＡ部品を使用した実装装置（電子部品実装装置）は、ＢＧＡ部品を使
用した実装装置と比べ、耐熱衝撃性（耐熱性、耐衝撃性）が低くなることが知られている
。また、電極端子が平坦であるが故に、ＢＧＡ部品を使用した実装装置と比べてハンダ接
続部（ハンダ実装部）の信頼性が低く、また、実装時に未接続が発生しやすい。このため
、さらなる低背化を図る上で、ＬＧＡ部品を使用した実装装置の耐熱衝撃性、ハンダ接続
部の信頼性、実装時の未接続発生の課題を解決することが強く望まれている。
【０００４】



(3) JP 5556309 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

　これに対し、特許文献１には、ＬＧＡ部品と基板の間（ＬＧＡ型基板とプリント基板の
間）に中継基板を介設し、高融点ハンダと低融点ハンダを用いて中継基板と基板の間を電
気的に接続するように構成した実装装置が開示されている。この実装装置においては、熱
膨張率の違いによってＬＧＡ部品、中継基板、プリント基板の各部材間に応力が発生した
り、衝撃によって各部材間に応力が発生した際に、ハンダ接続部の高融点ハンダが塑性変
形することで応力を緩和させる。これにより、ＬＧＡ部品を使用した実装装置の耐熱衝撃
性を確保できる。
【０００５】
　また、特許文献２には、ＬＧＡなどの電極端子を備えた電子部品とプリント基板を電気
的に接続するためのハンダとして耐熱性樹脂粉末を混入したハンダを用いて構成した実装
装置が開示されている。この実装装置においては、耐熱性樹脂粉末を混入することでＬＧ
Ａ実装高さを保持しつつハンダ接続部の弾性及び強度を向上させることができる。これに
より、ＬＧＡ部品を使用した実装装置の耐熱衝撃性を確保できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１２６９５４号公報
【特許文献２】特開平１１－２３８９６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の実装装置においては、中継基板を介設し、且つ２種類のハ
ンダを用いてハンダ接続部が構成されるため、耐熱衝撃性を確保できる反面、さらなる低
背化の実現が困難になってしまう。
【０００８】
　一方、特許文献２の実装装置においては、耐熱性樹脂粉末を混入したハンダを用いるこ
とで、実装高さを保持しつつ耐熱衝撃性を確保することができるが、ハンダ接続部の信頼
性、実装時の未接続発生の課題を解決することが困難であり、やはり、さらなる低背化を
実現することが難しい。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑み、電極端子の平坦性が招くハンダ接続部の信頼性低下や実装
時の未接続発生の防止、耐熱衝撃性の確保を可能にし、さらなる低背化を実現することを
可能にする電子部品実装装置及び電子部品並びに基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】
【００１０】
　上記の目的を達するために、この発明は以下の手段を提供している。
【００１１】
　本発明の電子部品実装装置は、下面に露出した第１の平面電極端子を備える電子部品と
、上面に露出した第２の平面電極端子を備え、前記電子部品が搭載される基板と、前記第
１の平面電極端子と前記第２の平面電極端子を電気的に接続するハンダ接続部とを備えて
おり、前記電子部品は、パッケージ部の下面に第１の絶縁樹脂層を一体に積層して形成さ
れるとともに、前記第１の絶縁樹脂層が、下面から下方に突出し、下面に露出した前記第
１の平面電極端子を囲繞するように配設された第１の突部を備えて形成され、前記基板は
、配線層の上面に第２の絶縁樹脂層を一体に積層して形成されるとともに、前記第２の絶
縁樹脂層が、上面から上方に突出し、上面に露出した前記第２の平面電極端子を囲繞する
ように配設された第２の突部を備えて形成され、前記第１の突部と前記第２の突部を嵌合
させ、前記第１の絶縁樹脂層の前記第１突部及び／又は前記第２の絶縁樹脂層の前記第２
の突部と、前記第１の絶縁樹脂層と前記第２の絶縁樹脂層の他の部分とで囲まれた空間内
に前記第１の平面電極端子と前記第２の平面電極端子と前記ハンダ接続部を内包して、前
記基板に前記電子部品が搭載されていることを特徴とする。
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【００１２】
　また、本発明の電子部品実装装置においては、前記第１の突部と前記第２の突部のいず
れか一方の突部が、突出方向先端から基端に向けて凹む嵌合溝を備えて形成され、該嵌合
溝に他方の突部を嵌合させて、前記基板に前記電子部品が搭載されていることが望ましい
。
【００１３】
　さらに、本発明の電子部品実装装置においては、前記他方の突部が、突出方向基端から
先端に向かうに従い漸次その幅が小となるテーパー状に形成されるとともに、該他方の突
部が嵌合する前記一方の突部の嵌合溝が先端から基端に向かうに従い漸次その幅が小とな
るテーパー状に形成されていることがより望ましい。
【００１４】
　また、本発明の電子部品実装装置においては、前記第１の絶縁樹脂層と前記第２の絶縁
樹脂層の互いの接続面が非導電性接着材料を用いて接着されていてもよい。
【００１５】
　さらに、本発明の電子部品実装装置においては、前記第１の突部と前記第２の突部が嵌
合して前記基板に前記電子部品を搭載するとともに形成されて前記第１の平面電極端子と
前記第２の平面電極端子と前記ハンダ接続部を内包する空間の内面部分に、金属めっきが
施されていることが望ましい。
【００１６】
　また、本発明の電子部品実装装置においては、前記第１の突部及び／又は前記第２の突
部の突出方向基端側に対して先端側の幅が小さくなるように、前記第１の突部及び／又は
前記第２の突部が多段構造で形成されるとともに、少なくとも前記第１の突部及び／又は
前記第２の突部の先端側が、前記第１の絶縁樹脂層と前記第２の絶縁樹脂層の他の部分を
形成する絶縁樹脂よりも高弾性の弾性絶縁樹脂を用いて形成されていてもよい。
【００１７】
　本発明の電子部品は、上記のいずれかの電子部品実装装置が具備する電子部品であるこ
とを特徴とする。
【００１８】
　本発明の基板は、上記のいずれかの電子部品実装装置が具備する基板であることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の電子部品実装装置及び電子部品並びに基板においては、電子部品に第１の絶縁
樹脂層を設け、基板に第２の絶縁樹脂層を設け、第１の突部と第２の突部を嵌合させて、
基板に電子部品を搭載するように構成されているため、すなわち、電子部品と基板を接続
するハンダ接続部間に絶縁樹脂が介在しているため、熱負荷時に実装装置全体の熱膨張に
伴ってハンダ接続部にかかる応力を緩和することができる。これにより、ハンダクラック
の発生や進展、破壊を生じにくくすることができ、耐熱衝撃性を確保することが可能にな
る。
【００２０】
　さらに、第１の絶縁樹脂層の第１の突部と第２の絶縁樹脂層の第２の突部を嵌合させて
、電子部品を基板に搭載するとともに、第１の平面電極端子と第２の平面電極端子を互い
に対向する所定位置に位置決めして配置することができる。また、第１の突部及び／又は
第２の突部で囲まれた空間内で、第１の平面電極端子と第２の平面電極端子をハンダによ
って電気的に接続することができる。これにより、電子部品の平坦性が招くハンダ接続部
の信頼性低下や実装時の未接続発生を防止できる。
【００２１】
　そして、このように電極端子の平坦性が招くハンダ接続部の信頼性低下や実装時の未接
続発生の防止、耐熱衝撃性の確保が可能になるとともに、第１の絶縁樹脂層や第２の絶縁
樹脂層の厚さ、第１の突部や第２の突部の長さを調整することによって、さらなる実装高
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さの低背化を実現することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置を示す断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置の電子部品（ＬＧＡ部品）と基板を
示す断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置の製造方法（実装プロセス）を示す
図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置の変形例を示す断面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置の変形例を示す断面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置の変形例を示す断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置の変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
 ［第一実施形態］
　以下、図１から図３を参照し、本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置及び電子部
品並びに基板について説明する。
【００２４】
　本実施形態の電子部品実装装置Ａは、図１及び図２に示すように、下面に露出した第１
の平面電極端子１を備えるＬＧＡ部品（電子部品）２と、上面に露出した第２の平面電極
端子３を備え、ＬＧＡ部品２が搭載（実装）される基板４と、互いに対向する第１の平面
電極端子１と第２の平面電極端子３を電気的に接続するハンダ５（ハンダ接続部６）とを
備えて構成されている。
【００２５】
　ＬＧＡ部品２は、パッケージ部（パッケージ層）７と、パッケージ部７の下面に一体に
積層形成された第１の絶縁樹脂層８とを備えて形成され、パッケージ部７に繋がる複数の
第１の平面電極端子１をそれぞれ、第１の絶縁樹脂層８の下面に露出させつつ第１の絶縁
樹脂層８で封止して構成されている。また、このＬＧＡ部品２は、第１の絶縁樹脂層８が
、下面から下方に突出し、下面に露出した各第１の平面電極端子１のパッド面を囲繞する
ように配設された第１の突部９を備えて形成されている。
【００２６】
　基板４は、配線層１０と、配線層１０の上面に一体に積層形成された第２の絶縁樹脂層
１１とを備えて形成され、配線層１０に繋がる複数の第２の平面電極端子３をそれぞれ、
第２の絶縁樹脂層１１の上面に露出させつつ第２の絶縁樹脂層１１で封止して構成されて
いる。また、この基板４は、第２の絶縁樹脂層１１が、上面から上方に突出し、上面に露
出した各第２の平面電極端子３のパッド面を囲繞するように配設された第２の突部１２を
備えて形成されている。また、各第２の突部（一方の突部）１２は、突出方向先端から基
端に向けて凹む嵌合溝（嵌合孔）１３を備えて形成されている。
【００２７】
　そして、嵌合溝１３が第１の突部９と同形同大で形成され、この第２の突部１２の嵌合
溝１３に第１の突部（他方の突部）９を嵌合させて、ＬＧＡ部品２が基板４に一体に搭載
されている。また、このように嵌合溝１３に第１の突部９を嵌合させた状態で、ＬＧＡ部
品２と基板４の一対の第１の平面電極端子１と第２の平面電極端子３が対向配置されてい
る。さらに、第２の突部１２の先端面がＬＧＡ部品２の第１の絶縁樹脂層８の下面に密着
して、第２の突部１２と第２の絶縁樹脂層１１の上面と第１の絶縁樹脂層８の下面で囲ま
れた空間Ｈ内に、一対の第１の平面電極端子１と第２の平面電極端子３が上下に対向して
内包されている。そして、これら一対の第１の平面電極端子１と第２の平面電極端子３が
空間Ｈ内に設けられたハンダ５によって電気的に接続されている。すなわち、第１の平面
電極端子１と第２の平面電極端子３を電気的に接続するハンダ接続部６が空間Ｈ内に内包
されている。
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【００２８】
　上記構成からなる本実施形態の電子部品実装装置Ａを製造する際には、図３（ａ）に示
すように、パッケージ部７の下面に第１の絶縁樹脂層８を一体に積層形成して、ＬＧＡ部
品２を製作する。このとき、パッケージ部７に繋がる第１の平面電極端子１のパッド面を
下面に露出させ、且つ第１の平面電極端子１のパッド面を囲繞する第１の突部９を設けて
、第１の絶縁樹脂層８を形成する。
【００２９】
　また、配線層１０の上面に第２の絶縁樹脂層１１を一体に積層形成して、基板４を製作
する。このとき、配線層１０に繋がる第２の平面電極端子３のパッド面を上面に露出させ
、且つ第２の平面電極端子３のパッド面を囲繞する第２の突部１２を設けて、第２の絶縁
樹脂層１１を形成する。
【００３０】
　次に、図３（ｂ）に示すように、ＬＧＡ部品２の第１の突部９と、基板４の第２の突部
１２の先端をそれぞれ研削し、第１の突部９と第２の突部１２を所定の長さにする。さら
に、図３（ｃ）に示すように、レーザー加工によってＬＧＡ部品２の第１の突部９を所定
の厚さに形成する。また、レーザー加工によって基板４の第２の突部１２に嵌合溝１３を
形成する。
【００３１】
　なお、第１の絶縁樹脂層８と第２の絶縁樹脂層１１を形成する際には、絶縁樹脂の２段
階塗布によって第１の突部９、嵌合溝１３を備えた第２の突部１２を形成するようにして
もよい。この場合には、レーザー加工工程が不要になるため、工程の削減効果が得られる
。
【００３２】
　このようにＬＧＡ部品２と基板４をそれぞれ製作した段階で、図３（ｄ）に示すように
、基板４の第２の平面電極端子３を埋設するように、基板４の第２の突部１２で囲まれた
空間Ｈ内にハンダ５を供給する。これとともに、図３（ｅ）に示すように、基板４にＬＧ
Ａ部品２を搭載する。このとき、第２の突部１２の嵌合溝１３に第１の突部９を嵌合させ
て基板４にＬＧＡ部品２を搭載することで、ＬＧＡ部品２が確実に基板４に一体に搭載さ
れる。また、ＬＧＡ部品２と基板４の一対の第１の平面電極端子１と第２の平面電極端子
３が上下方向に対向して空間Ｈ内の所定位置に配置され、上下一対の第１の平面電極端子
１と第２の平面電極端子３が空間Ｈ内に供給したハンダ５によって電気的に接続される。
【００３３】
　そして、このようにＬＧＡ部品２を基板４に搭載した後に、リフロー工程を施すことに
より、図３（ｆ）に示すように、本実施形態の電子部品実装装置Ａの製造が完了する。
【００３４】
［実施例］
　ここで、本実施形態の電子部品実装装置Ａ及び電子部品実装装置Ａの製造方法のより具
体的な実施例を説明する。
【００３５】
　本実施例の電子部品実装装置Ａでは、フルグリッドタイプのＬＧＡ部品２を使用した。
なお、ＬＧＡ部品２として、ベアチップ（チップ形状のもの）を使用してもよい。さらに
、半導体パッケージだけでなく、モジュール部品を使用してもよい。また、フルグリッド
タイプだけでなく、パッケージ中央一帯に電極１を持たないタイプや、パッケージ外周部
のみに電極１を持つタイプのいずれを使用してもよい。
【００３６】
　そして、本実施例のＬＧＡ部品２は、パッド径を０．２４ｍｍ、パッドピッチを０．４
ｍｍ、パッド間隔を０．１６ｍｍとしている。また、ＬＧＡ部品２のパッケージ部７の下
面に積層形成した第１の絶縁樹脂層８は、最大厚さを０．０２ｍｍとし、第１の突部９を
０．０１ｍｍの長さで形成した。
【００３７】
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　次に、本実施例において、基板４には、電極パッド（電極３のパッド面）にＮｉめっき
を施したものを使用した。電極パッドの直径はいずれも０．２ｍｍとした。また、電極パ
ッドの間隔は０．２ｍｍと十分に広く、ＬＧＡ部品２の搭載に対して十分な大きさにして
形成した。また、第２の絶縁樹脂層１１は、最大厚さを０．０２ｍｍとし、第２の突部１
２を０．０１ｍｍの長さで形成した。
【００３８】
　次に、ハンダ５には、鉛フリーハンダを使用するとともに、その構成（組成）がＳｎ－
３．０Ａｇ－０．５Ｃｕのものを使用した。これは、電子機器に一般的に多用されている
ものである。
【００３９】
　そして、この電子部品実装装置Ａを製造する際には、まず、ＬＧＡ部品２及び基板４の
第１の絶縁樹脂層８及び第２の絶縁樹脂層１１の厚さを０．０２ｍｍになるように平坦に
研削した。次に、第１の絶縁樹脂層８及び第２の絶縁樹脂層１１をレーザー加工して、第
１の突部９及び第２の突部１２の嵌合溝１３を形成した。このとき、嵌合溝１３を深さが
０．０１ｍｍとなるように形成した。
【００４０】
　次に、基板４の電極パッド３上に、ハンダ（ハンダペースト）５を印刷供給した。なお
、ハンダ供給は印刷法に限らず、ジェットディスペンサーを用いた方法であってもよい。
そして、搭載機を用い、第１の絶縁樹脂層８の第１の突部９を第２の絶縁樹脂層１１の第
２の突部１２の嵌合溝１３に嵌合させてＬＧＡ部品２を基板４に搭載した。また、これと
ともに、リフロー加熱により基板４上の電極パッド３に供給したハンダ５をＬＧＡ部品２
の電極パッド１に接続させて、電子部品実装装置Ａを製造した。
【００４１】
　そして、上記構成からなる本実施形態の電子部品実装装置Ａにおいては、ＬＧＡ部品２
が、第１の絶縁樹脂層８の第１の突部９を基板４の第２の絶縁樹脂層１１の第２の突部１
２の嵌合溝１３に嵌合させて、基板４に一体に搭載されるため、すなわち、ＬＧＡ部品２
と基板４を接続するハンダ接続部６間に絶縁樹脂８、１１（９、１２）が介在するため、
熱負荷時に実装装置Ａ全体の熱膨張に伴ってハンダ接続部６にかかる応力を緩和すること
ができる。そして、このように第１の絶縁樹脂層８と第２の絶縁樹脂層１１が一般的にＬ
ＧＡ実装で耐熱衝撃のために用いられるアンダーフィル材のような役目を果たすため、ハ
ンダクラックの発生や進展、破壊を生じにくくすることができ、耐熱衝撃性を確保するこ
とが可能になる。
【００４２】
　さらに、第１の絶縁樹脂層８の第１の突部９を第２の絶縁樹脂層１１の第２の突部１２
の嵌合溝１３に嵌合させて、ＬＧＡ部品２を基板４に搭載するとともに、第１の平面電極
端子１と第２の平面電極端子３を互いに対向する所定位置に位置決めして配置することが
できる。また、ＬＧＡ部品２を基板４に搭載するとともに、第２の突部１２と第２の絶縁
樹脂層１１の上面と第１の絶縁樹脂層８の下面で囲まれた空間Ｈ内で、第１の平面電極端
子１と第２の平面電極端子３をハンダ５によって電気的に接続することができる。これに
より、ＬＧＡ部品２の平坦性が招くハンダ接続部６の信頼性低下や実装時の未接続発生を
防止できる。
【００４３】
　よって、本実施形態の電子部品実装装置Ａ及びＬＧＡ部品（電子部品）２並びに基板４
によれば、上記のように電極端子１、３の平坦性が招くハンダ接続部６の信頼性低下や実
装時の未接続発生の防止、耐熱衝撃性の確保が可能になり、第１の絶縁樹脂層８や第２の
絶縁樹脂層１１の厚さ、第１の突部９や第２の突部１２の長さを調整することによって、
さらなる実装高さの低背化を実現することが可能になる。
【００４４】
　また、第１の絶縁樹脂層８と第２の絶縁樹脂層１１が一般的にＬＧＡ実装で耐熱衝撃の
ために用いられるアンダーフィル材の役目を果たしているため、従来、耐熱衝撃性を確保
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するために必須であったアンダーフィル塗布工程を不要にすることができる。さらに、Ｌ
ＧＡ部品２の故障や不具合が発生した場合に、一般のＬＧＡ実装装置ではアンダーフィル
材とＬＧＡ部品２及び基板４が接着されているため、部品交換を行うリペア作業ができな
いのに対し、本実施形態の実装装置Ａにおいては、アンダーフィル材を使用しないため、
リペア作業を行うことが可能になる。
【００４５】
　以上、本発明に係る電子部品実装装置及び電子部品並びに基板の一実施形態について説
明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範
囲で適宜変更可能である。
【００４６】
　例えば図４に示すように、第１の絶縁樹脂層８の第１の突部９を突出方向基端から先端
に向かうに従い漸次その幅が小となるテーパー状に形成し、この第１の突部９が嵌合する
第２の絶縁樹脂層１１の第２の突部１２の嵌合溝１３を突出方向先端から基端に向かうに
従い漸次その幅が小となるテーパー状に形成するようにしてもよい。そして、この場合に
は、第１の突部９を第２の突部１２の嵌合溝１３に容易に嵌合させることが可能になると
ともに、ＬＧＡ部品２を基板４に搭載する際の位置合わせ精度を高めることが可能になる
。さらに、実装プロセスにおいて、通常のリフロー工法から圧接工法への転用も可能にな
り、製造時間の縮小化を図ることが可能になる。
【００４７】
　また、例えば図５に示すように、第１の絶縁樹脂層８と第２の絶縁樹脂層１１の互いの
接続面、すなわち、第１の突部９の外面と嵌合溝１３の内面、第２の突部１２の先端面と
第１の突部９を挟んで両側の第１の絶縁樹脂層８の下面を、非導電性接着材料１５を用い
て接着するようにしてもよい。この場合には、ＬＧＡ部品２を基板４に実装する前に、す
なわち、基板４の第２の平面電極端子３を囲む第２の突部１２の空間Ｈにハンダ５を供給
するとともに、第１の絶縁樹脂層８と第２の絶縁樹脂層１１の接続面に非導電性接着材料
１５を塗布することで、実装装置Ａ全体の接続強度を向上させることが可能になる。この
ため、実装装置Ａ全体の機械的信頼性を向上させることが可能になる。また、非導電性接
着材料１５を塗布することで、第１の突部９を第２の突部１２の嵌合溝１３に嵌合させた
際に、第１の突部９の外面と嵌合溝１３の内面の間、第２の突部１２の先端面と第１の絶
縁樹脂層８の下面の間に生じる隙間を埋めることが可能になる。これにより、第１の突部
９や第２の突部１２（嵌合溝１３）の形成精度を粗くしても、要求される実装高さを容易
に且つ確実に実現することが可能になる。
【００４８】
　さらに、例えば図６に示すように、ハンダ接続部に近接する第２の絶縁樹脂層１１の最
周辺面に、すなわち、第１の突部９と第２の突部１２が嵌合して基板４にＬＧＡ部品２を
搭載するとともに形成されて第１の平面電極端子１と第２の平面電極端子３とハンダ接続
部６を内包する空間Ｈの内面部分に、Ｎｉ／Ａｕめっきなどの金属めっき１６を施しても
よい。この場合には、基板４及びＬＧＡ部品２を繋ぐハンダ接合面積を増大させることが
できるため、ハンダ接続部６に加わる荷重が同じであれば応力を低減することが可能にな
る。このため、耐熱衝撃性だけでなく耐落下衝撃性などのハンダ接続部６の機械的信頼性
を確保することが可能になる。
【００４９】
　また、例えば図７に示すように、第１の突部９や第２の突部１２を、突出方向基端側に
対して先端側の幅が小さくなるように（第２の突部１２の嵌合溝１３を突出方向基端側に
対して先端側の幅が大きくなるように）、多段構造で形成するようにしてもよい。さらに
、少なくとも、第１の突部９の嵌合溝１３に嵌合する部分（２段目以降の部分、先端側の
部分９ａ）や、第２の突部１２の基端側が嵌合する部分（２段目以降の部分、先端側の部
分１２ａ）を、弾性絶縁樹脂（第１の弾性絶縁樹脂、第２の弾性絶縁樹脂）を用いて形成
するようにしてもよい。
　ここで、弾性絶縁樹脂（第１の弾性絶縁樹脂、第２の弾性絶縁樹脂）とは、第１の絶縁
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樹脂層８や第２の絶縁樹脂層１１の他の部分を形成する絶縁樹脂よりも高弾性の絶縁樹脂
であることを意味する。
　そして、このように第１の弾性絶縁樹脂及び第２の弾性絶縁樹脂を用いて第１の突部９
や第２の突部１２を形成すると、さらに、第１の弾性絶縁樹脂及び第２の弾性絶縁樹脂を
用いて第１の突部９や第２の突部１２を多段構造で形成すると、第１の弾性絶縁樹脂及び
第２の弾性絶縁樹脂の持つ弾性作用によって隙間量を低減させることが可能になる。また
、第１の突部９や第２の突部１２（嵌合溝１３）の形成精度を粗くしても、要求される実
装高さを実現することが可能になる。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　第１の平面電極端子（電極パッド）
２　　　ＬＧＡ部品（電子部品）
３　　　第２の平面電極端子（電極パッド）
４　　　基板
５　　　ハンダ
６　　　ハンダ接続部（ハンダ実装部）
７　　　パッケージ部（パッケージ層）
８　　　第１の絶縁樹脂層
９　　　第１の突部（他方の突部）
９ａ　　先端側（第１の弾性絶縁樹脂）
１０　　配線層
１１　　第２の絶縁樹脂層
１２　　第２の突部（一方の突部）
１２ａ　先端側（第２の弾性絶縁樹脂）
１３　　嵌合溝
１５　　非導電性接着材料
１６　　金属めっき
Ａ　　　電子部品実装装置
Ｈ　　　空間
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