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りも第 異方性導電性接着 J 2 3 における樹脂の弾性率を高 した。



回路基板の接続構造、回路基板の接続方、法および電子機器

技術分野

０００1 本発明は、第 回路基板ぉょび第2回路基板を異方性導電性接着剤を介して接続

した状態にぉいて修復可能な回路基板の接続構造、回路基板の接続方法、ぉょび

回路基板の接続構造を用いた電子機器に関する。

背景技術

０００2 回路基板の接続構造は、第 基材に複数の回路パターンが並行に形成された第

接続部を有する第 回路基板と、第2基材に複数の回路パターンが並行に形成され

た第2接続部を有する第2回路基板とを有する。

０００3 回路基板の接続構造は、樹脂中に導電粒子を含有するぺ一スト状あるいはシート

状の異方性導電性接着剤を介して第 接続部ぉょび第2接続部を対面配置し、一対

の加圧治具にょり第 基材ぉょび第2基材を互いに厚み方向に沿って近付く方向に

加熱しながら加圧する接続工程にょり、異方性導電性接着剤を溶融させてから固ィビ

させ、これにょり第 接続部ぉょび第2接続部の導通が確保されるとともに、第 基材

ぉょび第2基材が相互固定される。

０００4 ところで、このょぅな回路基板の接続構造にぉいて、第 接続部ぉょび第2接続部

の導通を確保できない不良品は、接続個所を加熱することにょり異方性導電性接着

剤を軟ィビさせてから第 基材ぉょび第2基材を相対的に引き剥がし、第 接続部ぉょ

び第2接続部を覆ぅょぅに残留した異方性導電性接着剤を溶剤やへら等を用いて除

去した後、再び前述した接続工程にょり第 回路基板ぉょび第2回路基板を接続す

る修復作業が施される。

０００5 しかしながら、このょぅな修復作業は、残留した異方性導電性接着剤を除去した後

に行ぅ必要があるため、煩雑であるとともに第 接続部の回路パターンぉょび第2接

続部の回路パターンを傷つける虞があり、改善が求められていた。

このょぅな要望に対して、第 基材 第2基材を引き剥がした後、残留する異方性導

電性接着剤を除去することなく行える電子部品の修復方法が提案されている (例え



ば、特許文献

０００6 特許文献 にょれば、当初用いた第 の異方性導電性接着剤には金属粒子を含有

させ、修復作業に用いる第2の異方性導電性接着剤には高分子核材に金属薄膜を

形成した粒子を含有させておくことにょり、修復作業を容易、かつ、確実に行えるとさ

れている。

特許文献1 特開平6 88548号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 ところが、特許文献 は、第 の異方性導電性接着剤おょび第2の異方性導電性接

着剤に含まれる導電粒子が異なるため、第 接続部おょび第2接続部間に電気抵抗

値が設計値と異なったり、あるいは第 の異方性導電性接着剤の導電粒子おょび第

2の異方性導電性接着剤の導電粒子間の電位差にょり電子の移行が生じ、イオン・

マイグレーションを引き起こす虞もある。

イオン・マイグレーションとは、水分の存在下でイオン化した金属が、電界にょって

引っ張られて移動する現象をいぅ。主にプリント配線基板や半導体パッケージ内の配

線間で起こる。

０００8 本発明は、前述した課題を解決するためになされたもので、その目的は、修復作業

を容易、かつ、確実に行えるとともに、電気的悪影響が生じにくい回路基板の接続構

造、回路基板の接続方法おょび電子機器を提供することにある。

課題を解決するための手段

０００9 本発明の回路基板の接続構造は、第 基材に複数の回路パターンが形成された第

接続部を有する第 回路基板と、第2基材に複数の回路パターンが形成された第2

接続部を有する第2回路基板と、前記第 接続部おょび前記第2接続部を接続する

接着部とを備え、前記接着部が、樹脂中に導電粒子を含有する異方性導電性接着

剤を介して前記第 接続部おょび前記第2接続部を対向配置され、接続される回路

基板の接続構造であって、前記接着部が、第 異方性導電性接着剤にょる第 接着

層おょび第2異方性導電性接着剤にょる第2接着層を有し、前記第 異方性導電性

接着剤の弾性率ょりも前記第2異方性導電性接着剤における樹脂の弾性率が高い



ことを特徴とする。

００1０ 第 異方性導電性接着剤の弾性率よりも第2異方性導電性接着剤の弾性率を高く

して、第2異方性導電性接着剤を第 異方性導電性接着剤より硬くした。

よって、例えば修復工程にあたって弾性率が高い第2異方性導電性接着剤を用い
ることで、圧接時に第2異方性導電性接着剤が、既存の (既に固ィビしていて再び溶

融された)第 異方性導電性接着剤を押し潰して (押し流して)各回路パターンの表

面 (端面も含む から除去する。

００11 これにより、第 接続部および第2接続部が同一接着剤 (すなわち、第2異方性導電

性接着剤)を介して接続される。

したがって、第 接続部や第2接続部から、既存の第 異方性導電性接着剤を別途

作業で除去することなく、第 接続部および第2接続部を第2異方性導電性接着剤で

接続できる。

００12 また、本発明は、前記第 異方性導電性接着剤は、主成分が熱硬ィロ型樹脂である

とともに副成分が熱可塑性樹脂であることを特徴とする。

００13 第 異方性導電性接着剤の副成分を熱可塑性樹脂とすることで、修復作業におい
て第2異方性導電性接着剤で第 異方性導電性接着剤を容易に押し潰すことができ

る (押し流すことができる)。

００14 さらに、第 異方性導電性接着剤の副成分を熱可塑性樹脂とすることで、修復時の

強制的な剥離を容易に行ぅことが可能となり、第 接続部や第2接続部に与える損傷

を抑えることができる。

したがって、第 接続部や第2接続部の損傷による修復ミスが防げるので、修復の

歩留まりが向上し、修復物の品質・信頼性も高くなる。

００15 さらに、本発明は、前記第2異方性導電性接着剤の主成分が熱硬ィロ型樹脂である

ことを特徴とする。

００16 また、本発明は、前記第 異方性導電性接着剤の主成分がアクリル系樹脂であると

ともに、前記第2異方性導電性接着剤の主成分がェポキシ系樹脂であることを特徴と

する。

００17 さらに、本発明の回路基板の接続方法は、第 基材に複数の回路パターンが形成



された第 接続部を有する第 回路基板と、第2基材に複数の回路パターンが形成さ

れた第2接続部を有する第2回路基板とを接続するために、樹脂中に導電粒子を含

有する第 異方性導電性接着剤を介して前記第 接続部および前記第2接続部を対

向配置させてから、前記第 基材および前記第2基材を加熱しながら厚み方向に沿

って互いに近付く方向に加圧する接続工程により第 接着層を形成した後、前記第

接着層を裂断させることにより前記第 回路基板および前記第2回路基板を分離させ

、次いで樹脂中に導電粒子を含有する第2異方性導電性接着剤を介して前記第 接

続部および前記第2接続部を対向配置させてから、前記接続工程により前記第 接

着層に積層する第2接着層を形成する回路基板の接続方法であって、前記第 異方

性導電性接着剤の弾性率よりも前記第2異方性導電性接着剤における樹脂の弾性

率が高いことを特徴とする。

００18 回路基板の接続方法によれば、前述した回路基板の接続構造と同様に、第 異方

性導電性接着剤の弾性率よりも第2異方性導電性接着剤の弾性率を高くして、第2

異方性導電性接着剤を第 異方性導電性接着剤より硬くすることで、修復工程の際

に第2異方性導電性接着剤が、既存の第 異方性導電性接着剤を押し潰して (押し

流して)各回路パターンの表面 (端面も含む)から除去する。

００19 したがって、第 接続部や第2接続部から、既存の第 異方性導電性接着剤を別途

作業で除去することなく、第 接続部および第2接続部を第2異方性導電性接着剤で

接続できる。

００2０ また、本発明の電子機器は、上述した回路基板の接続構造を用いた機器であるこ

とを特徴とする。

発明の効果

００2 1 本発明の回路基板の接続構造、回路基板の接続方法および電子機器によれば、

第2異方性導電性接着剤を第 異方性導電性接着剤より硬くすることで、修復作業を

容易、かつ、確実に行えるとともに、電気的悪影響が生じにくくできるれづ効果を有

する。

００22 図 本発明に係る回路基板の接続構造 (第 実施形態)を示す断面図である。



図2 第 実施形態に係る回路基板の接続方法において回路基板を分離する例を説

明する図である。

図3 第 実施形態に係る回路基板の接続方法において回路基板を接続する例を説

明する図である。

図4 本発明に係る回路基板の接続構造 (第2実施形態)を示す断面図である。

図5 第2実施形態に係る回路基板の接続構造の要部を拡大して示す断面図である

図6 第2実施形態に係る回路基板の接続方法を説明する図である。

符号の説明

００23 ０ 3０回路基板の接続構造

皿 携帯端末 (電子機器)

2 第 回路基板

3 第2回路基板

4 第 基材

5 第 接続部

6 9 回路パターン

7 第2基材

8 第2接続部

2０接着部

2 第 異方性導電性接着剤

22 第 接着層

23 第2異方性導電性接着剤

24 第2接着層

発明を実施するための最良の形態

００24 (第 実施形態)

以下、本発明の実施形態に係る回路基板の接続構造、回路基板の接続方法およ

び電子機器にっいて、図面を参照して説明する。

図 に示すよぅに、第 実施形態に係る回路基板の接続構造 ０は、電子機器であ



る携帯端末皿の箇体に収容され、第 回路基板 2と、第2回路基板 3と、第 回路

基板 2の第 接続部 5および第2回路基板 3の第2接続部 8を接続する接着部2

とを備える。

００25 第 回路基板 2は、第 基材 4に複数の回路パターン 6が並行に形成された第

接続部 5を有する。

第2回路基板 3は、第2基材 7に複数の回路パターン 9が並行に形成された第2

接続ｧi 8を有する。

００26 接着部2０は、第 接続部 5および第2接続部 8を対向配置させてから、第 基材

4および第2基材 7を加熱しながら厚み方向に沿って互いに近付く方向に加圧す

ることにより接続されるものである。

この接着部2０は、第 異方性導電性接着剤2 による第 接着層22および第2異方

性導電性接着剤23による第2接着層24を有する。

００27 第 接着層22は、第2回路基板 3の第2基材 7のぅち、回路パターン 9間に、回

路パターン 9の表面 g に対して略同一の高さ、または表面 g に対して低い高さ

に設けられている。

換言すれば、第 接着層22は、第2接続部 (第2基材 7に複数の回路パターン

9が並行に形成されたき日ィ立)のぅち、回路パターン 9の表面 g を除いた部位に、

回路パターン 9の表面 g に対して略同一の高さ、または表面 g に対して低い

高さに設けられている。

００28 第2接着層24は、第 接続部 (すなわち、第 基材 4に複数の回路パターン 6

が並行に形成されたき日ィ立) に設けられ、かつ、第 接着層22および回路パターン 9

の表面 g に接触するよぅに形成されている。

これにより、第 接続部 5および第2接続部 8が、第2接着層24 (すなわち、第2

異方性導電性接着剤23) のみを介して接続されるので、電気的悪影響の発生を抑

えることができる。

００29 第2接着層24の第2異方性導電性接着剤23は、第 接着層22の第 異方性導電

性接着剤2 と比較して弾性率が高い樹脂が用いられている。

００3０ 第 異方性導電性接着剤2 は、主成分が熱硬ィロ型樹脂であるとともに副成分が熱



可塑性樹脂であり、それぞれの樹脂中に導電粒子を含有する。

主成分の熱硬ィロ型樹脂は、一例として、アクリル系樹脂が用いられる。

各成分の含有量は、例えば、主成分が5０重量 超で、副成分が略2０重量 であ

る。この状態で、第 接着層22は、弾性率で、2００ Pa～・2GPaとレづ、低い弾性

率を持った状態が実現できる。

００31 ここで、第 異方性導電性接着剤2 の主成分と副成分との関係について説明する

主成分と副成分との関係として、例えば、絶対量 (例えば重量 ) が主従関係 (主

成分ノ副成分) にある場合が考えられる。

また、量的な関係ではなく、第2異方性導電性接着剤の特性を決定する支配的要

因が熱硬ィロ型傾向を示し、副次的要因が熱可塑性傾向を示す場合もある。例えば、

微量でも熱硬ィヒ，注が極めて高い樹脂を用いることで、主成分の絶対量を副成分より

も少なくすることは可能である。

００32 主成分および副成分に含有されている導電粒子としては、 被膜を持った

Co などの比較的硬度の高い金属粉を用いることが望ましく、被着する基板電

極のコプラナリテイを考慮して粒径を2～０ に調整することが望ま 、。

また、回路パターン 6 9が低電流回路の場合は、樹脂をコアに、金属被膜が形

成された導電粒子を用いることも可能である。

００33 第2異方性導電性接着剤23は、主成分が熱硬ィロ型樹脂であり、樹脂中に導電粒

子を含有する。

第2異方性導電性接着剤23の導電粒子は、第 異方性導電性接着剤2 の導電粒

子と同じものが用いられる。

第2異方性導電性接着剤23の主成分の熱硬ィロ型樹脂は、第 異方性導電性接着

剤2 の熱硬ィロ型樹脂と比較して弾性率が高い、ェポキシ系樹脂などが用いられる。

例えば、第2接着層24は、弾性率で、 ・2～2・5GPaとレづ、高い弾性率を持った

状態が実現できる。

００34 つぎに、第 実施形態の回路基板の接続構造 ０を接続する回路基板の接続方法

を図2 ( )～( ) 、図3 ( )～(C) に基づいて説明する。



図2 ( )の接続工程において、第 回路基板 2および第2回路基板 3を接続する

すなわち、第 異方性導電性接着剤2 を介して第 接続部 5および第2接続き

8を対向配置させてから、第 基材 4および第2基材 7を加熱しながら厚み方向に

沿って互いに近付く方向に加圧することで第 接続部 5および第2接続部 8を第

異方性導電性接着剤2 で接続する。

第 異方性導電性接着剤2 は第 接着層22となる。

００35 接続工程後の導通試験で接続が不良であることが判明した場合、図2 の分離

工程において、第 接着層22を裂断させることにより第 回路基板 2および第2回路

基板 3を分離させる。

００36 第 回路基板 2および第2回路基板 3を分離する際には、第 回路基板 2およ

び第2回路基板 3を接続した状態において全体を加熱して、第 異方性導電性接

着剤2 を軟ィビさせることが望ま 、。

例えば、第 異方性導電性接着剤2 が、ガラス転移温度が6０～2０Cのアクリル

系樹脂である場合、分離時の加熱温度は、ガラス転移温度以ｱ ( ００～5０C) に

設定する。

００37 第 異方性導電性接着剤2 は弾性率が低い、すなわち、柔らかい樹脂である。

よって、第 回路基板 2および第2回路基板 3の分離作業がしやすく、さらに、第

回路基板 2および第2回路基板 3へのダメージ (破損、反りなど)を抑えることがで

きる。

００38 分離方法としては、回路パターン 6 9を破壊しない方向に応力を加える方法が

望ま 、。

例えば、回路パターン 6 9が平行に並んでいる場合は、回路パターン 6 9と

垂直な方向または、平行な方向で9０。ピール法によって剥離する。

また、回路パターン 6 9として円形の電極が、格子状に並んでいる場合は、水

平に引き剥がすか、または捻りながら水平に引き剥がす方法を用いる。

００39 図3 ( )の工程において、第 回路基板 2および第2回路基板 3を分離させた後

、第 回路基板 2を新たな第 回路基板 2と交換する。



新たな第 回路基板 2の第 接続部 5と、第2回路基板 3の第2接続部 8とを対

向配置させ、第 接続部 5および第2接続部 8間に第2異方性導電性接着剤23を

介在させる。

００4０ 図3 の工程において、第 基材 4および第2基材 7を加熱しながら厚み方向

に沿って互いに近付く方向に加圧する。

既に固化していた既存の第 接着層22が再び溶融され、第 異方性導電性接着剤

2 となる。

００41 ところで、第 異方性導電性接着剤2 は、アクリル系樹脂を主成分としており比較

的低温で、短時間の接続が可能である。

具体的には、8０～5０C (ガラス転移温度 2０C程度)で、5～2０秒で熱硬ィビし、

接続・接着が可能である。熱硬ィビした状態の色相は、白く濁った色 (白濁色) となる。

００42 したがって、加熱温度を比較的低く設定できるので、第 回路基板 2および第2回

路基板 3や、他の電子部品に熱の影響を与え難く、修理後の接続物の品質低下が

抑制できる。

００43 一方、第2異方性導電性接着剤23は、ェポキシ系樹脂を主成分としており比較的

高温で、短時間での接続が可能となる。

具体的には、 2０～2００Cで、5～2０秒で熱硬化し、接続・接着可能となる。熱硬

ィビした状態の色相は、赤茶～焦げ茶色となる。

００44 第2異方性導電性接着剤23の弾性率が第 異方性導電性接着剤2 の弾性率より

も高い(すなわち、硬い)

よって、加圧の際に、第2異方性導電性接着剤23が、溶融された第 異方性導電

性接着剤2 を押し潰して (押し流して) 回路パターン 9の表面 g (端面も含む)か

ら矢印の如く除去する。

００45 図3 C に示すよぅに、第 接続部 5および第2接続部 8が同一接着剤 (すなわち

、第2異方性導電性接着剤) 23を介して接続される。

第 異方性導電性接着剤2 および第2異方性導電性接着剤23は、それぞれ第

接着層22および第2接着層24となる。

００46 したがって、第 接続部 5や第2接続部 8から、既存の第 異方性導電性接着剤



2 を別途作業で除去することなく、第 接続部 5の回路パターン 6の表面 6 と、

第2接続部 8の回路パターン 9の表面 g とを同一接着剤 (すなわち、第2異方性

導電性接着剤) 23で接続できる。

００47 この状態で、修復用の第2異方性導電性接着剤23は、赤茶～焦げ茶色で、第 異

方性導電性接着剤2 の白濁色と、色相が異なるれづ外観差が得られる。

これより、修理した回路基板の接続構造 ０と、そぅでないものは、外観で明確に区

別でき、修理有無のマーキングが不要となり、工程の短縮ィビが図れる。

００48 また、第 異方性導電性接着剤2 の樹脂よりも第2異方性導電性接着剤23の樹脂

が硬いので、第 異方性導電性接着剤2 を押し潰して (押し流して) 回路パターン 9

の表面 g (端面も含む)から除去できる。

よって、第 異方性導電性接着剤2 および第2異方性導電性接着剤23にそれぞ

れ同じ導電粒子を採用できる。

したがって、従来技術のよぅに設計値と異なる抵抗値となったり、イオン・マイグレー

ションが生じたりしない。

００49 さらに、第 回路基板 2および第2回路基板 3を分離する際に、第2回路基板 3

の第2接続部 8に残留した第 異方性導電性接着剤2 を除去する必要がない。

よって、第2接続部 8の回路パターン 9を傷つける虞がない。

００5０ また、第 異方性導電性接着剤2 は、主成分を熱硬ィロ型樹脂とし、副成分を熱可

塑性樹脂とした。

第 異方性導電性接着剤2 の副成分を熱可塑性樹脂とすることで、修復作業にお

いて第2異方性導電性接着剤23で第 異方性導電性接着剤2 を容易に押し潰すこ

とができる (押し流すことができる)。

００5 1 さらに、第 異方性導電性接着剤2 の副成分を熱可塑性樹脂とすることで、修復

時の強制的な剥離を容易に行ぅことが可能となり、第 接続部 5や第2接続部 8に

与える損傷を抑えることができる。

したがって、第 接続部 5や第2接続部 8の損傷による修復ミスが防げるので、修

復の歩留まりが向上し、修復物の品質・信頼性も高くなる。

００52 (第2実施形態)



つぎに、第2実施形態に係る回路基板の接続構造3０を図4～図6に基づいて説明

する。なお、第2実施形態に係る回路基板の接続構造3０において、第 実施形態に

係る回路基板の接続構造 ０と同一類似の構成については同じ符号を付して説明を

省略する。

００53 図4～図5に示すよぅに、第2実施形態に係る回路基板の接続構造3０は、第 実施

形態に係る回路基板の接続構造 ０の接着部2０を接着部3 に代えたもので、その

他の構成は第 実施形態に係る回路基板の接続構造 ０と同じである。

接着部3 は、第 接続部 5および第2接続部 8を対向配置させてから、第 基材

4および第2基材 7を加熱しながら厚み方向に沿って互いに近付く方向に加圧す

ることにより形成されるものである。

００54 この接着部3 は、第 異方性導電性接着剤2 による第 接着層22が第 回路基

板 2および第2回路基板 3側に設けられ、第 接続部 5および第2接続部 8間に

第2異方性導電性接着剤23による第2接着層24が設けられている。

００55 第 回路基板 2側の第 接着層22は、第 回路基板 2の第 基材 4のぅち、回路

パターン 6間 (換言すれば、第 接続部 5のぅち、回路パターン 6の表面 6 を除

いた部位) に設けられ、回路パターン 6の表面 6 に対して略同一の高さ、または

表面 6 に対して低い高さに形成されている。

００56 第2回路基板 3側の第 接着層22は、第2回路基板 3の第2基材 7のぅち、回路

パターン 9間 (換言すれば、第 接続部 8のぅち、回路パターン 9の表面 g を除

いた部位) に設けられ、回路パターン 9の表面 g に対して略同一の高さ、または

表面 g に対して低い高さに形成されている。

００57 第2接着層24は、一方の面24 が第 回路基板 2側の第 接着層22および回路

パターン 6の表面 6 に接触し、他方の面24 が第2回路基板 3側の第 接着層

22および回路パターン 9の表面 g に接触するよぅに形成されている。

これにより、第 接続部 5および第2接続部 8が第2接着層24 (すなわち、第2異

方性導電性接着剤23) のみを介して接続されるので、電気的悪影響の発生を抑える

ことができる。

００58 つぎに、第2実施形態の回路基板の接続構造3０を接続する回路基板の接続方法



を図2 ( )～( )および図6 ( )～(C) に基づいて説明する。

図2 ( )～( )の工程において、第 回路基板 2および第2回路基板 3の接続が

不良であることが判明した場合、第 接着層22を裂断して第 回路基板 2および第

2回路基板 3を分離させる。

００59 図6 ( )の工程において、第 回路基板 2および第2回路基板 3を分離させた後

、分離した第 回路基板 2の第 接続部 5と、分離した第2回路基板 3の第2接続

部 8とを対向配置させ、第 接続部 5および第2接続部 8間に第2異方性導電性

接着剤23を介在させる。

００6０ 図6 の工程において、第 基材 4および第2基材 7を加熱しながら厚み方向

に沿って互いに近付く方向に加圧する。

既に固ィビしていた既存の第 接着層22が再び溶融され、第 異方性導電性接着剤

2 となる。

００6 1 ここで、第2異方性導電性接着剤23の弾性率が第 異方性導電性接着剤2 の弾

性率よりも高い(すなわち、硬い)

よって、加圧の際に、第2異方性導電性接着剤23が、溶融された第 異方性導電

性接着剤2 を押し潰して (押し流して) 、回路パターン 6の表面 6 (端面も含む)

から矢印の如く除去するとともに、回路パターン 9の表面 g (端面も含む)から矢

印の如く除去する。

００62 図6 C に示すよぅに、第 接続部 5および第2接続部 8が同一接着剤 (すなわち

、第2異方性導電性接着剤) 23を介して接続される。

第 異方性導電性接着剤2 および第2異方性導電性接着剤23は、それぞれ第

接着層22および第2接着層24となる。

００63 したがって、第 接続部 5や第2接続部 8から、既存の第 異方性導電性接着剤

2 を別途作業で除去することなく、第 接続部 5の回路パターン 6の表面 6 と、

第2接続部 8の回路パターン 9の表面 g を同一接着剤 (すなわち、第2異方性

導電性接着剤) 23で接続できる。

００64 以上説明したよぅに、第2実施形態の回路基板の接続構造3０によれば、第 実施

形態の回路基板の接続構造 ０と同様の効果が得られる。



また、第2実施形態の回路基板の接続構造3０によれば、第 異方性導電性接着剤

2 が破断された後に、分離した第 回路基板 2および第2回路基板 3を第2異方

性導電性接着剤23で接着するために、第 異方性導電性接着剤2 による一対の第

接着層22に第2接着層24が挟まれることになる。

産業上の利用可能，性

本発明は、第 回路基板および第2回路基板を異方性導電性接着剤を介して接続

した回路基板の接続構造、回路基板の接続方法、および回路基板の接続構造を用

いた電子機器とレづ、幅広い、マイクロェレクトロ二クス機器の製造工程に利用可能で

あり、コネクタやソケットれづ、介在部品を使わないことにより、小型・薄型・軽量ィビを

図る電子機器の電極接続方法として利用して有用である。



請求の範囲

第 基材に複数の回路パターンが形成された第 接続部を有する第 回路基板と、

第2基材に複数の回路パターンが形成された第2接続部を有する第2回路基板と、

前記第 接続部および前記第2接続部を接続する接着部とを備え、

前記接着部が、樹脂中に導電粒子を含有する異方性導電性接着剤を介して前記

第 接続部および前記第2接続部を対向配置され、接続される回路基板の接続構造

であって、

前記接着部が、第 異方性導電性接着剤による第 接着層および第2異方性導電

性接着剤による第2接着層を有し、

前記第 異方性導電性接着剤の弾性率よりも前記第2異方性導電性接着剤におけ

る樹脂の弾性率が高いことを特徴とする回路基板の接続構造。

2 前記第 異方性導電性接着剤は、主成分が熱硬ィロ型樹脂であるとともに副成分が

熱可塑性樹脂であることを特徴とする請求項 に記載の回路基板の接続構造。

3 前記第2異方性導電性接着剤の主成分が熱硬ィロ型樹脂であることを特徴とする請

求項 に記載の回路基板の接続構造。

4 前記第 異方性導電性接着剤の主成分がアクリル系樹脂であるとともに、前記第2

異方性導電性接着剤の主成分がェポキシ系樹脂であることを特徴とする請求項 に

記載の回路基板の接続構造。

5 第 基材に複数の回路パターンが形成された第 接続部を有する第 回路基板と、

第2基材に複数の回路パターンが形成された第2接続部を有する第2回路基板とを

接続するために、

樹脂中に導電粒子を含有する第 異方性導電性接着剤を介して前記第 接続部

および前記第2接続部を対向配置させてから、前記第 基材および前記第2基材を

加熱しながら厚み方向に沿って互いに近付く方向に加圧する接続工程により第 接

着層を形成した後、

前記第 接着層を裂断させることにより前記第 回路基板および前記第2回路基板

を分離させ、

次いで樹脂中に導電粒子を含有する第2異方性導電性接着剤を介して前記第 接



続部および前記第2接続部を対向配置させてから、前記接続工程により前記第 接

着層に積層する第2接着層を形成する回路基板の接続方法であって、

前記第 異方性導電性接着剤の弾性率よりも前記第2異方性導電性接着剤におけ

る樹脂の弾性率が高いことを特徴とする回路基板の接続方法。

6 請求項 ないし請求項4のぅちのいずれかに記載した回路基板の接続構造を用い

た電子機器。
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