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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスホールと、前記デバイスホールの開口内に延在して形成されたインナーリード
とが形成されているフレキシブルフィルム配線基板と、前記デバイスホール内に収納され
、複数の電極パッドと前記複数の電極パッド上にそれぞれ設けられた複数のバンプとを有
する半導体素子基板と、前記フレキシブルフィルム配線基板と前記半導体素子基板とが固
定される支持部材とからなり、前記インナーリードと前記バンプとが接合されている半導
体装置の製造方法において、
　前記半導体装置は、複数の前記半導体素子基板を有し、
　前記フレキシブルフィルム配線基板は、前記複数の半導体素子基板に対応する複数のデ
バイスホールを有し、
　前記支持部材に前記複数の半導体素子基板をそれぞれ接着固定させる工程と、
　前記複数のデバイスホールにそれぞれ形成された前記インナーリードの先端部と、前記
支持部材に固定された前記複数の半導体素子基板の前記電極パッド上に設けられた前記バ
ンプとをそれぞれ位置決めして、前記フレキシブルフィルム配線基板を配置する工程と、
　前記フレキシブルフィルム配線基板と前記複数の半導体素子基板とを加熱する工程と、
　前記インナーリードの先端部と前記バンプとを接合する工程と、
前記接合状態のまま冷却する工程と、を有し、
　前記インナーリードまたは前記バンプは、前記加熱工程時の前記フレキシブルフィルム
の熱膨張による位置ずれを見越して形成され、
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　前記インナーリードは、前記インナーリードと前記バンプとの接合部と、前記フレキシ
ブルフィルム配線基板との間の領域内において、他の部分よりも断面積が小さい小断面積
領域を備え、前記冷却工程時に、前記インナーリードと前記バンプとの間で発生する応力
を、前記インナーリードを変形させることにより解放することを特徴とする半導体装置の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子基板にフレキシブルフィルム配線基板が接続された、半導体装置
、半導体装置の製造方法、及び半導体装置を使用したインクジェット用記録ヘッドに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、特開２００３－７７６５号公報（特許文献１）に記載されているように、半
導体装置の分野では、高集積化を実現するため、ＴＡＢやＦＰＣ等のフレキシブルフィル
ム配線基板を用いたものが知られている。
【０００３】
　図７は、このようなフレキシブルフィルム配線基板を用いた半導体装置の一例を示す図
である。図７（ａ）は要部の上面図であり、図７（ｂ）は図７（ａ）のＤ－Ｄ断面図であ
る。
【０００４】
　図７（ａ）、（ｂ）において、１０１はシリコン等からなる半導体素子基板であり、１
０２はその内部の電気配線パターンとなるインナーリード１０５が形成されたフレキシブ
ルフィルム配線基板である。フレキシブルフィルム配線基板１０２には半導体素子基板１
を固定配置する長方形のデバイスホール１０３が形成されている。またフレキシブルフィ
ルム配線基板１０２の上表面には、ポリイミド等の絶縁性の樹脂からなる平板状のベース
フィルム１０４が形成されている。インナーリード１０５は、ベースフィルム１０４の下
表面に銅箔等の導電性材料からなる金属箔を接着し、フォトリソグラフィ技術を用いて所
望の形状をパターニングすることで得られる。パターニング後のインナーリード１０５の
下表面には、金や錫や半田などのメッキ処理が施され、更に金属面を露出したくない領域
にはレジスト層１０８などにより被覆保護されている。この時、配線電極（図示せず）や
、本体接続用電極パッド（図示せず）等も形成される。
【０００５】
　また、インナーリード１０５は、フレキシブルフィルム配線基板１０２からデバイスホ
ール１０３の開口内に延在して形成されている。半導体素子基板１の表面には、複数の電
極パッド１０６が形成されている。電極パッド１０６は、スタッドバンプ１０７を介して
、デバイスホール１０３の開口内に延在しているインナーリード１０５の先端部と電気的
に接続されている。
【０００６】
　電極パッド１０６の上には、予め金属突起物であるスタッドバンプ１０７が設けられて
おり、このスタッドバンプ１０７の真上に接続したいインナーリード１０５を位置させ、
インナーリード１０５の上方よりボンディングツールを用いることにより、インナーリー
ド１０５とスタッドバンプ１０７は接合される。これによりインナーリード１０５と電極
パッド１０６は、電気的に接続される。
【０００７】
　この時、良好な接続状態が得られるように、半導体素子基板１はボンディングステージ
上に真空吸着され固定されている。尚、通常このような接続方法はＩＬＢ（Ｉｎｎｅｒ　
Ｌｅａｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）と呼ばれている。
【０００８】
　このＩＬＢ方式は二つに大別される。一つは各半導体基板１毎に全てのインナーリード
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１０５とスタッドバンプ１０７をボンディングツールによって一括に接続するギャングボ
ンディング方式である。もう一つは前述したインナーリード１０５とスタッドバンプ１０
７とを、個別に一つずつ選択的に順次接続していくシングルポイントボンディング方式で
ある。
【０００９】
　しかしながら、ギャングボンディング方式及びシングルポイントボンディング方式のど
ちらの方式においても、インナーリード１０５とスタッドバンプ１０７は、高温に加熱さ
れた状態で接合される。表面が金メッキされたインナーリード１０５と金のポールのスタ
ッドバンプ１０７との接合をギャングボンディング方式により行う場合には、ボンディン
グツールの温度は５００℃前後にまで加熱する事が必要で有る。また、シングルポイント
ボンディング方式では２００℃前後の温度に加熱する事が必要で有る。
【００１０】
　絶縁性有機樹脂を主体とするベースフィルム１０４や銅（Ｃｕ）を主体とするインナー
リード１０５の熱膨張係数は、シリコン等からなる半導体素子基板１０１の熱膨張係数に
比べてはるかに大きい。従って、半導体素子基板１上のスタッドバンプ１０７とインナー
リード１０５との相対位置関係は、フレキシブルフィルム配線基板１０２の熱膨脹に伴っ
て位置ずれが生じてしまう。
【００１１】
　そのため、特開２００３－７７６５号公報（特許文献１）には、インナーリード１０５
の配列ピッチを、あらかじめベースフィルム１０４の伸び量を考慮した上で決定すること
が記載されている。また、インナーリード１０５のスタッドバンプ１０７との接続部分の
幅を、インナーリード１０５のスタッドバンプ１０７の相対的なずれ量よりも広くするこ
とにより、インナーリード１０５のスタッドバンプ１０７の相対的なずれ量を吸収するこ
とも記載されている。
【特許文献１】特開２００３－７７６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、近年１つのフレキシブルフィルム配線基板に、複数の半導体素子基板を
実装するケースが増えてきている。一例として、図８に示すインクジェット方式を採用し
た印刷機（プリンタ、ファックス、複写機、並びにこれらの複合機を含む）を挙げること
ができる。この時の、フレキシブルフィルム配線基板に半導体素子基板を実装した半導体
装置を図９に示す。図９においては、１枚のフレキシブルフィルム配線基板２に、２つの
デバイスホール１１３ａ、１１３ｂが形成されている。デバイスホール１１３ａには、ブ
ラックインクカートリッジ用の半導体素子基板（ヒータボード１０１ａ）が実装され、デ
バイスホール１１３ｂには、カラーインクカートリッジ用の半導体素子基板（ヒータボー
ド１０１ｂ）が実装されている。ヒータボード１０１ａ、１０１ｂの上面には、インクを
吐出する複数の吐出孔を有するノズル部材１１６ａ、１１６ｂが形成されている。またヒ
ータボード１０１ａ、１０１ｂは、支持部材１１０上に固定して配置されており、フレキ
シブルフィルム配線基板１０２はヒータボード１０１ａ、１０１ｂと精密に位置合わせさ
れて配置されている。尚、図９において図７と同じ部材には同じ符号を付し、その説明は
省略する。
【００１３】
　図９において、ヒータボード１０１ａ、１０１ｂから吐出されるインク液滴の着弾精度
は、ヒータボード１０１ａ、１０１ｂの位置により決定付けられる。そのため、ブラック
用ヒータボード１０１ａ及びカラー用ヒータボード１０１ｂの二つのヒータボードは、お
互いが支持部材１１０上において高精度に位置決めされた状態で固定されなければならな
い。
【００１４】
　しかしながら前述の〔特許文献１〕のように、インナーリード１０５と電極パッド１０
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６とを加熱して接合し、冷却した後に支持部材１１０上に固定すると、フレキシブルフィ
ルム配線基板２と、ヒータボード１０１ａ、１０１ｂとの相対位置にずれが生じてしまう
。すなわち、フレキシブルフィルム配線基板２と、ヒータボード１０１ａ、１０１ｂとの
熱膨張係数の差により、加熱冷却によりお互いの位置がずれてしまう。
【００１５】
　また、あらかじめヒータボード１０１ａ、１０１ｂを支持部材１１０上に精度良く位置
決めしておき、加熱することでによりインナーリード１０５と電極パッド１０６とを接合
し、その後冷却することも考えられている。この場合、フレキシブルフィルム配線基板２
とヒータボード１０１ａ、１０１ｂとは強固に固定された状態で加熱され、膨張した状態
で接合される。その後常温まで冷却されるが、インナーリード１０５と電極パッド１０６
とは、加熱時に完全に接合されているため、この冷却過程の中にヒータボード１０１ａ、
１０１ｂとフレキシブルフィルム配線基板１０２との熱膨張係数の差により応力が発生し
てしまう。この時に発生する応力は全てインナーリード１０５を通じて接合部に掛かるこ
とになる。この応力が電極パッド１０６とスタッドバンプ１０７との接合強度若しくは、
スタッドバンプ１０７とインナーリード１０５との接合強度を上回った時には、接合部分
に剥れを生じさせる。すなわち、この応力によりインナーリード１０５と電極パッド１０
６の接合部の信頼性は低下し、場合によっては切断されたり破壊されたりしてしまうこと
もある。特に、前述したようにインナーリード１０５の幅を広げることで位置ずれ対策を
施した場合には、インナーリード１０５自体の剛性が高まり、このような接合部分の剥れ
による不良が顕著に表れることになる。
【００１６】
　尚、この時のフレキシブルフィルム配線基板１０２とヒータボード１０１ａ、１０１ｂ
の熱膨張により発生する応力は、図９に示した平面方向に２次元的に発生している。
【００１７】
　ただし、通常のＴＡＢ方式による半導体装置の場合には、半導体素子基板１０１とフレ
キシブルフィルム配線基板１０２を接合後、フレキシブルフィルム配線基板１０２に実装
された状態で巻き取られることが多い。そのため支持体に半導体素子基板１０１を固定す
る必要もないため前述のような課題は生じない。しかしながら、インクジェット方式の印
刷機のような高精度な位置精度を要求される半導体装置の場合、あらかじめ半導体素子基
板１０１を支持体１１０に固定しておくことが必要となっており、前述のような課題が生
じている。
【００１８】
　本発明は前述した課題に鑑みてなされたものであって、熱膨脹係数の差による外的応力
が電極パッドとスタッドバンプとの接合部分及びスタッドバンプとインナーリードとの接
合部分に加わっても、その接合部分の剥れを防止することができ、信頼性を向上させるこ
とができるフレキシブルフィルム配線基板、フレキシブルフィルム配線基板を用いた半導
体装置、フレキシブルフィルム配線基板又は半導体装置を用いたインクジェット用記録ヘ
ッドを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　また本発明は、デバイスホールと、前記デバイスホールの開口内に延在して形成された
インナーリードとが形成されているフレキシブルフィルム配線基板と、前記デバイスホー
ル内に収納され、複数の電極パッドと前記複数の電極パッド上にそれぞれ設けられた複数
のバンプとを有する半導体素子基板と、前記フレキシブルフィルム配線基板と前記半導体
素子基板とが固定される支持部材とからなり、前記インナーリードと前記バンプとが接合
されている半導体装置の製造方法において、前記半導体装置は、複数の前記半導体素子基
板を有し、前記フレキシブルフィルム配線基板は、前記複数の半導体素子基板に対応する
複数のデバイスホールを有し、前記支持部材に前記複数の半導体素子基板をそれぞれ接着
固定させる工程と、前記複数のデバイスホールにそれぞれ形成された前記インナーリード
の先端部と、前記支持部材に固定された前記複数の半導体素子基板の前記電極パッド上に
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設けられた前記バンプとをそれぞれ位置決めして、前記フレキシブルフィルム配線基板を
配置する工程と、前記フレキシブルフィルム配線基板と前記複数の半導体素子基板とを加
熱する工程と、前記インナーリードの先端部と前記バンプとを接合する工程と、前記接合
状態のまま冷却する工程と、を有し、前記インナーリードまたは前記バンプは、前記加熱
工程時の前記フレキシブルフィルムの熱膨張による位置ずれを見越して形成され、前記イ
ンナーリードは、前記インナーリードと前記バンプとの接合部と、前記フレキシブルフィ
ルム配線基板との間の領域内において、他の部分よりも断面積が小さい小断面積領域を備
え、前記冷却工程時に、前記インナーリードと前記バンプとの間で発生する応力を、前記
インナーリードを変形させることにより解放することを特徴とする半導体装置の製造方法
を提供している。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の半導体装置は、インナーリードの電極パッド接続領域の後方近傍からデバイス
ホールの開口側端面近傍までの領域内に他の部分の断面積よりも小さい断面積を有する小
断面積領域を備えていることにより、電極パッド接合部分の接合面積を確保しつつインナ
ーリードの一部に応力吸収機能を具備させることができ、応力がインナーリードに掛かっ
た時には小断面積領域を主体としてインナーリードが弾性変形して接合部にかかる応力を
緩和することができる。
【００２７】
　本発明の半導体装置は、小断面積領域をインナーリードを貫通する貫通孔もしくは、凹
型の溝部とすることにより、そのスリット部が応力吸収部位となってインナーリードが弾
性変形して接合部分にかかる応力を緩和することができる。
【００２８】
　本発明の半導体装置は、小断面積領域における前記インナーリードの幅が前記接合部に
おけるインナーリードの幅よりも細くすることにより、その幅細部分が応力吸収部位とな
ってインナーリードが弾性変形して接合部分にかかる応力を緩和することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　（実施例１）
　図１は、本発明におけるフレキシブルフィルム配線基板を、インクジェット方式を採用
した印刷機に用いる場合の半導体装置を示す図である。図１（ａ）は要部の上面図であり
、図１（ｂ）は図１（ａ）のＡ－Ａ断面図である。尚、以下に示す実施例においては、便
宜上、半導体素子基板（ヒータボード）が１個の場合を用いて説明しているが、当然のこ
とながら半導体素子基板（ヒータボード）の数がそれ以上であってもかまわない。
【００３０】
　図１（ａ）、（ｂ）において、１はシリコン等からなる半導体素子基板であり、２はそ
の内部に電気配線パターンとなるインナーリード５が形成されたフレキシブルフィルム配
線基板である。フレキシブルフィルム配線基板２には半導体素子基板１を固定配置する長
方形のデバイスホール３が形成されている。またフレキシブルフィルム配線基板２の上表
面には、ユーピレックスやカプトンなどの絶縁性の樹脂からなる平板状のベースフィルム
４が形成されている。インナーリード５は、ベースフィルム４の下表面に銅箔等の導電性
材料からなる金属箔を接着し、フォトリソグラフィ技術を用いて所望の形状をパターニン
グすることで得られる。パターニング後のインナーリード５の下表面には、金や錫や半田
などのメッキ処理が施され、更に金属面を露出したくない領域にはレジスト層８などによ
り被覆保護されている。この時、配線電極（図示せず）本体接続用電極パッド（図示せず
）等も形成している。
【００３１】
　また、インナーリード５は、フレキシブルフィルム配線基板２からデバイスホール３の
開口内に延在して形成されている。半導体素子基板１の表面には、アルミニウムなどによ
り構成される複数の電極パッド６が形成されている。さらにこの複数の電極パッド２のそ
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れぞれには、金若しくは半田などのボールバンプ等により形成されたスタッドバンプ７が
設けられている。スタッドバンプ７には、より高い信頼性を要求する場合には金を、また
、より安いコストが要求される場合には半田が選択される。電極パッド６はスタッドバン
プ７を介して、デバイスホール３の開口内に延在しているインナーリード５の先端部と各
々一対一で高精度に位置決めされ電気的に接続されている。また、デバイスホール３の開
口内に延在しているインナーリード５には、スリット上の貫通孔９が形成されている。
【００３２】
　半導体素子基板１は第１接着剤１５により支持部材１０に接着固定されている。また支
持部材１０には、第２接着剤１６を介して支持板１１が固定されており、支持板１１は第
３の接着剤１７を介して、フレキシブルフィルム配線基板２のレジスト層８と固定されて
いる。
【００３３】
　半導体素子基板１の表面にはさらに、インクジェットのインクを吐出するためのノズル
部１２が形成されている。ノズル部１２は複数の吐出孔が複数列形成されている。またデ
バイスホール３は、電極パッド６とインナーリード５を接続した後、第１封止樹脂１３に
より封止されている。さらに電極パッド６とインナーリード５の接続部の上部に関しては
、第２封止樹脂１４により封止されている。
【００３４】
　次に図１に示す半導体素子基板１とフレキシブル配線基板２との接続プロセスを順に説
明する。
【００３５】
　まず支持部材１０に上面に半導体素子基板１を、第１接着材１５により接着固定する。
半導体素子基板１の上面には、あらかじめ複数の電極パッド６と、複数列の吐出口列が形
成されたノズル部１２が形成されている。
【００３６】
　次に内部にインナーリード５が形成されているフレキシブルフィルム配線基板２を準備
する。フレキシブルフィルム配線基板２には半導体素子基板１が実装されるデバイスホー
ル３が形成されている。フレキシブルフィルム配線基板２の上面はベースフィルム４によ
り覆われており、下面はレジスト層８により覆われている。フレキシブルフィルム配線基
板２は、レジスト層８の表面において第３の接着剤１７を介して、支持板１１と接着され
ている。また、デバイスホール３の開口内に延在して形成されているインナーリード５に
はあらかじめスリット状の貫通孔９が形成されている。
【００３７】
　次に半導体素子基板１の上面に形成された電極パッド６の上にスタッドバンプ７を形成
し、スタッドバンプ７とインナーリード４の先端の位置を合わせながら、フレキシブルフ
ィルム配線基板２と半導体素子基板１を接合する。接合方法は、前述のギャングボンディ
ング方式でも、シングルポイントボンディング方式でもかまわない。この時支持体１１の
下面は、第２接着剤１６により、支持部材１０に接着されている。
【００３８】
　この時、スタッドバンプ７とインナーリード５とは、２００℃前後に加熱される。ユー
ピレックスやカプトンなどの絶縁性有機樹脂を主体とするベースフィルム４や銅を主体と
するインナーリード５の熱膨張係数は、シリコン等からなる半導体素子基板１の熱膨張係
数に比べはるかに大きい。そのため、加熱時において、スタッドバンプ７とインナーリー
ド５の位置は大きくずれてしまう。しかしながらこの位置ずれは、隣のスタッドバンプ７
やインナーリード５とリークすることなく、所望のスタッドバンプ７とインナーリード５
が確実に電気的に接合できれば特に問題とはならない。また、この位置ずれの問題に関し
ては、あらかじめ位置ずれを見越して、スタッドバンプ７とインナーリード５の位置を設
定しておくことによっても解消される。
【００３９】
　しかしながら、次に２００℃前後で接合されたスタッドバンプ７とインナーリード５は
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、常温まで冷却される。２００℃前後で一旦接合したスタッドバンプ７とインナーリード
５は、冷却することにより収縮する。この時加熱時とは逆に、ベースフィルム４やインナ
ーリード５の熱膨張係数と半導体基板１の熱膨張係数の差により、今度はベースフィルム
４やインナーリード５が半導体基板１よりも大きく収縮する。この時スタッドバンプ７と
インナーリード５は既に接合されており、この熱膨脹係数の差により発生する応力は、す
べてスタッドバンプ７とインナーリード５の接合部分に掛かることになる。
【００４０】
　しかしながらインナーリード５には、電極パッド６若しくはスタッドバンプ７との接続
領域とベースフィルム４との間の領域内にかけて、スリット状の貫通孔９が形成されてい
る。そのため、スタッドバンプ７とインナーリード５の接合部分にかかった応力は、イン
ナーリード５が変形することにより解放することができる。従って、接合部分を破壊に至
らせるような多大な力が、接合部分に掛かることを防止している。
【００４１】
　次に、スタッドバンプ７とインナーリード５を加熱接合し、常温に冷却した後、デバイ
スホール６に、第１封止樹脂１９を流し込み、スタッドバンプ７とインナーリード５の接
合部分を保護する。このとき第１封止樹脂１９は、デバイスホール６全体を封止する。更
に、スタッドバンプ７とインナーリード５の接合部分を確実に保護するため、図１（ａ）
に示すように、接合部の上部を第２封止樹脂２０により覆う。
【００４２】
　第１封止樹脂１９及び第２封止樹脂２０により、インナーリード５及びインナーリード
５と半導体素子基板１の電極パッド２との接合部を、インクジェット記録ヘッドにおいて
用いられる記録液等から保護することができる。前記第１封止樹脂１９及び第２封止樹脂
２０としては、エポキシを主成分とする樹脂を選択されるのが望ましく、本発明において
は、前記第１封止樹脂１９として、１液性加熱硬化型エポキシ樹脂ＮＲ２００Ｃ（サンユ
レック社製）を、第２封止樹脂２０としては、例えば１液性加熱硬化型エポキシ樹脂ＣＶ
５４２０Ｄ（松下電工社製）を用いた。硬化温度は、半導体素子基板１に形成され、イン
クを吐出する吐出口を有するノズル部材１２の耐熱温度以下に設定した。
【００４３】
　このようにして、フレキシブルフィルム配線基板を用いた半導体装置が完成する。尚、
図１（ａ）において、下方の第２封止樹脂は、説明を容易にするため半透過して示されて
いる。
【００４４】
　また、本実施例ではスタッドバンプ７を用いて説明しているが、言うまでもなく本発明
においてはスタッドバンプ７の形態に限定されることはなく、例えば、各種めっき法によ
るメッキバンプであっても良いし、直接電極パッド６に接続するバンプレス構成であって
も良い。
【００４５】
　また、本実施例はインナーリード５の幅を狭めること無く貫通孔９を設けているので、
捻り方向に対する強度はそのまま有している。そのため、インナーリード５が屈曲したり
捻じれたりすることによる電極パッド６やスタッドバンプ８との位置ずれに起因する接続
強度低下や接続不良を防止している。
【００４６】
　また、インナーリード５に形成した貫通孔は、インナーリード５が所望する剛性になる
ように、幅、長さ及び個数が決めることができる。すなわち、貫通孔の幅及び長さを大き
くするほど、インナーリード５の剛性は低下する。また貫通孔の占めるインナーリード５
上の面積が同じであれば、貫通孔の個数が多ければ多いほどインナーリード５の剛性は高
くなる。さらに、貫通孔９の形状は四角形に限られるものではなく、インナーリード５の
剛性に応じて、丸穴・楕円穴・波形スリット等であっても一向に構わない。
【００４７】
　また貫通孔は必ずしも貫通しておく必要はなく、凹形状の溝であってもかまわない。こ
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のような凹部９は、インナーリード５の幅が十分に確保できない場合などに有効な構成で
ある。即ち、凹部９はインナーリード５をパターニングする工程と同一工程で形成される
為、貫通するのに必要な開口幅を設けた時にインナーリード５の左右に残された部分が極
めて細く強度が弱くなり過ぎてしまう。本発明者の検討によると、前記インナーリード５
の左右に残された部分の線幅は１５μｍ～３０μｍ程度が最も応力を吸収し易く、１０μ
ｍ以下になるとインナーリード５自体の剛性が弱くなり過ぎてしまい自重で変形してしま
う事が分かった。このような場合には、エッチング工程に用いられるフォトマスクのパタ
ーンをインナーリード５を貫通できない幅に設定することで完全に貫通されない溝状の凹
部９が形成される。
【００４８】
　図２に貫通孔の形状を示す。図２（ａ）は図１におけるインナーリード５に形成された
貫通孔９の詳細を示した上面図である。図２において図１と同じ部材には同じ符号を付し
、その説明は省略する。図２（ａ）において貫通孔９はインナーリード５の長手方向に矩
形上の孔である。このような貫通孔とすることにより、図２（ａ）の左右方向及び上下方
向に関して、容易に変形することができ、前述の応力を解放することができる。
【００４９】
　図２（ｂ）は、貫通孔９を複数個直列的に配列した場合を示している。図２（ｂ）には
、インナーリード５の厚みが薄い場合などに有効な構成である。このような場合に１本の
貫通孔９を形成するとインナーリード５の剛性が弱くなり過ぎるので貫通孔９を複数に分
けて形成しそれぞれの間に梁を形成することで必要な剛性を確保することが可能となる。
【００５０】
　さらに、図２（ｃ）に示したように、貫通孔９を複数個並列的に配列した場合には、イ
ンナーリード５の幅が広い場合などに有効な構成である。このような場合に１本の貫通孔
９を幅広で形成するとインナーリード５の剛性が弱くなり過ぎるので貫通孔９を細く複数
に分けて形成しそれぞれの間に梁を形成することで必要な剛性を確保することが可能とな
る。尚、図２における貫通孔９は必ずしも貫通孔である必要はなく、凹型の溝であっても
かまわない。
【００５１】
　（実施例２）
　図３は、本発明の実施例２におけるフレキシブルフィルム配線基板を用いた半導体装置
の要部の平面図である。図３において図１（ａ）と同じ部材には同じ符号を付し、その説
明は省略する。本実施例は、インナーリード５に貫通孔９を形成することができない程イ
ンナーリード５の幅が細い揚合に有効な構成である。
【００５２】
　図４はこのときのインナーリード５の形状を示す上面図である。図４（ａ）におけるイ
ンナーリード５は、幅の両端部側から中心部に向かってインナーリード５の幅が細くなる
ようにリード幅細部２０が形成されている。
【００５３】
　図４（ｂ）は、インナーリード５のリード幅細部２０を複数個直列的に配列しており、
インナーリード５の厚さが薄い場合などに有効な構成である。このような場合には、イン
ナーリード５のリード幅細部２０を１本で形成するとインナーリード５の剛性が弱くなり
過ぎるため、インナーリード５のリード幅細部２０を複数に分けて形成し、それぞれの間
に幅が広くなっている補強部を形成することで必要な剛性を確保している。この時のリー
ド幅細部２０の数や長さなどについては所望の剛性が得られるようにその都度決定されれ
ば良い。
【００５４】
　図４（ｃ）は、インナーリード５のリード幅細部２０を複数個千鳥状に配列しており、
インナーリード５の幅が比較的細目の場合などに有効な構成である。このような場合には
、インナーリード５のリード幅細部２０を左右両側から形成するとインナーリード５の剛
性が弱くなり過ぎるため、インナーリード５のリード幅細部２０を左右交互に片側からの
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み複数に分けて千鳥状に形成することにより必要な剛性を確保している。本構成において
もリード幅細部２０の数や長さなどについては所望の剛性が得られるようにその都度決定
されれば良い。
【００５５】
　（実施例３）
　図５は、本発明の実施例２におけるフレキシブルフィルム配線基板を用いた半導体装置
の要部の平面図である。図５において図１（ａ）と同じ部材には同じ符号を付し、その説
明は省略する。本実施例は、インナーリード５に貫通孔９を形成することができない程イ
ンナーリード５の幅が細い揚合に有効な構成である。
【００５６】
　図６はこのときのインナーリード５の形状を示す上面図である。図６（ａ）におけるイ
ンナーリード５は、幅の両端部側から中心部に向かってインナーリード５の幅が細くなる
ようにリード幅細部２０が形成されている。図６（ａ）において図４（ａ）と異なるのは
、リード幅細部２０の中心が、接合領域のインナーリード５の線幅中心と所望の量ずれて
いる事にある。このような構成とする事により、特に、インナーリードの図中上下方向に
対する応力吸収効果を発揮することができる。
【００５７】
　図６（ｂ）は、インナーリード５のリード幅細部２０領域内に、所望の形状を有する切
欠部２１を形成している。これにより、インナーリード５の上下方向に対する応力吸収効
果をより一層発揮することができる。尚、形成する切り欠き部の数量は１個に限定される
事は無く、必要に応じて所望の数量が形成すれば良い。
【００５８】
　このように、本発明におけるインナーリード５は、スタッドバンプ８との接合部後方近
傍領域からデバイスホール３の開口側端面近傍領域にかけて、インナーリード５を貫通す
るような貫通孔９、もしくは凹型の溝部、もしくはリード幅細部２０を形成している。こ
のようなインナーリード５により、熱膨張係数の差により発生する接合部分の応力を、イ
ンナーリード５が弾性変形により緩和することを可能としている。また、半導体素子基板
１の電極パッド６、若しくは電極パッド６に設けられたスタッドバンプ７との接合部の幅
を広くすることにより、位置合わせマージンは充分に確保する事ができる。
【００５９】
　尚、本発明の貫通孔９、溝状の凹部９及びリード幅細部２０は、インナーリード５及び
フレキシブルフィルム配線基板１の配線パターンを形成する工程と、同一の製造工程で同
時に形成すれば製造工数も増えることがないため、コスト的に好ましい。
【００６０】
　尚、本発明のフレキシブルフィルム配線基板は、ＴＡＢのインナーリードとして説明し
てきたが、ＦＰＣのフライングリードに置き換えて適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】実施例１における半導体装置の平面図と断面図。
【図２】実施例１における半導体装置の要部の平面図。
【図３】実施例２における半導体装置の平面図と断面図。
【図４】実施例２における半導体装置の要部の平面図。
【図５】実施例３における半導体装置の平面図と断面図。
【図６】実施例３における半導体装置の要部の平面図。
【図７】従来の半導体装置の要部の平面図と断面図。
【図８】フレキシブルフィルム配線基板を用いた印刷機の斜視図。
【図９】インクジェット方式を採用した従来の半導体装置の平面図。
【符号の説明】
【００６２】
　１，１０１　半導体素子基板
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　２，１０２　フレキシブルフィルム配線基板
　３，１０３　デバイスホール
　４，１０４　ベースフィル
　５，１０５　インナーリード
　６，１０６　電極パッド
　７，１０７　スタッドバンプ
　８，１０８　レジスト層
　９　貫通孔
　１０　支持部材
　１１　支持板
　１２　ノズル部
　１３　第１封止樹脂
　１４　第２封止樹脂
　１５　第１接着剤
　１６　第２接着剤
　１７　第３接着剤
　２０　リード幅細部
　２１　切欠部

【図１】 【図２】
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