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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平坦な基板の表面を形成する装置であって、前記装置が、
　複数のアパーチャを有する上部プレートと、
　間に隆起部分を形成するチャネルネットワークを有する下部プレートであって、各々の
隆起部分が、前記上部プレートのアパーチャと対向するように配置される下部プレートと
、
　前記上部プレートと前記下部プレートとの間の中間構造であって、前記下部プレート上
に位置する前記チャネルネットワークと嵌合する隆起部分を備える中間構造と、
　前記中間構造と前記下部プレートとの間に配置された可撓性基板とを備え、
　前記上部プレートが、前記中間構造上に前記下部プレート方向に下方に圧迫されて、前
記可撓性基板の部分が、前記下部プレートの前記隆起部分上で伸張する装置。
【請求項２】
前記上部プレートが、主にアルミニウムから構成される請求項１に記載の装置。
【請求項３】
間に隆起部分を形成する前記チャネルネットワークが、前記下部プレート上に垂直方向及
び水平方向に配置される請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記可撓性基板が、ポリイミド、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、又はポリテトラフルオロエチ
レン（ＥＰＴＦＥ）から成る群から選択される材料から構成される請求項１に記載の装置
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。
【請求項５】
前記可撓性基板の厚さが．５ｍｍ～１ｍｍの範囲である請求項１に記載の装置。
【請求項６】
前記可撓性基板が複数の層を含む請求項１に記載の装置。
【請求項７】
前記可撓性基板が、前記可撓性基板に接合される構成要素の集合に基づくカスタムデザイ
ンを有する請求項１に記載の装置。
【請求項８】
前記上部プレート、中間構造、及び下部プレートの各々が、前記上部プレート、中間構造
、及び下部プレートを整列させるための複数のねじ孔を有する請求項１に記載の装置。
【請求項９】
前記下部プレートの前記隆起部分が、垂直方向及び水平方向の少なくともいずれか一方の
方向において整列していない請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
前記上部プレート、中間構造、下部プレート、及び可撓性基板からなる組み立てられた固
定具の厚さが、１．２７～２５．４ｍｍ（０．０５～１インチ）の範囲である請求項１に
記載の装置。
【請求項１１】
前記中間構造が前記可撓性基板と一体化して、前記可撓性基板用のキャリアを形成する請
求項１に記載の装置。
【請求項１２】
前記可撓性基板用のキャリアの厚さが０．３８１～３．１８ｍｍ（０．０１５～０．１２
５インチ）である請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
前記キャリアが、主に強化ガラス積層板から構成される請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
平坦な基板の表面を形成する方法であって、
　可撓性基板をフレームと下部プレートとの間に整列させるステップであって、前記下部
プレートが、間にチャネルを有する１つ又は複数の隆起部分を備え、前記フレームが、前
記下部プレートの前記隆起部分に面する開口部を含むステップと、
　前記可撓性基板を前記フレームと前記下部プレートとの間に圧迫するステップであって
、圧迫の結果、前記フレームの開口部が、前記下部プレートの前記隆起部分と嵌合するこ
とによって、前記下部プレートの前記隆起部分全体に前記可撓性基板の１つ又は複数の部
分が伸張するステップとを含む方法。
【請求項１５】
前記圧迫するステップが、
　上部プレートをフレーム上に整列させるステップであって、前記上部プレートが、前記
フレームの前記開口部と整列する１つ又は複数の開口部を有するステップと、
　前記上部プレートを基板組立体を形成するフレーム上に下方に圧迫するステップとを含
む請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記上部プレートの１つ又は複数の開口部を通して、フラックス又は導電性媒体を可撓
性基板上に蒸着するステップと、
　前記上部プレートの１つ又は複数の関連する開口部を通して、１つ又は複数のデバイス
を前記基板組立体の前記可撓性基板上に配置するステップと、
　はんだを使用して、構成要素のデバイスの端子を前記可撓性基板の伸張部分に取り付け
るステップと、
　取り付けられた構成要素を含む基板組立体を加熱して、１つ又は複数の組み立てられた
構成要素を形成するステップとをさらに含む請求項１５に記載の方法。
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【請求項１７】
前記１つ又は複数の組み立てられた構成要素を分離するステップをさらに含む請求項１６
に記載の方法。
【請求項１８】
前記導電性媒体がはんだペーストである請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
前記デバイスの端子がはんだバンプである請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
基板組立体を加熱するステップの後にアンダーフィル又はオーバーモールドの化合物を蒸
着するステップと、
　前記アンダーフィル又はオーバーモールドの化合物を硬化させるステップとをさらに含
む請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の様々な実施態様は、一般に、フリップチップダイと薄型可撓性基板とを組み立
てるための装置と方法に関する。詳細には、実施態様は、ＩＣを接合可能な薄型可撓性基
板を伸張させることによって、薄型基板の表面を平滑化する装置と方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、集積回路をプリント回路基板に接続するために、３つの方法が使用されてきた。
これらの方法は、ワイヤボンディング、ビームリードを含むチップキャリア、直接チップ
接続である。フリップチップ技術は、直接チップ接続方法の１つである。一般に、フリッ
プチップ組立体は、電子構成要素のチップボンドパッド上の導電性バンプにより、電子構
成要素と基板、回路基板、又はキャリアとの間の直接的な電気接続を形成する。
【０００３】
　フリップチップ技術は、１９６０年代初めから使用されてきた。他のパッケージング技
術と比較すると、フリップチップ技術は、比較的小さいパッケージサイズ、高動作頻度に
おける性能の増加、加熱機能の改善、比較的小型のダイ上における比較的多くのＩ／Ｏ接
続部、信頼性の増加など、いくつかの分野における性能を改善させる。これらの利点によ
り、フリップチップ技術は、コンピュータ業界、自動車用途、電子時計、携帯電話、ペー
ジャなどに用途があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　業界には、比較的小型のダイパッケージを達成するという動きが常にある。残念ながら
、従来のフリップチップ組立体技術には、達成できる最小厚さを制限する特徴がある。１
つの問題は、比較的厚い剛性ポリマー基板を共同で使用することに関連する。現在の技術
では、シリコンＩＣを剛性ポリマー基板にボンディングすることによって、現在商業的に
生産されているデバイスは、１ｍｍ台の厚さになる。
【０００５】
　可撓性ポリマー基板は、いくつかの方法で使用されてきた。しかし、薄型可撓性ポリマ
ー基板を使用する従来の直接チップ接続方法は、一般に失敗だった。１つの問題は、可撓
性ポリマー基板に共通の平坦ではない表面に関連する。このような可撓性基板には、従来
の方法を含む表面実装技術（たとえば、フリップチップ）を使用してＩＣをダイ組立体に
正確にボンディングするための適切な平面度がない。ポリマーは非常に薄いため、十分に
平坦な表面を有するポリマーを製造することは難しい。
【０００６】
　したがって、技術的に、薄型可撓性基板を平滑化して、ＩＣを基板に正確にボンディン
グすることを容易にするための装置と方法に対する必要性が存在する。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の様々な実施態様は、薄型基板の表面を含むフリップチップダイを組み立てるた
めの装置と方法を含む。実施態様によっては、フリップチップダイは、ＩＣを接合可能な
薄型可撓性基板を伸張させることによって組み立てられる。伸張は、上部プレートと下部
プレート、さらにこれらの間に配置された可撓性基板の実施態様を使用して行うことがで
きる。可撓性基板を上部プレートと下部プレートとの間で圧縮させると、可撓性基板の部
分が下部プレートの隆起部分で伸張する。
【０００８】
　装置の特定の実施態様では、上部プレートと下部プレートは、下部プレートの隆起部分
が上部プレートのアパーチャに対向するように配置される。中間プレートは、キャリア部
分が下部プレートの隆起部分によって形成されるチャネルネットワーク上になるように、
上部プレートと下部プレートとの間に配置される。次に、上部プレートは、下部プレート
方向に中間構造上に下方に圧迫され、その結果、基板部分が下部プレートの隆起部分上で
伸張する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　さらに完全に理解するには、好ましい実施形態の詳細な説明と請求の範囲を参照し、図
面に関連して考察する。
【００１０】
　複数の実施形態が開示されているが、本発明のさらに他の実施形態は、当業者にとって
は、本発明の具体的な実施形態を図示して説明している以下の詳細な説明から明らかにな
るであろう。本発明は、理解されるとおり、本発明の精神及び範囲をまったく逸脱するこ
となく、様々な明白な態様に変更することが可能である。したがって、図面及び詳細な説
明は、本質的に例であり、制限するものではないと考えるべきである。
【００１１】
　これらの図面では、類似の構成要素及び／又は特徴は、同じ参照符号を有する。さらに
、同じタイプの様々な構成要素は、参照符号の次に、類似構成要素を区別する第２の標識
を付けることによって識別する。明細書中で第１の標識のみが使用されている場合、説明
は、第２の参照標識に関係なく、同じ第１の参照標識を有するどの類似構成要素にも適用
される。
【００１２】
　本発明は、様々な変更及び代替形態に適用可能であるが、特定の実施形態を一例として
図示し、以下で詳細に説明する。しかし、その意図は、説明されている特定の実施形態に
本発明を制限することではない。むしろ、本発明は、添付の請求の範囲によって定義され
る本発明の範囲内に分類されるすべての変更、均等物、代替案を含むことを意図している
。
【００１３】
　ＩＣを接合可能な薄型可撓性基板を平滑化することによって、薄型基板の表面を形成す
るための装置と方法について説明する。以下に提示する実施形態は、一般に、薄型可撓性
基板を平滑化してダイ組立体を形成することによって、比較的薄型の集積回路（ＩＣ）を
容易に製造する。ＩＣは、表面実装（たとえば、フリップチップ）などの直接接続技術を
使用して、平滑化基板に正確に接合することができる。
【００１４】
　一実施形態によると、フリップチップ組立体プロセスは、一般に、以下の１つ又は複数
を含む：（１）構成要素又はチップ基板を製造する；（２）バンプが形成されたＩＣウエ
ハを製造する；（３）ダイをウエハから個別化する；（４）ダイフィーダからダイを取り
出し、検査する；（５）浸漬、転写、噴霧、計量分配、又はブラッシング法により、ダイ
又はキャリア部位をフラクシングする；（６）フラクシングした部位上にダイを配置する
；（７）リフローはんだ付けにより、はんだバンプを取付けパッドに溶融させる；（８）
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アンダーフィルをポストリフローする（たとえば、エポキシを計量分配する）；（９）エ
ポキシ硬化；（１０）はんだバンプを取り付ける；（１１）個別化する（つまり、ウエハ
を個々のダイ状に切断する）；（１２）テスト及び最終的に処理する。
【００１５】
　概して、半導体構成要素を製造するために一般に行われるステップはいくつかある。高
レベルでは、様々な実施形態は、ＩＣ上の端子と回路基板上の他のデバイスとの接続に関
する。一般に、ＩＣ端子パッドは非常に小さく、導電パッド間の間隔（ピッチ）も同様に
小さい。その結果、回路基板との直接接続は、より難しくなる。さらに、ＩＣのテスト及
び焼付けは、未処理ＩＣ形式では難しく、ダイを合理的なサイズの筐体内にパッケージ化
して、ソケット又はプローブステーション内でテストできるようにする必要がある。した
がって、構成要素パッケージは、ＩＣを収容するのに役立つだけではなく、より堅固なテ
スト構成、及びより大きい端子ピッチを可能にし、その結果、組立てが容易になる。
【００１６】
　ＩＣを回路基板と相互接続するには、いくつかの方法がある。１つの方法は、ＩＣを有
機容器（構成要素本体）内にパッケージすることである。構成要素はＩＣを収容して保護
し、適切なテストなどを可能にする。第１レベルの接続（ＩＣと構成要素との間）は、ワ
イヤボンド、リボンボンド、導電性接着剤、はんだ付けを含むいくつかの方法で行うこと
ができる。たとえば、はんだ付けの場合、ＩＣは、はんだ可能な端子パッドを有し、はん
だは、その上のＩＣ製造機に蒸着される。ＩＣはんだバンプと、本発明の構成要素内の導
電性層上の対応する取付けパッドと結合するため、本発明のプロトタイプでは、可撓性フ
ィルムを銅回路と取付けパッドと共に使用する。可撓性フィルムは、ＩＣバンプを構成要
素のフィルムパッドと整列させる回路パターンを有する。
【００１７】
　フラックスは、最も多くの場合、はんだ結合の前に、取付けパッドとＩＣバンプを清掃
するために使用される。フラックスは、最も多くの場合、松の木の樹液（酸性）から製造
される樹脂であり、加熱すると、金属導電性表面上のすべての酸化物を除去し、はんだの
適切な溶融を生じさせることができる。フラックスは、可撓性フィルム上の取付けパッド
上に直接蒸着するか（たとえば、流体の計量分配、ピン転写、又は噴霧）、又はＩＣをフ
ラックスフィルム内に浸漬することによって、バンプをＩＣ上に塗布することができる。
はんだペースト（フラックスにはんだ粒子を加える）を使用しても、ＩＣパッドと、構成
要素上の回路パッドとを結合させることができる。フラックス又はペーストを塗布した後
、配置機械内でＩＣバンプと構成要素パッドとを整列させることによって、ＩＣを構成要
素と接触させる。
【００１８】
　リフロープロセスは、一般に、（時間及び温度）が制御されたプロファイル内で組立体
を加熱してフラックスを活性化させ、酸化物を除去し、はんだを溶融させるステップを含
む。はんだは、溶融した後、取付けパッド表面に結合し、金属ボンドを形成する。はんだ
は、冷却すると凝固し、はんだの相互接続が完了する。多くの場合、ＩＣは、カプセル化
材料をＩＣと構成要素表面上、又はこれらの間に蒸着することによりさらに保護される。
カプセル化プロセスは、液体エポキシを蒸着もしくは噴霧するか、又はオーバーモールド
射出することによって行うことができる。樹脂は、硬化すると、ＩＣと構成要素の脆弱な
回路構成を保護する。
【００１９】
　主要ＩＣのほかに、構成要素は、その他のＩＣ又は構成要素、たとえば、回路を完成す
るために必要な減結合コンデンサを有する場合がある。これらの構成要素は、一般に、成
形又はカプセル化プロセスの前に、構成要素の基板上に組み立てられ、一般に、上記のは
んだペーストプロセスを使用する。
【００２０】
　構成要素が、ＩＣと後続の構成要素が基板に取り付けられた後、デバイスの機能上又は
美観上の態様を完成させるために、その他の特徴が必要になる。たとえば、完成した後、
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構成要素は、最終的に、ある種の電子デバイス又は装置を構築するために使用される。一
般に、はんだ付け可能な取付けパッド又はバンプは、構成要素を別の回路基板に取り付け
るために構成要素上に形成される。これらは、多くの場合、上記のとおり、ＩＣが接合さ
れた後に取り付けられる。したがって、はんだバンプ又はその他の終端処理は、ＩＣが組
み立てられた後に行われる。さらに、デバイス番号、部品番号などを確認するため、構成
要素にマークを付ける必要がある。これらのステップは、多くの場合、構成要素を可撓性
フィルムストリップから除去又は個別化する前に行われる。最後に、個々の構成要素は、
一般に、単一ユニット状に個別化される。
【００２１】
　本明細書で説明する実施形態は、個別化により、組立てプロセス時に基板の平坦度を維
持すると有利である。一実施形態によると、構成要素キャリアのウィンドウフレームの型
によって、回路基板メーカーは、薄型の積層板と可撓性フィルムをそれらの製造プロセス
で処理することができる。可撓性フィルムは、剛性のキャリアに接合される。キャリアは
、特殊化した固定具内に配置される。隆起領域を有する下部パレットが形成され、可撓性
フィルムのウィンドウを有する領域は、平坦に圧迫される。キャリアの上部部分は、可撓
性フィルムのウィンドウを有する領域が伸張するように（たとえば、ドラム又は編み物の
輪のように）、キャリアの下部部分に接合される。ダイ組立体の場所は、キャリアの隆起
部分の上部を平坦に維持し、ダイを配置するための安定した容器を形成する。このキャリ
アは、後続のリフロープロセスで、可撓性基板の安定性を維持する。
【００２２】
用語
　本明細書の全体に使用される用語及び／又は語句を、以下で簡単に定義する。「接続さ
れる」又は「結合される」という用語、及び関連する用語は、実用上の意味で使用するの
であって、必ずしも直接的な接続又は結合に限られるわけではない。したがって、たとえ
ば、２つのデバイスを、直接、あるいは１つ又は複数のデバイスを介して結合することが
できる。本明細書に記載する開示事項により、当業者は、上記の定義に基づいて接続又は
結合が行われる多くの方法を理解するであろう。
【００２３】
　「一実施形態では」、「一実施形態により」などは、一般に、この語句に続く特定の特
徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれ、本発明の複数の実
施形態に含まれる場合があることを意味する。重要なことだが、このような語句は、必ず
しも同じ実施形態を指示するわけではない。
【００２４】
　明細書に、ある構成要素が含まれるか、又はある特性、性質、又は構造を有する「場合
がある」、「ことが可能である」、「こともあり得る」又は「かも知れない」と記載され
ている場合、その特定の構成要素又は特徴が含まれるか、あるいはその特徴、性質、又は
構造を有することは必須ではない。
【００２５】
　本発明のいくつかの実施形態によると、薄型ポリマー基板は、最初にキャリアプレート
に接合される。薄型ポリマー基板は、Ｋａｐｔｏｎポリイミド、液晶ポリマー（ＬＣＰ）
、又はＥＰＴＦＥを含むがこれらだけに限らないポリマーであり、約０．０１２７～０．
１２７ｍｍ（約．０００５～０．００５インチ）厚で良い。キャリアは、一般に剛性ポリ
マー基板、たとえばＦＲ４であり、約０．３８１～３．１８ｍｍ（約．０１５～０．１２
５インチ）厚である。薄いポリマーを平滑化するには、上部プレート及び下部プレートを
含むプレスを使用することができる。
【００２６】
　プレスの上部プレートと下部プレートは、一般に、熱質量が低い材料から形成される。
さらに、上部プレート１００と下部プレート２００を形成する材料は軽量で、３００℃台
の処理温度に耐えることができなければならない。したがって、いくつかの例と同様、上
部プレート１００と下部プレート２００を主に形成する材料としては、アルミニウム、チ
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タン、Ｄｅｌｍａｔが挙げられるが、これらだけに限らない。
【００２７】
　次に、図１ａ～１ｂを参照すると、本発明による上部プレート１００の一実施形態が示
されている。図示の実施形態では、上部プレート１００は、複数のアパーチャ１１０を含
む。上部プレート内の開口部１１０は、ＩＣ、及びボンディング用のその他の構成要素を
基板に配置することを可能にする。図示の実施形態の場合、開口部１１０は、垂直と水平
方向に整列する矩形を形成する。その他の実施形態では、アパーチャの形状は矩形に限ら
れない。アパーチャの形状のその他の例としては、その他の任意の幾何学的形状又はカス
タムデザインが挙げられる。さらに、上部プレート上の各々のアパーチャ１１０は、同じ
形状である必要はない。さらに他の実施形態では、アパーチャ１１０は、垂直方向と水平
方向に整列されなくてもよい。
【００２８】
　下部プレート２００の一実施形態は、図２ａ～２ｂに示されている。下部プレートは、
隆起領域２１０を含む。隆起領域２１０は、各々の隆起部分が、上部プレートの開口部１
１０と整列するように配置される。隆起領域２１０間には、チャネル２３０のネットワー
クが形成される。図示の実施形態では、隆起部分２１０は、垂直方向と水平方向に整列す
る矩形である。しかし、隆起部分２１０の形状は、垂直方向と水平方向に整列する矩形に
限られない。一般に、隆起部分２１０の形状と配置は、構造と配置が、上部プレート内の
開口部１１０と類似しているはずである。
【００２９】
　図３ａ～３ｂは、中間構造３００の一実施形態を示す。薄型可撓性基板３１０は、キャ
リア、すなわち支持フレーム３２０に取り付けられる。キャリア３２０は、下部プレート
２００上に位置するチャネル２３０のネットワークと嵌合可能な隆起部分を形成する。可
撓性基板上の回路パターン又は構造は、ＩＣの構造によって決まる。特定の実施形態では
、可撓性基板３１０の厚さは０．０１２７～０．１２７ｍｍ（０．０００５～０．００５
インチ）の範囲であり、構造によって決まる複数の層を含む。主な基板材料の例としては
、ポリイミド、液晶ポリマー、ポリテトラフルオロエチレン（ＥＰＴＦＥ）が挙げられる
が、これらだけに限らない。キャリア３２０は、一般に、０．３８１～３．１８ｍｍ（０
．０１５～０．１２５インチ）の範囲の厚さを有する。キャリアは、一般に、強化ガラス
積層板（たとえば、ＦＲ４）などの比較的安価な材料から構成されるが、これは必須では
ない。
【００３０】
　図４は、上部プレート１００、下部プレート２００、中間構造３００が、一実施形態に
より整列させられる方法を図示している。上部プレート１００、下部プレート２００、中
間構造３００は、実質的に互いに並列に配置され、上部プレート１００と下部プレート２
００との間に中間構造がある。上部プレート１００の開口部１１０は、下部プレート２０
０の隆起部分２１０の上部に整列する。支持フレーム３２０は、下部プレート２００のチ
ャネル２３０ネットワークと整列し、その結果、上部プレート１００が、下部プレート２
００の方向に下方に圧迫され、支持フレーム３２０はチャネル２３０ネットワークと嵌合
する。
【００３１】
　図５～６に示す特定の実施形態によると、可撓性フィルム基板とキャリアは、上部プレ
ート１００と下部プレート２００との間にサンドウィッチ状に挟まれる。これらのプレー
トを一緒に圧迫することにより、下部プレート２００の隆起領域は、可撓性フィルム基板
を上方に、キャリアの周囲に圧迫する。薄い基板を上方に圧迫することによって、基板は
ドラムヘッド状に伸張し、それによって基板３１０を平滑化する。図１～４に示す実施形
態では、各々のプレートは、ねじ孔１２０、２２０、３３０を有するため、構造を整列さ
せるのに役立ち、上部プレート１００と下部プレート２００との間に中間構造３００を容
易に圧迫させることができる。その他の実施形態では、その他の機構と構造（たとえば、
クランプ）が、それらを整列させてサンドウィッチ状にするために使用される。
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　例示的な組立体装置について説明してきたが、本発明の一実施形態による使用の高レベ
ルの概観を表すブロックダイヤグラム７００について、図７に関して説明する。ステップ
７１０では、中間固定具と基板が、下部プレート内のチャネルネットワークが中間構造の
支持フレームと整列するように、下部プレート上に配置される。中間構造の上には、ステ
ップ７２０で、上部プレートの開口部が、下部プレートの隆起部分の上に配置されるよう
に、上部プレートが整列される。基板は、ステップ７３０で、上部プレートと下部プレー
トとの間に圧迫され、その結果、下部プレートの隆起部分全体で伸張される。
【００３３】
　可撓性基板が伸張された後、ダイは、フリップチップ技術を用いて、上部キャリア内の
開口部を通して、１つ又は複数のＩＣを平滑化基板にボンディングすることによって組み
立てることができる。実施形態によっては、ＩＣを薄型基板に接合した後、上部プレート
と下部プレートを取り外し、基板とＩＣの組合せが、機械的分離又はレーザ切断プロセス
によりキャリアから切り離される。したがって、残っているものは、薄型基板（＜０．０
２５ｍｍ（．００１インチ））、集積回路（約０．２０３ｍｍ（約．００８インチ））、
及びこれらを接合するために使用したはんだ（＜０．０７６ｍｍ（．００３インチ））で
ある。結果として得られるパッケージ化ＩＣは、従来の方法により構成されたＩＣより薄
くすることができる。さらに、減結合コンデンサ、小型抵抗器、又はその他のＩＣなどの
他の構成要素は、主要ＩＣダイに近接して接合され、マルチチップデバイス又はモジュー
ルを形成する。
【００３４】
　結論として、これらの実施形態は、可撓性基板を平滑化することによって、ＩＣダイを
組み立てるための新規な装置、方法、構成に関する。本発明の１つ又は複数の実施形態に
ついて、上記で詳細に説明したが、様々な代替案、変更、等価なものが、当業者にとって
は、本発明の精神から外れることなく明らかである。したがって、上記の説明は、本発明
の範囲を制限するものと解釈するべきではなく、本発明の範囲は、添付の請求の範囲によ
り定義される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１ａ】本発明の一実施形態による上部プレートの平面図である。
【図１ｂ】別の視野から見た図１ａの上部プレートを示す。
【図２ａ】本発明の一実施形態による下部プレートの平面図である。
【図２ｂ】別の視野から見た図２ａの下部プレートを示す。
【図３ａ】本発明の一実施形態による可撓性基板及び支持フレームを備える中間構造の断
面図である。
【図３ｂ】別の視野から見た図３ａの中間構造を示す。
【図４】本発明の一実施形態による組立体固定具の上部プレート、中間プレート、及び下
部プレートの断面図である。
【図５】本発明の一実施形態による可撓性基板を伸張させる組立て固定具の断面図である
。
【図６】図５の組立て固定具の断面図である。
【図７】本発明の一実施形態による組立体固定具を使用するプロセスを示すフロー図であ
る。
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