
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気光学物質と、該電気光学物質を支持する基板と、該基板に異方性のある導電フィル
ムによって実装された長方形状のＩＣチップとを有する電気光学装置において、
　前記ＩＣチップは、前記基板上に第１及び第２短辺を前記電気光学物質から遠ざかる方
向に合わせて配置され、
　該ＩＣチップは、第１短辺に沿って並ぶ複数の端子から成る第１端子列と、
　前記電気光学物質に近い側の第１長辺に沿って並ぶ複数の端子から成る第２端子列と、
　前記電気光学物質から遠い側の第２長辺に沿って並ぶ複数の端子から成る第３端子列と
を有し、
　前記第１端子列は、前記電気光学物質に近い側から順に、前記ＩＣチップの第１長辺か
らの距離が“Ａ”の領域に形成される複数の無効端子から成る第１無効端子部と、該第１
無効端子部に続く有効端子部と、該有効端子部に続き前記ＩＣチップの第２長辺までの距
離が“Ｂ”の領域に形成される複数の無効端子から成る第２無効端子部とを有し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＞Ｂ
であるとともに、
　前記第２端子列は、前記ＩＣチップの第１短辺からの距離が“Ｃ”の領域に形成される
複数の無効端子から成る第３無効端子部と、該第３無効端子部に続く有効端子部とを有し
、
　前記第３端子列は、前記ＩＣチップの第１短辺からの距離が“Ｄ”の領域に形成される
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複数の無効端子から成る第４無効端子部と、該第４無効端子部に続く有効端子部とを有し
、
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ＞Ｄ
であることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記第１無効端子部と前記第３無効端子部との関係が、
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＞Ｃ
であることを特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
　電気光学物質と、該電気光学物質を支持する基板と、該基板に異方性のある導電フィル
ムによって実装された長方形状のＩＣチップとを有する電気光学装置において、
　前記ＩＣチップは、前記基板上に第１及び第２短辺を前記電気光学物質から遠ざかる方
向に合わせて配置され、
　該ＩＣチップは、
　前記第１短辺に沿って並ぶ複数の端子から成る第１端子列と、
　前記電気光学物質に近い側の第１長辺に沿って並ぶ複数の端子から成る第２端子列とを
有し、
　前記第１端子列は、前記ＩＣチップの第１長辺からの距離が“Ａ”  の領域に形成され
る複数の無効端子から成る第１無効端子部と、該第１無効端子部に続く有効端子部とを有
し、
　前記第２端子列は、前記ＩＣチップの第１短辺からの距離が“Ｃ”の領域に形成される
複数の無効端子から成る第３無効端子部と、該第３無効端子部に続く有効端子部とを有し
、
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＞Ｃ
であることを特徴とする電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３の少なくともいずれか１つにおいて、前記電気光学物質は液晶で
あり、前記ＩＣチップは前記液晶を挟持する一対の基板のうちの少なくとも１つに実装さ
れることを特徴とする電気光学装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の少なくともいずれか１つにおいて、前記の各無効端子部を構成
する無効端子は、前記有効端子部を構成する有効端子と同じ形状で通電には寄与しない端
子によって構成されることを特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項４の少なくともいずれか１つに記載した電気光学装置と、該電気光
学装置を収容する筐体と、前記電気光学装置の動作を制御する制御手段とを有することを
特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶装置、ＥＬ（ Electro Luminescence）装置等といった電気光学装置、その
電気光学装置に好適に用いられる駆動用ＩＣ及び前記電気光学装置を用いて構成される電
子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話機、携帯情報端末機、パーソナルコンピュータ等といった電子機器に液晶
装置、ＥＬ装置等といった電気光学装置が広く用いられている。例えば、電子機器に関す
る各種の情報を表示するための表示部として用いられている。
【０００３】
液晶装置、ＥＬ装置等といった電気光学装置は、一般に、液晶、ＥＬ等といった電気光学
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物質を基板上に平面的に配置して成るパネル構造を有する。また、いわゆるＣＯＧ（ Chip
 On Glass）方式のパネル構造においては、電気光学物質を支持する基板上に駆動用ＩＣ
が直接に実装される。このＣＯＧ方式のパネル構造は、例えば、ＡＣＦ（ Anisotropic Co
nductive Film）等といった導電接着要素によって駆動用ＩＣの能動面と基板とを接着す
ることによって行われる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の電気光学装置に関しては、例えば落下等によってその電気光学装置に外力が加
わったときに、その電気光学装置に表示不良が発生することがあった。本発明者は、その
表示不良の原因をつきとめるために種々の実験を行い、その結果、上記の表示不良はＡＣ
Ｆ等によって基板上に実装した駆動用ＩＣが上記の外力のために部分的に剥がれ、そのた
め、駆動用ＩＣの端子、すなわちバンプと、基板上の端子との導電接続が剥がれるのがそ
の原因であることを知見した。
【０００５】
より詳しく説明すれば、まず、図７に示す構造の液晶装置を用意した。この液晶装置は、
小ガラス５１と大ガラス５２とをシール材５３によって貼り合せ、シール材５３の一部に
設けた液晶注入口５３ａを通して内部に液晶を注入し、さらにＡＣＦ５４によって駆動用
ＩＣ５６を大ガラス５２の張出し部５２ａに実装することによって作製した。なお、駆動
用ＩＣ５６として、平面形状がＡ×Ｂ＝９．６ｍｍ×１．８ｍｍのものと、１３．９３ｍ
ｍ×２ .１ｍｍのものの２種類を用意して、２種類の液晶装置を作製した。
【０００６】
これら２種類の液晶装置に関して大ガラス５２を支持し、小ガラス５１の端から０．５ｍ
ｍの幅の面に１５Ｎ（ニュートン）の力Ｆを付加して、小ガラス５１の端を力の付加方向
へ０．２ｍｍ移動させた。このとき、駆動用ＩＣ５６における小ガラス５１側の角Ｐ０か
ら短辺に関する反対側の角Ｐ１までの間の各位置に発生する応力及び角Ｐ０から長辺に関
する反対側の角Ｐ２までの間の各位置に発生する応力を測定した。
【０００７】
この測定の結果、図８のグラフに示すような結果が得られた。このグラフから明らかなよ
うに、
▲１▼　駆動用ＩＣ５６の小ガラス５１側の角Ｐ０及びその近傍には非常に大きな応力が
発生して駆動用ＩＣ５６が剥がれ易く、
▲２▼　角Ｐ０から距離０．２ｍｍ程度の所では応力が使用上問題のない程度に小さくな
り、
▲３▼　短辺に関して反対側の角Ｐ１の近傍では応力が再び大きくなるが、その大きさは
小ガラス５１側の角Ｐ０ほどではない。
【０００８】
本発明は、以上のような知見に基づいて成されたものであり、駆動用ＩＣ等といったＩＣ
チップの端子構造、すなわちバンプ構造に工夫を加えることにより、液晶装置等といった
電気光学装置に対して落下等に起因して外力が加わる場合にも、電気光学装置に表示不良
が発生しないようにすることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため、電気光学物質と、該電気光学物質を支持する基板と、該基
板に異方性のある導電フィルムによって実装された長方形状のＩＣチップとを有する電気
光学装置において、前記ＩＣチップは、前記基板上に第１及び第２短辺を前記電気光学物
質から遠ざかる方向に合わせて配置され、該ＩＣチップは、第１短辺に沿って並ぶ複数の
端子から成る第１端子列と、前記電気光学物質に近い側の第１長辺に沿って並ぶ複数の端
子から成る第２端子列と、前記電気光学物質から遠い側の第２長辺に沿って並ぶ複数の端
子から成る第３端子列とを有し、前記第１端子列は、前記電気光学物質に近い側から順に
、前記ＩＣチップの第１長辺からの距離が“Ａ”の領域に形成される複数の無効端子から
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成る第１無効端子部と、該第１無効端子部に続く有効端子部と、該有効端子部に続き前記
ＩＣチップの第２長辺までの距離が“Ｂ”の領域に形成される複数の無効端子から成る第
２無効端子部とを有し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＞Ｂ
であるとともに、前記第２端子列は、前記ＩＣチップの第１短辺からの距離が“Ｃ”の領
域に形成される複数の無効端子から成る第３無効端子部と、該第３無効端子部に続く有効
端子部とを有し、前記第３端子列は、前記ＩＣチップの第１短辺からの距離が“Ｄ”の領
域に形成される複数の無効端子から成る第４無効端子部と、該第４無効端子部に続く有効
端子部とを有し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ＞Ｄ
であることを特徴とする。
【００１０】
上記構成及びこれ以降に説明する構成において、「電気光学物質」は、通電によって光学
的特性が変化する物質であって、例えば、液晶、ＥＬ等が考えられる。また、「無効端子
部」とは、有効端子部とならない部分の意味であり、例えば、端子すなわちバンプが存在
しない部分や、有効端子部に在る端子と同じ形状の端子が存在するが通電には寄与しない
、いわゆるダミー端子が存在する部分等が考えられる。
【００１１】
上記構成の電気光学装置によれば、ＩＣチップのうち外力に応じて大きな応力を発生する
部分にある端子を無効端子部としたので、仮に該部分にＩＣ剥がれが生じたとしても、表
示不良が発生することを防止できる。
【００１２】
　前記電気光学装置は、前記第１無効端子部と前記第３無効端子部との関係が、
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＞ C
であることを特徴とする。
【００１３】
上記構成の電気光学装置によれば、ＩＣチップのうち外力に応じて大きな応力を発生する
部分にある端子を無効端子部としたので、仮に該部分にＩＣ剥がれが生じたとしても、表
示不良が発生することを防止できる。
【００１４】
　次に、本発明に係るさらに他の電気光学装置は、電気光学物質と、該電気光学物質を支
持する基板と、該基板に異方性のある導電フィルムによって実装された長方形状のＩＣチ
ップとを有する電気光学装置において、前記ＩＣチップは、前記基板上に第１及び第２短
辺を前記電気光学物質から遠ざかる方向に合わせて配置され、該ＩＣチップは、前記第１
短辺に沿って並ぶ複数の端子から成る第１端子列と、前記電気光学物質に近い側の第１長
辺に沿って並ぶ複数の端子から成る第２端子列とを有し、前記第１端子列は、前記ＩＣチ
ップの第１長辺からの距離が“Ａ”  の領域に形成される複数の無効端子から成る第１無
効端子部と、該第１無効端子部に続く有効端子部とを有し、前記第２端子列は、前記ＩＣ
チップの第１短辺からの距離が“Ｃ”の領域に形成される複数の無効端子から成る第３無
効端子部と、該第３無効端子部に続く有効端子部とを有し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＞Ｃ
であることを特徴とする。
【００１５】
上記構成の電気光学装置によれば、ＩＣチップのうち外力に応じて大きな応力を発生する
部分にある端子を無効端子部としたので、仮に該部分にＩＣ剥がれが生じたとしても、表
示不良が発生することを防止できる。
【００２４】
　次に、本発明に係るさらに他の電気光学装置は、上記の各構成の電気光学装置において
、前記電気光学物質は液晶であり、前記ＩＣチップは前記液晶を挟持する一対の基板のう
ちの少なくとも１つに実装されることを特徴とする。
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【００２５】
この構成の電気光学装置は、液晶に印加する電圧を画素ごとに制御することにより該液晶
を通過する光を画素ごとに変調し、これにより、液晶の一方の側に文字、数字、図形等と
いった像を形成する液晶装置である。
【００２６】
　次に、本発明に係るさらに他の電気光学装置は、上記に記載した各構成の電気光学装置
において、前記の各無効端子部を構成する無効端子は、前記有効端子部を構成する有効端
子と同じ形状で通電には寄与しない端子によって構成されることを特徴とする。
【００２７】
　ＩＣチップの能動面に形成された端子配列すなわちバンプ配列において、バンプが存在
しない部分があると、ＡＣＦ等といった導電接着要素を用いてその能動面を相手側基板に
実装する際、バンプ配列の不均一な配列状態に起因して接着不良及び導電接続不良が発生
するおそれがある。これに対し、上記に記載した本発明のように、ダミー端子を設けてバ
ンプ配列に不均一が発生することを防止すれば、上記の接着不良及び導電接続不良を防止
できる。
【００４４】
　次に、本発明に係る電子機器は、以上に記載した構成の電気光学装置と、該電気光学装
置を収容する筐体と、前記電気光学装置の動作を制御する制御手段とを有することを特徴
とする。この電子機器によれば、落下させても表示品質が劣化し難い電子機器を提供でき
る。このような電子機器としては、携帯電話機、携帯情報端末機、パーソナルコンピュー
タ、デジタルカメラ、腕時計、その他、電子の作用を利用して動作する各種の機器が考え
られる。
【００４５】
【発明の実施の形態】
（電気光学装置の第１実施形態）
以下、本発明に係る電気光学装置を図面を参照しながら詳細に説明する。図１は、本発明
を電気光学装置の一例である液晶装置に適用した場合の実施形態を示している。
【００４６】
図１において、液晶装置１は、図１の奥側に位置する第１基板２ａと、図１の手前側に位
置する第２基板２ｂとをシール材３によってそれらの周辺部において互いに接着して形成
されている。液晶装置１の内部には、第１基板２ａ、第２基板２ｂ及びシール材３によっ
て囲まれる空間であるセルギャップが形成される。シール材３の一部には液晶注入口３ａ
が形成され、その液晶注入口３ａを通して上記セルギャップ内に液晶、例えばＳＴＮ（ Su
per Twisted Nematic)液晶が注入され、その注入の完了後、液晶注入口３ａが樹脂等によ
って封止される。
【００４７】
第１基板２ａは、図２に示すように、矢印Ａ方向（すなわち、観察側方向）から見て長方
形状又は正方形状の基材４ａを有し、その基材４ａの内側表面には第１電極６ａが設けら
れ、その上に配向膜７ａが設けられる。また、基材４ａの外側表面には偏光板８ａが、例
えば貼着によって装着される。第１電極６ａは、走査電極又は信号電極のいずれか一方と
して作用する。
【００４８】
また、第２基板２ｂは基材４ｂを有し、その基材４ｂの内側表面には半透過反射膜９が設
けられ、その上に絶縁膜１１が設けられ、その上に第２電極６ｂが設けられ、その上に配
向膜７ｂが設けられる。また、基材４ｂの外側表面には偏光板８ｂが、例えば貼着によっ
て装着される。第２電極６ｂは、走査電極又は信号電極のいずれか他方として作用する。
【００４９】
第１基板２ａと第２基板２ｂはシール材３によってそれらの周囲が接着される。また、第
１基板２ａ又は第２基板２ｂの内側表面には複数のスペーサ１２が分散され、これらのス
ペーサ１２によって両基板間の間隙、すなわちセルギャップが平面領域内で一定の寸法に
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保持され、このセルギャップ内に液晶Ｌが封入される。
【００５０】
なお、第１基板２ａ及び第２基板２ｂの双方又は一方の内面又は外面には、上記以外の他
の光学素子、例えば、液晶Ｌに入射する又は液晶Ｌから出射する光を拡散して平面的に均
一にする光拡散板や、電極６ａ，６ｂ等の上に積層されて表面を滑らかにするオーバーコ
ート層や、カラー表示を実現するために設けられるカラーフィルタや、液晶Ｌを通過した
光の偏光特性を再変調することにより無彩色化や視覚特性の改善を行う位相差板等を設け
ることもできる。
【００５１】
基材４ａ及び４ｂは、例えば、ガラス等といった硬質な光透過性材料や、プラスチック等
といった可撓性を有する光透過性材料等によって形成される。また、半透過反射膜９はＡ
ｌ（アルミニウム）等といった金属材料によって形成されると共に、半透過反射を実現す
るために、膜厚を薄くしたり、あるいは、光を透過させる開口を設けたりする。
【００５２】
また、第１電極６ａ及び第２電極６ｂは、例えば、金属酸化物であるＩＴＯ（ Indium Tin
 Oxide）によって形成される。また、配向膜７ａ及び７ｂは、例えば、ポリイミド系樹脂
によって形成される。これらの配向膜７ａ及び７ｂにはラビング処理等といった配向処理
が施され、この配向処理により液晶分子の基板表面における配向が決められる。
【００５３】
第１電極６ａは、図１に示すように、複数の直線パターンを互いに平行に配列することに
よって、いわゆるストライプ状に形成される。一方、第２電極６ｂは上記第１電極６ａに
交差するように複数の直線パターンを互いに平行に配列することによって、やはりストラ
イプ状に形成される。これらの電極６ａと電極６ｂとが液晶層を介在させてドットマトリ
クス状に交差する複数の点が、像を表示するための最小単位である表示ドットを形成する
。
【００５４】
なお、白黒表示を行う場合は、この表示ドットの１つが１つの画素を構成する。また、Ｒ
（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３原色を使ってフルカラー表示を行う場合は、Ｒ，Ｇ，Ｂ
に対応する表示ドットが３個集まって１つの画素が構成される。そして、それら複数の画
素がマトリクス状に配列された領域が、文字、数字等といった像を表示する表示領域とな
る。
【００５５】
なお、図１では、第１電極６ａ及び第２電極６ｂを分かり易く示すために、それらを実際
よりも大きな間隔を空けて数本だけ描いてある。しかしながら実際には、それらの電極は
非常に狭い間隔で多数本、形成される。
【００５６】
図１において、第１基板２ａは第２基板２ｂの外側へ張り出す張出し部２ｃを有し、その
張出し部２ｃ上に配線１６ａ及び１６ｂ並びに端子１７が形成される。配線１６ａは第１
基板２ａ上の第１電極６ａから延びている。また、配線１６ｂは、シール材３の中に分散
された導通材２０（図２参照）によって、第２基板２ｂ上の配線１６ｃに接続し、その配
線１６ｃは第２電極６ｂに接続している。なお、図２では、シール材３の幅が導通材２０
の直径よりもわずかに大きいように描いてあるが、これは便宜的なものであり、実際には
、シール材３の幅は導通材２０の直径よりもかなり大きい寸法となる。
【００５７】
張出し部２ｃ上には、駆動用ＩＣ１３がＡＣＦ１４を用いて直接に実装される。駆動用Ｉ
Ｃ１３はＡＣＦ１４によって張出し部２ｃに実装される面が能動面であり、その能動面に
複数の端子すなわちバンプ１８が形成されている。ＡＣＦ１４は、一対の端子間を異方性
を持たせて電気的に一括接続するために用いられる導電性のある高分子フィルムであって
、例えば、図２に示すように、熱可塑性又は熱硬化性の樹脂フィルム１９の中に導電粒子
２１を分散させることによって形成される。
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【００５８】
ＡＣＦ１４を間に挟んで駆動用ＩＣ１３を張出し部２ｃへ熱圧着、すなわち加熱しながら
加圧すれば、樹脂１９によって駆動用ＩＣ１３本体と張出し部２ｃとが接着され、さらに
ＩＣ１３のバンプ１８と基板上の配線１６ａ，１６ｂ及び端子１７とが導電粒子２１によ
って導電接続される。
【００５９】
図２において、第２基板２ｂの裏側（図２の構造における下側）にバックライトとして機
能する照明装置２２が配設される。なお、図１ではこの照明装置２２の図示は省略してあ
る。照明装置２２は、発光する光源２３と、光源２３からの光を伝播する導光体２４とを
有する。光源２３は、例えば、ＬＥＤ（ Light Emitting Diode）等といった点状光源や、
冷陰極管等といった線状光源等によって構成される。また、導光体２４は、例えば、アク
リル樹脂、ポリカーバイト樹脂等によって形成されていて、光源２３に対向する面が光入
射面２４ａであり、第２基板２ｂに対向する面２４ｂが光出射面である。
【００６０】
本実施形態に係る液晶装置１は以上のように構成されているので、反射型表示及び透過型
表示の２通りの表示方法を選択的に実施する。反射型表示では、第１基板４ａ側の外部か
ら取り込んだ光Ｒ１を半透過反射膜９によって反射させて液晶Ｌの層へ供給する。この状
態で液晶Ｌに印加する電圧を画素ごとに制御して液晶の配向を画素ごとに制御することに
より、液晶Ｌの層へ供給された光を画素ごとに変調し、その変調した光を偏光板８ａへ供
給する。これにより、第１基板４ａの外側へ文字等といった像を表示する。
【００６１】
また、本実施形態の液晶装置１によって透過型表示を行う場合には、照明装置２２の光源
２３を発光させる。光源２３からの光は光入射面２４ａを通して導光体２４の内部へ導入
され、その導光体２４によって平面的に広がって伝播しながら光出射面２４ｂを通して外
部へ出射される。これにより、面状の光Ｒ２が液晶Ｌの層へ供給される。この光を液晶Ｌ
によって変調することにより表示を行うことは反射型表示の場合と同じである。
【００６２】
図１に示すように、駆動用ＩＣ１３は、その平面形状が長方形状となっており、その長辺
側端面が液晶Ｌの封入領域に対して平行になり、その短辺側端面が液晶Ｌの封入領域から
遠ざかる方向へ延びるように、基板張出し部２ｃ上に実装される。図３は、図２における
駆動用ＩＣ１３を拡大して示すと共に、特にその能動面に形成されたバンプ１８の配列状
態を詳しく示している。
【００６３】
図３に示すように、駆動用ＩＣ１３の能動面には、液晶Ｌから遠ざかる方向へ並ぶ複数の
バンプ１８から成る第１端子列２６ａと、液晶Ｌに近い側で液晶Ｌに平行に並ぶ複数のバ
ンプ１８から成る第２端子列２６ｂと、液晶Ｌから遠い側で液晶Ｌに平行に並ぶ複数のバ
ンプ１８から成る第３端子列２６ｃ等といった各端子列が形成される。
【００６４】
第１端子列２６ａは、液晶Ｌに近い側から順に、駆動用ＩＣ１３の長辺側端辺からの距離
が“Ａ”である第１無効端子部と、この第１無効端子部に続く有効端子部Ｘと、その有効
端子部に続き駆動用ＩＣ１３の長辺側端辺までの距離が“Ｂ”である第２無効端子部とを
有する。そして、本実施形態では、
Ａ＞Ｂ
に設定される。また、
Ａ＞０．２ｍｍ
に設定される。
【００６５】
また、第２端子列２６ｂは、駆動用ＩＣ１３の短辺側端辺からの距離が“Ｃ”である第３
無効端子部と、この第３無効端子部に続く有効端子部Ｘとを有する。また、第３端子列２
６ｃは、駆動用ＩＣ１３の短辺側端辺からの距離が“Ｄ”である第４無効端子部と、この
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第４無効端子部に続く有効端子部Ｘとを有する。そして、本実施形態では、
Ｃ＞Ｄ
に設定される。
【００６６】
また、第１端子列２６ａの第１無効端子部の距離“Ａ”と、第２端子列２６ｂの第３無効
端子部の距離“Ｃ”との関係に関しては、
Ａ＞Ｃ
に設定される。
【００６７】
なお、有効端子部とは、バンプ１８が通常通りの通電機能を達成する領域のことである。
また、無効端子部とは、有効端子部内のバンプ１８と同じ形状のバンプ１８が形成されて
はいるが、通電機能は行わないように設定されている、いわゆるダミーバンプの領域のこ
とである。なお、無効端子部は、ダミーバンプに限られず、バンプ１８自体を形成しない
無端子部とすることもできる。
【００６８】
図８に示すグラフによれば、１つのＩＣチップを見た場合、小ガラス側の角部、すなわち
液晶Ｌに近い側の角部には、液晶Ｌから遠い側の角部に比べて、非常に大きな応力が発生
する。よって、この液晶Ｌに近い側の角部及びその近傍はＩＣ剥がれが発生し易いと考え
られる。よって、本実施形態のように、第１端子列２６ａに関して、液晶Ｌに近い側の無
効端子部の距離Ａと、液晶Ｌから遠い側が無効端子部の距離Ｂとの関係を、
Ａ＞Ｂ
に設定すれば、ＩＣ１３にＩＣ剥がれが発生する場合でも、そのＩＣ剥がれの部分にはダ
ミーバンプが存在するだけで、有効端子部には悪影響が及ばない可能性を高くできる。こ
れにより、液晶装置１に外力が加わる場合にも液晶装置１の表示品質に欠陥が発生するこ
とを防止できる。
【００６９】
また、液晶Ｌに近い側の角部及びその近傍にはＩＣ剥がれが発生し易いということに鑑み
、本実施形態のように、液晶Ｌに近い側の第２端子列２６ｂの無効端子部の距離Ｃと、液
晶Ｌから遠い側の第３端子列２６ｃの無効端子部の距離Ｄとの関係を、
Ｃ＞Ｄ
に設定すれば、ＩＣ１３にＩＣ剥がれが発生する場合でも、そのＩＣ剥がれの部分にはダ
ミーバンプが存在するだけで、有効端子部には悪影響が及ばない可能性を高くできる。こ
れにより、液晶装置１に外力が加わる場合にも液晶装置１の表示品質に欠陥が発生するこ
とを防止できる。
【００７０】
また、図８に示すグラフによれば、小ガラス側のＩＣの角部、すなわち、液晶Ｌに近い側
の駆動用ＩＣ１３の角部からの距離が０．２ｍｍ程度まで離れると、発生する応力は十分
に小さくなることが理解できる。従って、本実施形態のように、第１端子列２６ａの第１
無効端子部の距離“Ａ”をＡ＞０．２ｍｍに設定しておけば、ＩＣ剥がれが発生する場合
でも、有効端子部における端子剥がれを防止することができる。
【００７１】
さらに、図８に示すグラフによれば、１つのＩＣチップを見た場合、短辺方向に発生する
応力は長辺方向に発生する応力よりも高い。この現象に鑑み、本実施形態のように、液晶
Ｌから遠ざかる方向に並ぶ第１端子列２６ａの無効端子部の距離Ａと、液晶Ｌに近い側の
第２端子列２６ｂの無効端子部の距離Ｃとの関係を、
Ａ＞Ｃ
に設定すれば、ＩＣ１３にＩＣ剥がれが発生する場合でも、そのＩＣ剥がれの部分にはダ
ミーバンプが存在するだけで、有効端子部には悪影響が及ばない可能性を高くできる。こ
れにより、液晶装置１に外力が加わる場合にも液晶装置１の表示品質に欠陥が発生するこ
とを防止できる。
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【００７２】
（電気光学装置の第２実施形態）
図４は、本発明に係る電気光学装置の他の実施形態を示している。この実施形態に係る電
気光学装置の全体的な構成は図１に示した液晶装置１と同様な構成とすることができる。
ここに示す液晶装置が図１に示した先の実施形態と異なる点は、駆動用ＩＣ１３における
バンプ１８の配列の仕方に改変を加えたことである。
【００７３】
図４に示すように、駆動用ＩＣ１３の能動面には、液晶Ｌから遠ざかる方向へ並ぶ複数の
バンプ１８から成る第１端子列２６ａと、液晶Ｌに近い側で液晶Ｌに平行に並ぶ複数のバ
ンプ１８から成る第２端子列２６ｂと、液晶Ｌから遠い側で液晶Ｌに平行に並ぶ複数のバ
ンプ１８から成る第３端子列２６ｃ等といった各端子列が形成される。
【００７４】
本実施形態では、第１端子列２６ａ、第２端子列２６ｂ及び第３端子列２６ｃの全ての端
子列を構成するバンプ１８は、全て、有効端子によって構成されている。また、第１端子
列２６ａと液晶Ｌに近い側の第２端子列２６ｂとの交点と駆動用ＩＣ１３の角部との間の
距離をＧとし、第１端子列２６ａと液晶Ｌから遠い側の第３端子列２６ｃとの交点と駆動
用ＩＣ１３の角部との間の距離をＨとするとき、
Ｇ＞Ｈ
に設定する。
【００７５】
また、第２端子列２６ｂと駆動用ＩＣ１３の端辺との間の距離を“ａ”とし、第３端子列
２６ｃと駆動用ＩＣ１３の端辺との間の距離を“ｂ”とするとき、
ａ＞ｂ
に設定する。
【００７６】
図８に示すグラフによれば、１つのＩＣチップを見た場合、小ガラス側の角部、すなわち
液晶Ｌに近い側の角部に発生する応力は液晶Ｌから遠い側の角部に発生する応力よりも非
常に高いことがわかる。これに対し、本実施形態のように、第１端子列２６ａの液晶Ｌに
近い側の端部と駆動用ＩＣ１３の角部との間の距離Ｇを、液晶Ｌから遠い側の端部と駆動
用ＩＣ１３の角部との間の距離Ｈよりも大きく設定しておけば、駆動用ＩＣ１３に外力が
加わって駆動用ＩＣ１３の液晶Ｌに近い側がより大きく剥がれることがあっても、その部
分のバンプ１８の導通が剥がれることを回避できる。
【００７７】
また、本実施形態のように、第２端子列２６ｂの端辺からの距離“ａ”を第３端子列２６
ｃの端辺からの距離“ｂ”よりも大きく設定すれば、同様の理由により、駆動用ＩＣ１３
に外力が加わって駆動用ＩＣ１３の液晶Ｌに近い側がより大きく剥がれることがあっても
、その部分のバンプ１８の導通が剥がれることを回避できる。
【００７８】
（電気光学装置の第３実施形態）
図５は、本発明を電気光学装置の一例である液晶装置に適用した場合のさらに他の実施形
態を示している。ここに示した液晶装置３１が図１に示した先の実施形態と異なる点は、
図６に示すように、駆動用ＩＣ１３の能動面のバンプ配列に関して、液晶Ｌから遠ざかる
方向に並ぶ端子列を設けることなく、液晶Ｌに近い側で液晶Ｌに平行に並ぶ複数のバンプ
１８から成る第２端子列２６ｂと、液晶Ｌから遠い側で液晶Ｌに平行に並ぶ複数のバンプ
１８から成る第３端子列２６ｃとが形成される。
【００７９】
そして、第２端子列２６ｂは、駆動用ＩＣ１３の短辺側端辺からの距離が“Ｃ”である第
３無効端子部と、この第３無効端子部に続く有効端子部Ｘとを有する。また、第３端子列
２６ｃは、駆動用ＩＣ１３の短辺側端辺からの距離が“Ｄ”である第４無効端子部と、こ
の第４無効端子部に続く有効端子部Ｘとを有する。そして、本実施形態では、
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Ｃ＞Ｄ
に設定される。また、
Ｃ＞０．２ｍｍ
に設定される。
【００８０】
図８に示すグラフによれば、１つのＩＣチップを見た場合、小ガラス側の角部、すなわち
液晶Ｌに近い側の角部には、液晶Ｌから遠い側の角部に比べて、非常に大きな応力が発生
する。よって、この液晶Ｌに近い側の角部及びその近傍にはＩＣ剥がれが発生し易いと考
えられる。これに対し、本実施形態のように、液晶Ｌに近い側の第２端子列２６ｂの無効
端子部の距離Ｃと、液晶Ｌから遠い側の第３端子列２６ｃの無効端子部の距離Ｄとの関係
を、
Ｃ＞Ｄ
に設定すれば、ＩＣ１３にＩＣ剥がれが発生する場合でも、そのＩＣ剥がれの部分にはダ
ミーバンプが存在するだけで、有効端子部には悪影響が及ばない可能性を高くできる。こ
れにより、液晶装置１に外力が加わる場合にも液晶装置１の表示品質に欠陥が発生するこ
とを防止できる。
【００８１】
また、図８に示すグラフによれば、小ガラス側のＩＣの角部、すなわち液晶Ｌに近い側の
駆動用ＩＣ１３の角部からの距離が０．２ｍｍ程度まで離れると、発生する応力は十分に
小さくなることが理解できる。従って、本実施形態のように、第２端子列２６ｂの第３無
効端子部の距離“Ｃ”をＣ＞０．２ｍｍに設定しておけば、ＩＣ剥がれが発生する場合で
も、有効端子部における端子剥がれを防止することができる。
【００８２】
（電子機器の実施形態）
図９は、本発明に係る電子機器の一実施形態を示している。ここに示す電子機器は、表示
情報出力源１０１、表示情報処理回路１０２、電源回路１０３、タイミングジェネレータ
１０４及び液晶装置１００によって構成される。そして、液晶装置１００は液晶パネル１
０７及び駆動回路１０６を有する。
【００８３】
表示情報出力源１０１は、ＲＡＭ (Random Access Memory)等といったメモリや、各種ディ
スク等といったストレージユニットや、ディジタル画像信号を同調出力する同調回路等を
備え、タイミングジェネレータ１０４により生成される各種のクロック信号に基づいて、
所定フォーマットの画像信号等といった表示情報を表示情報処理回路１０２に供給する。
【００８４】
次に、表示情報処理回路１０２は、増幅・反転回路や、ローテーション回路や、ガンマ補
正回路や、クランプ回路等といった周知の回路を多数備え、入力した表示情報の処理を実
行して、画像信号をクロック信号ＣＬＫと共に駆動回路１０６へ供給する。ここで、駆動
回路１０６は、走査線駆動回路（図示せず）やデータ線駆動回路（図示せず）と共に、検
査回路等を総称したものである。また、電源回路１０３は、上記の各構成要素に所定の電
源電圧を供給する。
【００８５】
液晶装置１００は、例えば、図１に示した液晶装置１と同様に構成できる。これにより、
電子機器の全体を落下しても図１の駆動用ＩＣ１３において導通不良が発生し難く、衝撃
に対して強い特性の電子機器を形成できる。
【００８６】
図１０は、本発明に係る電子機器の他の実施形態であるモバイル型のパーソナルコンピュ
ータを示している。ここに示すパーソナルコンピュータ１１００は、キーボード１１０２
を備えた本体部１１０４と、液晶表示ユニット１１０６とから構成されている。この液晶
表示ユニット１１０６は、例えば図１に示した液晶装置１を表示部として用いて構成でき
る。これにより、パーソナルコンピュータ１１００の全体を落下しても図１の駆動用ＩＣ
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１３において導通不良が発生し難く、衝撃に対して強い特性のパーソナルコンピュータを
形成できる。
【００８７】
図１１は、本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態である携帯電話機を示している。
ここに示す携帯電話機１２００は、複数の操作ボタン１２０２の他、受話口１２０４、送
話口１２０６と共に、液晶表示ユニット１２０８を有する。この液晶表示ユニット１２０
８は、例えば図１に示した液晶装置１を用いて構成できる。これにより、携帯電話機１２
００の全体を落下しても図１の駆動用ＩＣ１３において導通不良が発生し難く、衝撃に対
して強い特性の携帯電話機を形成できる。
【００８８】
図１２は、本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態であるデジタルスチルカメラであ
って、液晶装置をファインダとして用いるものを示している。通常のカメラは、被写体の
光像によってフィルムを感光するのに対し、デジタルスチルカメラ１３００は、被写体の
光像をＣＣＤ（ Charge Coupled Device）等といった撮像素子により光電変換して撮像信
号を生成するものである。
【００８９】
デジタルスチルカメラ１３００におけるケース１３０２の背面には、液晶表示ユニット１
３０３が設けられ、ＣＣＤによる撮像信号に基づいて、表示を行う構成となっている。こ
のため、液晶表示ユニット１３０３は、被写体を表示するファインダとして機能する。液
晶表示ユニット１３０３は、例えば図１に示した液晶装置１を用いて構成できる。これに
より、カメラ１３００の全体を落下しても図１の駆動用ＩＣ１３において導通不良が発生
し難く、衝撃に対して強い特性のカメラを形成できる。
【００９０】
ケース１３０２の前面側（図においては裏面側）には、光学レンズやＣＣＤ等を含んだ受
光ユニット１３０４が設けられている。撮影者が液晶表示ユニット１３０３に表示された
被写体像を確認して、シャッタボタン１３０６を押下すると、その時点におけるＣＣＤの
撮像信号が、回路基板１３０８のメモリに転送されてそこに格納される。
【００９１】
ケース１３０２の側面には、ビデオ信号出力端子１３１２と、データ通信用の入出力端子
１３１４とが設けられている。ビデオ信号出力端子１３１２にはテレビモニタ１４３０が
必要に応じて接続され、また、データ通信用の入出力端子１３１４にはパーソナルコンピ
ュータ１４４０が必要に応じて接続される。回路基板１３０８のメモリに格納された撮像
信号は、所定の操作によって、テレビモニタ１４３０や、パーソナルコンピュータ１４４
０に出力される。
【００９２】
図１３は、本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態である腕時計型電子機器を示して
いる。ここに示す腕時計型電子機器１５００は、時計本体１５０４に支持された表示部と
しての液晶表示ユニット１５０２を有し、この液晶表示ユニット１５０２は、例えば図１
に示した液晶装置１を用いて構成できる。液晶表示ユニット１５０２は、時計本体１５０
４の内部に設けた制御回路１５０６によって制御されて、時刻、日付等を情報として表示
する。
【００９３】
液晶表示ユニット１５０２として図１の液晶装置１を用いることにより、腕時計型電子機
器１５００の全体を落下しても図１の駆動用ＩＣ１３において導通不良が発生し難く、衝
撃に対して強い特性の電子機器を形成できる。
【００９４】
図１４は、本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態であるＰＤＡ（ Personal Digital
 Assistant:パーソナル・デジタル・アシスタント：携帯型情報端末装置）を示している
。ここに示すＰＤＡ１６００は、接触方式、いわゆるタッチパネル方式の入力装置１６０
２をその正面パネル上に有する。この入力装置１６０２は透明であり、その下には表示部
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としての液晶装置１６０４が配置されている。
【００９５】
使用者は、付属のペン型入力具１６０６を入力装置１６０２の入力面に接触させることに
より、液晶装置１６０４に表示されたボタン、その他の表示を選択したり、文字、図形等
を描いたりして、必要な情報を入力する。この入力情報に対してＰＤＡ１６００内のコン
ピュータによって所定の演算が行われ、その演算の結果が液晶装置１６０４に表示される
。液晶装置１６０４として図１の液晶装置１を用いれば、ＰＤＡ１６００の全体を落下し
ても図１の駆動用ＩＣ１３において導通不良が発生し難く、衝撃に対して強い特性のＰＤ
Ａを形成できる。
【００９６】
なお、電子機器としては、以上に説明したパーソナルコンピュータや、携帯電話機や、デ
ジタルスチルカメラや、腕時計型電子機器や、ＰＤＡの他にも、液晶テレビや、ビューフ
ァインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダや、カーナビゲーション装置や、ペ
ージャや、電子手帳や、電卓や、ワードプロセッサや、ワークステーションや、テレビ電
話機や、ＰＯＳ端末器等が挙げられる。
【００９７】
（その他の実施形態）
以上、好ましい実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はその実施形態に限定され
るものでなく、請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々に改変できる。
【００９８】
例えば、以上の実施形態では、本発明を電気光学装置の一例である液晶装置に適用した場
合を例示したが、本発明はその他の種類の電気光学装置に対しても適用でき、例えば、電
気光学物質としてＥＬ（エレクトロルミネッセンス）を用いる構造のＥＬ装置に対しても
適用できる。
【００９９】
なお、本発明を適用可能な電気光学装置としては、例えば、有機エレクトロルミネッセン
ス装置、無機エレクトロルミネッセンス装置、プラズマディスプレイ装置、電気泳動ディ
スプレイ装置、フィールドエミッションディスプレイ装置（電界放出表示装置）等が考え
られる。
【０１００】
また、図１等に示した液晶装置は単純マトリクス方式の液晶装置であるが、本発明は、Ｔ
ＦＤ（ Thin Film Diode）等といった２端子型スイッチング素子をアクティブ素子として
用いる構造のアクティブマトリクス方式の液晶装置や、ＴＦＴ（ Thin Film Transistor）
等といった３端子型スイッチング素子をアクティブ素子として用いる構造のアクティブマ
トリクス方式の液晶装置等にも適用できる。
【０１０１】
【発明の効果】
本発明に係る電気光学装置、駆動用ＩＣ及び電子機器によれば、電気光学装置に外力が加
わったときに駆動用ＩＣに剥がれが発生することがあっても、その剥がれが発生し易い領
域には有効端子を存在させないようにしたので、電気光学装置に外力が加わってもその電
気光学装置に表示不良が発生することを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る電気光学装置の一実施形態である液晶装置の平面的な構成を一部破
断して示す平面図である。
【図２】図１に示す液晶装置の断面構造を示す断面図である。
【図３】図１の要部である駆動用ＩＣのバンプ配列の一例を示す平面図である。
【図４】図１の要部である駆動用ＩＣのバンプ配列の他の一例を示す平面図である。
【図５】本発明に係る電気光学装置の他の実施形態である液晶装置の平面的な構成を一部
破断して示す平面図である。
【図６】図５の要部である駆動用ＩＣのバンプ配列の一例を示す平面図である。
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【図７】液晶装置に対する実験条件を説明するための斜視図である。
【図８】図７に示す条件で行った実験の結果を示すグラフである。
【図９】本発明に係る電子機器の一実施形態を示す回路ブロック図である。
【図１０】本発明に係る電子機器の他の実施形態であるパーソナルコンピュータを示す斜
視図である。
【図１１】本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態である携帯電話機を示す斜視図で
ある。
【図１２】本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態であるデジタルカメラを示す斜視
図である。
【図１３】本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態である腕時計型電子機器を示す斜
視図である。
【図１４】本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態であるＰＤＡを示す斜視図である
。
【符号の説明】
１　　　　　　液晶装置（電気光学装置）
２ａ，２ｂ　　基板
６ａ，６ｂ　　電極
１３　　　　　　駆動用ＩＣ
１４　　　　　　ＡＣＦ
１８　　　　　　バンプ（端子）
２６ａ，２６ｂ，２６ｃ　端子列
３１，１００　　液晶装置（電気光学装置）
１１００　　　　パーソナルコンピュータ（電子機器）
１２００　　　　携帯電話機（電子機器）
１３００　　　　デジタルカメラ（電子機器）
１５００　　　　腕時計型電子機器
１６００　　　　ＰＤＡ（電子機器）
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ　　無効端子領域の距離
Ｇ，Ｈ　　　　端子列端とＩＣ角部との間の距離
Ｌ　　　　　　液晶
ａ，ｂ　　　　端子列とＩＣ端辺との間の距離
Ｘ　　　　　　有効端子部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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