
JP 4572376 B2 2010.11.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第１の電極及び複数の第２の電極が形成された矩形の面を有する半導体基板の前
記面上の領域であり前記面の中心を通る直線を境界とする第１及び第２の領域のうち前記
第１の領域に前記矩形の長手方向に延びる形状をなす第１の樹脂突起を配置する工程と、
　前記第２の領域に前記第１の樹脂突起と同じ材料からなり同じ幅を以て前記長手方向に
延びる形状をなす第２の樹脂突起を配置する工程と、
　複数の前記第１の電極上から前記第１の樹脂突起上に至るようにして、第１の幅Ｗ１を
有する第１の配線をｎ１個形成する工程と、
　複数の前記第２の電極上から前記第２の樹脂突起上に至るようにして、第２の幅Ｗ２（
Ｗ１＜Ｗ２）を有する第２の配線をｎ２（ｎ２＜ｎ１）個形成する工程と、
　前記第１の樹脂突起のうち隣り合う前記第１の配線の間の部分をエッチングする工程と
、
　前記第２の樹脂突起のうち隣り合う前記第２の配線の間の部分をエッチングする工程と
、
　を含み、
　前記第１の幅Ｗ１及び前記第２の幅Ｗ２は、Ｗ１×ｎ１＝Ｗ２×ｎ２の関係を有し、
　前記第１の電極は、前記第１の領域及び前記第２の領域に形成されており、
　前記第２の電極は、前記第２の領域に形成されていることを特徴とする半導体装置の製
造方法。
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【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法により製造された半導体装置を配線パターンが
形成された回路基板に搭載してなる電子デバイスの製造方法であって、
　前記半導体装置を前記回路基板に搭載するときに、前記第１の樹脂突起及び前記第２の
樹脂突起を前記半導体装置及び前記回路基板の対向方向に圧縮し、
　前記第１の樹脂突起及び前記第２の樹脂突起が圧縮された状態で、前記半導体装置と前
記回路基板とを接着することを特徴とする電子デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイス及びその製造方法並びに半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、半導体チップの能動面に樹脂層を設け、能動面の電極から樹脂層上に
配線を設けて、突起電極を形成することが開示されている。これによれば、樹脂層によっ
て応力を緩和できるとともに、突起電極を電極とは異なるピッチ（中心間距離）及び配列
で並べることが可能である。特許文献２には、突起電極を有する半導体装置を、接着剤を
使用して回路基板に実装することが開示されている。実装されると、突起電極の樹脂層は
、半導体チップと回路基板の間で圧縮され、その弾力性によって突起電極の配線が回路基
板の配線に圧接する。
【０００３】
　特許文献１の技術を液晶ドライバのように入力端子と出力端子の数が大きく異なってい
る半導体装置に適用して、特許文献２に示すように、液晶パネルに実装することが考えら
れる。しかし、その場合、入力側と出力側において突起電極の数が大きく異なるため、数
の少ない側に配列された樹脂層が大きくつぶれ、数の多い側に配列された樹脂層がつぶれ
にくくなる。このため、数の多い側の樹脂層が所望の弾性力を発揮するように設定すると
、数の少ない側の樹脂層が過剰につぶれてしまうという問題があった。
【特許文献１】特開平２－２７２７３７号公報
【特許文献２】特許第２７４４４７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、樹脂層上に配線が形成されてなる端子を有する半導体装置において、一対の
領域それぞれに配列された端子の数が異なる場合であっても、樹脂層のつぶれる量の差を
小さくすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
（１）本発明に係る半導体装置は、
　集積回路が形成された半導体基板と、
　前記集積回路に電気的に接続されるように前記半導体基板に形成された、複数の第１の
電極及び複数の第２の電極と、
　前記半導体基板の面の、中心を通る直線によって２分割された第１及び第２の領域のう
ち前記第１の領域に配置された少なくとも１つの第１の樹脂層と、
　前記第２の領域に配置された少なくとも１つの第２の樹脂層と、
　前記複数の第１の電極上から前記第１の樹脂層上に至るように形成された、複数でｎ１

個の第１の配線と、
　前記複数の第２の電極上から前記第２の樹脂層上に至るように形成された、複数でｎ２

個（ｎ２＜ｎ１）の第２の配線と、
　を有し、
　前記第１の樹脂層と前記第２の樹脂層は、同じ材料からなり、同じ幅を以て長手方向に
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延びる形状をなし、
　それぞれの前記第１の配線は、前記第１の樹脂層の長手軸に交差するように延び、前記
第１の樹脂層上で第１の幅Ｗ１を有し、
　それぞれの前記第２の配線は、前記第２の樹脂層の長手軸に交差するように延び、前記
第２の樹脂層上で第２の幅Ｗ２（Ｗ１＜Ｗ２）を有し、
　Ｗ１×ｎ１＝Ｗ２×ｎ２の関係を有する。本発明によれば、第１の樹脂層及び複数の第
１の配線からなる端子の数（ｎ１）が、第２の樹脂層及び複数の第２の配線からなる端子
の数（ｎ２）よりも多くなっているが、第１の幅Ｗ１が第２の幅Ｗ２よりも小さく、Ｗ１

×ｎ１＝Ｗ２×ｎ２の関係を有するので、第１及び第２の樹脂層のつぶれる量の差を小さ
くすることができる。
（２）この半導体装置において、
　前記複数の第１の配線は、隣同士の間隔をあけて前記第１の樹脂層の、前記半導体基板
とは反対を向く上面に形成され、
　前記複数の第２の配線は、隣同士の間隔をあけて前記第２の樹脂層の、前記半導体基板
とは反対を向く上面に形成され、
　前記第１の樹脂層の前記上面は、隣同士の前記第１の配線の間の領域が、前記第１の配
線の直下の領域よりも、前記半導体基板に近くなるように形成され、
　前記第２の樹脂層の前記上面は、隣同士の前記第２の配線の間の領域が、前記第２の配
線の直下の領域よりも、前記半導体基板に近くなるように形成されていてもよい。
（３）この半導体装置において、
　前記第１の樹脂層は、前記上面よりも下面が広くなるように形成され、
　前記第２の樹脂層は、前記上面よりも下面が広くなるように形成されていてもよい。
（４）この半導体装置において、
　前記半導体基板は矩形をなし、
　前記第１の樹脂層は、前記矩形の全辺のうち第１の辺に最も近い位置に配置され、
　前記第２の樹脂層は、前記矩形の全辺のうち前記第１の辺に対向する第２の辺に最も近
い位置に配置されていてもよい。
（５）本発明に係る電子デバイスは、
　半導体装置であって、
　集積回路が形成された半導体基板と、
　前記集積回路に電気的に接続されるように前記半導体基板に形成された、複数の第１の
電極及び複数の第２の電極と、
　前記半導体基板の面の、中心を通る直線によって２分割された第１及び第２の領域のう
ち前記第１の領域に配置された少なくとも１つの第１の樹脂層と、
　前記第２の領域に配置された少なくとも１つの第２の樹脂層と、
　前記複数の第１の電極上から前記第１の樹脂層上に至るように形成された、複数でｎ１

個の第１の配線と、
　前記複数の第２の電極上から前記第２の樹脂層上に至るように形成された、複数でｎ２

個（ｎ２＜ｎ１）の第２の配線と、
　を有し、
　前記第１の樹脂層と前記第２の樹脂層は、同じ材料からなり、同じ幅を以て長手方向に
延びる形状をなし、
　それぞれの前記第１の配線は、前記第１の樹脂層の長手軸に交差するように延び、前記
第１の樹脂層上で第１の幅Ｗ１を有し、
　それぞれの前記第２の配線は、前記第２の樹脂層の長手軸に交差するように延び、前記
第２の樹脂層上で第２の幅Ｗ２（Ｗ１＜Ｗ２）を有し、Ｗ１×ｎ１＝Ｗ２×ｎ２の関係を
有する半導体装置と、
　前記半導体装置が搭載され、前記複数の第１の配線及び前記複数の第２の配線と対向し
て電気的に接続する配線パターンが形成された回路基板と、
　前記半導体装置と前記回路基板の間に介在する接着剤と、
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　を有する。本発明によれば、第１の樹脂層及び複数の第１の配線からなる端子の数（ｎ

１）が、第２の樹脂層及び複数の第２の配線からなる端子の数（ｎ２）よりも多くなって
いるが、第１の幅Ｗ１が第２の幅Ｗ２よりも小さく、Ｗ１×ｎ１＝Ｗ２×ｎ２の関係を有
するので、第１及び第２の樹脂層のつぶれる量の差を小さくすることができる。
（６）この電子デバイスにおいて、
　前記第１の樹脂層及び前記第２の樹脂層は、前記半導体装置及び前記回路基板の対向方
向に圧縮された状態で配置されていてもよい。
（７）この電子デバイスにおいて、
　前記複数の第１の配線は、隣同士の間隔をあけて前記第１の樹脂層の、前記半導体基板
とは反対を向く上面に形成され、
　前記複数の第２の配線は、隣同士の間隔をあけて前記第２の樹脂層の、前記半導体基板
とは反対を向く上面に形成され、
　前記第１の樹脂層の前記上面は、隣同士の前記第１の配線の間の領域が、前記第１の配
線の直下の領域よりも、前記半導体基板に近くなるように形成され、
　前記第２の樹脂層の前記上面は、隣同士の前記第２の配線の間の領域が、前記第２の配
線の直下の領域よりも、前記半導体基板に近くなるように形成され、
　隣同士の前記第１の配線の間の前記領域及び隣同士の前記第２の配線の間の前記領域は
、前記回路基板に接触しなくてもよい。
（８）本発明に係る電子デバイスの製造方法は、
　半導体装置であって、
　集積回路が形成された半導体基板と、
　前記集積回路に電気的に接続されるように前記半導体基板に形成された、複数の第１の
電極及び複数の第２の電極と、
　前記半導体基板の面の、中心を通る直線によって２分割された第１及び第２の領域のう
ち前記第１の領域に配置された少なくとも１つの第１の樹脂層と、
　前記第２の領域に配置された少なくとも１つの第２の樹脂層と、
　前記複数の第１の電極上から前記第１の樹脂層上に至るように形成された、複数でｎ１

個の第１の配線と、
　前記複数の第２の電極上から前記第２の樹脂層上に至るように形成された、複数でｎ２

個（ｎ２＜ｎ１）の第２の配線と、
　を有し、
　前記第１の樹脂層と前記第２の樹脂層は、同じ材料からなり、同じ幅を以て長手方向に
延びる形状をなし、
　それぞれの前記第１の配線は、前記第１の樹脂層の長手軸に交差するように延び、前記
第１の樹脂層上で第１の幅Ｗ１を有し、
　それぞれの前記第２の配線は、前記第２の樹脂層の長手軸に交差するように延び、前記
第２の樹脂層上で第２の幅Ｗ２（Ｗ１＜Ｗ２）を有し、
　Ｗ１×ｎ１＝Ｗ２×ｎ２の関係を有する半導体装置を、配線パターンが形成された回路
基板に搭載し、前記複数の第１の配線及び前記複数の第２の配線と前記配線パターンを対
向させて電気的に接続する工程と、
　前記半導体装置と前記回路基板を接着剤で接着する工程と、
　を有する。本発明によれば、第１の樹脂層及び複数の第１の配線からなる端子の数（ｎ

１）が、第２の樹脂層及び複数の第２の配線からなる端子の数（ｎ２）よりも多くなって
いるが、第１の幅Ｗ１が第２の幅Ｗ２よりも小さく、Ｗ１×ｎ１＝Ｗ２×ｎ２の関係を有
するので、第１及び第２の樹脂層のつぶれる量の差を小さくすることができる。
（９）この電子デバイスの製造方法において、
　前記半導体装置を前記回路基板に搭載するときに、前記第１の樹脂層及び前記第２の樹
脂層を、前記半導体装置及び前記回路基板の対向方向に圧縮し、
　前記接着剤で接着する工程で、前記第１の樹脂層及び前記第２の樹脂層が圧縮された状
態で、前記接着剤を硬化させてもよい。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置を示す平面図である。図２は、図
１に示す半導体装置のII-II線断面図であり、図３は、図１に示す半導体装置のIII-III線
断面図であり、図４は、図１に示す半導体装置のIV-IV線断面図である。
【０００７】
　半導体装置は、半導体基板１０を有する。半導体基板１０は、それが半導体チップであ
れば矩形の面を有しており、それが半導体ウエハであれば半導体チップとなる各領域が矩
形の面である。半導体基板１０（１つの半導体チップ又は半導体チップとなる各領域）に
は、集積回路１２（トランジスタ等）が形成されている。半導体基板１０には、集積回路
１２に電気的に接続されるように、複数の第１の電極１４及び複数の第２の電極１６が形
成されている。複数の第１の電極１４は、１列又は複数列（平行な複数列）に並んでいる
。複数の第２の電極１６は、１列又は複数列（平行な複数列）に並んでいる。複数の第１
の電極１４の列と、複数の第２の電極１６の列は、間隔をあけて平行に並んでいる。複数
の第１の電極１４は、半導体基板１０の矩形の面の第１の辺に沿って（平行に）並んでお
り、複数の第２の電極１６は、半導体基板１０の矩形の面の第２の辺（第１の辺に対向す
る辺又は第１の辺とは反対側の辺）に沿って（平行に）並んでいる。第１及び第２の電極
１４，１６は、内部配線（図示せず）を介して集積回路１２に電気的に接続されている。
【０００８】
　半導体基板１０には、第１及び第２の電極１４，１６のそれぞれの少なくとも一部が露
出する様にパッシベーション膜１８が形成されている。パッシベーション膜１８は、例え
ば、ＳｉＯ２やＳｉＮ等の無機材料のみで形成されていてもよい。パッシベーション膜１
８は、集積回路１２の上方に形成されている。
【０００９】
　半導体基板１０には、少なくとも１つの第１の樹脂層２０が設けられ、少なくとも１つ
の第２の樹脂層２２が設けられている。少なくとも１つの第１の樹脂層２０は、半導体基
板１０の面（矩形の面）の、中心を通る直線Ｌによって２分割された第１及び第２の領域
２４，２６のうち第１の領域２４に配置されている。少なくとも１つの第２の樹脂層２２
は、第２の領域２６に配置されている。なお、直線Ｌは、矩形の面の辺（矩形が長方形で
ある場合は長辺）に平行である。
【００１０】
　第１の樹脂層２０と第２の樹脂層２２は、同じ幅を以て長手方向に延びる形状をなして
いる。第１の樹脂層２０は、上面よりも下面が広くなるように、末広がりの形状になって
いる。第２の樹脂層２２も、上面よりも下面広くなるように、末広がりの形状になってい
る。第１の樹脂層２０は、矩形の面の全辺のうち第１の辺（長辺）に最も近い位置に配置
されている。第２の樹脂層２２は、矩形の面の全辺のうち第１の辺に対向する第２の辺（
長辺）に最も近い位置に配置されている。
【００１１】
　第１の樹脂層２０と第２の樹脂層２２は、同じ材料からなる。その材料としては、例え
ばポリイミド樹脂、シリコーン変性ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン変性エポ
キシ樹脂、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ；benzocyclobutene）、ポリベンゾオキサゾール
（ＰＢＯ；polybenzoxazole）、フェノール系樹脂等の樹脂を用いてもよい。
【００１２】
　半導体基板１０には、複数でｎ１個の第１の配線２８が形成されている。複数の第１の
配線２８は、複数の第１の電極１４上から第１の樹脂層２０上に至るように形成されてい
る。複数の第１の配線２８は、隣同士の間隔をあけて第１の樹脂層２０の、半導体基板１
０とは反対を向く上面に形成されている。それぞれの第１の配線２８は、第１の樹脂層２
０の長手軸に交差するように延び、第１の樹脂層２０上で第１の幅Ｗ１を有する。
【００１３】
　半導体基板１０には、複数でｎ２個（ｎ２＜ｎ１）の第２の配線３０が形成されている
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。複数の第２の配線３０は、複数の第２の電極１６上から第２の樹脂層２２上に至るよう
に形成されている。複数の第２の配線３０は、隣同士の間隔をあけて第２の樹脂層２２の
、半導体基板１０とは反対を向く上面に形成されている。それぞれの第２の配線３０は、
第２の樹脂層２２の長手軸に交差するように延び、第２の樹脂層２２上で第２の幅Ｗ２（
Ｗ１＜Ｗ２）を有する。また、Ｗ１×ｎ１＝Ｗ２×ｎ２の関係が成立している。
【００１４】
　第１及び第２の配線２８，３０は、第１又は第２の電極１４，１６上から、パッシベー
ション膜１８上を通って、第１又は第２の樹脂層２０，２２上に至る。第１及び第２の配
線２８，３０と第１又は第２の電極１４，１６は直接接触していてもよいし、両者間に導
電膜（図示せず）が介在していてもよい。第１及び第２の配線２８，３０は、第１又は第
２の樹脂層２０，２２の、第１又は第２の電極１４，１６とは反対側の端部を越えて、パ
ッシベーション膜１８上に至るように形成されている。
【００１５】
　図３に示すように、第１の樹脂層２０の上面は、隣同士の第１の配線２８の間の領域が
、第１の配線２８の直下の領域よりも、半導体基板１０に近くなるように形成されている
。図４に示すように、第２の樹脂層２２の上面は、隣同士の第２の配線３０の間の領域が
、第２の配線３０の直下の領域よりも、半導体基板１０に近くなるように形成されている
。すなわち、第１及び第２の樹脂層２０，２２の上面は、第１又は第２の配線２８，３０
とオーバーラップする領域よりも、これらとオーバーラップしない領域が低くなるように
形成されている。こうすることで、第１及び第２の配線２８，３０の外部端子となる部分
を高くして電気的な接続を図りやすくすることができる。この形状は、第１及び第２の樹
脂層２０，２２上に第１及び第２の配線２８，３０を形成した後に、第１の樹脂層２０の
隣り合う第１の配線２８間の部分をエッチングし、第２の樹脂層２２の隣り合う第２の配
線３０間の部分をエッチングして得られる。
【００１６】
　図５（Ａ）～図５（Ｃ）は、本発明の実施の形態に係る電子デバイスの製造方法を説明
する図である。なお、図５（Ａ）に示す半導体装置は図１のII-II線断面（図２）に対応
し、図５（Ｂ）に示す半導体装置は図１のIII-III線断面（図３）に対応し、図５（Ｃ）
に示す半導体装置は図１のIV-IV線断面（図４）に対応する。
【００１７】
　本実施の形態では、上述した半導体装置を、熱硬化性の接着剤３２を介して、配線パタ
ーン３４を有する回路基板３６上に配置する。半導体装置を、配線パターン３４が形成さ
れた回路基板３６に搭載する。半導体装置は、第１及び第２の樹脂層２０，２２上の第１
及び第２の配線２８，３０が配線パターン３４に対向するように配置する。複数の第１の
配線２８及び複数の第２の配線３０と配線パターン３４を電気的に接続する。回路基板３
６は、液晶パネル又は有機ＥＬパネルであってもよい。配線パターン３４を支持する基板
はガラス又は樹脂のいずれであってもよい。接着剤３２に導電粒子が分散されてなる異方
性導電材料を使用してもよい。
【００１８】
　半導体装置を回路基板３６に搭載するときに、第１の樹脂層２０及び第２の樹脂層２２
を、半導体装置及び回路基板３６の対向方向に圧縮する。あるいは、半導体装置及び回路
基板３６の間に押圧力を加える。加えられる押圧力は、第１及び第２の樹脂層２０，２２
上の第１及び第２の配線２８，３０が配線パターン３４に電気的に接続するが、第１の樹
脂層２０上の隣り合う第１の配線２８間の部分（その表面）が回路基板３６に接触せず、
第２の樹脂層２２上の隣り合う第２の配線３０間の部分（その表面）が回路基板３６に接
触しない程度にとどめる。こうすることで、第１及び第２の樹脂層２０，２２上の第１又
は第２の配線２８，３０とオーバーラップする面（接触する面）は抗力を受けるが、第１
又は第２の配線２８，３０とオーバーラップしていない面（接触しない面）は抗力を受け
ない。したがって、抗力を受ける面積が小さくなるので、集積回路１２の、外力によって
影響を受ける領域が小さくなる。また、第１の樹脂層２０の隣り合う第１の配線２８間の
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部分及び第２の樹脂層２２の隣り合う第２の配線３０間の部分上に接着剤３２を配置する
。そして、熱によって、接着剤３２を硬化収縮させる。半導体装置と回路基板３６を接着
剤３２で接着する。接着剤３２が硬化するまで押圧力を加えたまま維持する。接着剤３２
が硬化したら押圧力を解除する。接着剤３２で接着する工程で、第１の樹脂層２０及び第
２の樹脂層２２が圧縮された状態で、接着剤３２を硬化させる。こうして、電子デバイス
を製造する。
【００１９】
　本実施の形態では、第１の樹脂層２０及び複数の第１の配線２８からなる端子の数（ｎ

１）が、第２の樹脂層２２及び複数の第２の配線３０からなる端子の数（ｎ２）よりも多
くなっているが、第１の幅Ｗ１が第２の幅Ｗ２よりも小さく、Ｗ１×ｎ１＝Ｗ２×ｎ２の
関係を有するので、第１及び第２の樹脂層２０，２２のつぶれる量の差を小さくする（計
算上は０にする）ことができる。
【００２０】
　図６（Ａ）～図６（Ｃ）は、本発明の実施の形態に係る電子デバイスを説明する図であ
る。なお、図６（Ａ）に示す半導体装置は図１のII-II線断面（図２）に対応し、図６（
Ｂ）に示す半導体装置は図１のIII-III線断面（図３）に対応し、図６（Ｃ）に示す半導
体装置は図１のIV-IV線断面（図４）に対応する。
【００２１】
　電子デバイスは、上述した半導体装置と、上述した回路基板３６と、を有する。半導体
基板１０と回路基板３６の間には、硬化した接着剤３２が介在する。第１の樹脂層２０及
び第２の樹脂層２２は、半導体装置及び回路基板３６の対向方向に圧縮された状態で配置
されている。接着剤３２は、硬化時の収縮による残存ストレスを内在している。隣同士の
第１の配線２８の間の領域及び隣同士の第２の配線３０の間の領域は、回路基板３６に接
触しない。第１の樹脂層２０上の隣り合う第１の配線２８間の部分と回路基板３６との間
に接着剤３２の一部が配置され、第２の樹脂層２２上の隣り合う第２の配線３０間の部分
と回路基板３６との間に接着剤３２の一部が配置されている。
【００２２】
　図７は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置を示す図である。この実施の形態
では、半導体基板１１０の面（矩形の面）の、中心を通る直線Ｌ２によって２分割された
第１及び第２の領域１２４，１２６のうち第１の領域１２４に、複数（図７では２つ）の
第１の樹脂層１２０が平行に配置されている。また、複数の第１の電極１１４が、平行な
複数列（図７では２列）で並べられている。第１の電極１１４は、第１の領域１２４にあ
る必要はない。第１の樹脂層１２０の数と第１の電極１１４の列数とは、図７に示すよう
に同じであってもよいし、一方が他方よりも少なくてもよい。少なくとも１列の第１の電
極１１４は、隣同士の第１の樹脂層１２０の間に位置している。変形例として、隣同士の
第１の樹脂層１２０の間を避けて全ての第１の電極１１４を配置してもよい。少なくとも
１列の第１の電極１１４は、第２の領域１２６に配置されてもよい。複数でｎ１個の第１
の配線１２８は、複数列（図７では２列）で配置されている。第１の電極１１４の数と第
１の配線１２８の数とは、図７に示すように同じであってもよいし、異なっていてもよい
。第２の領域１２６、第２の電極１１６及び第２の配線１３０についても、上述した第１
の領域１２４、第１の電極１１４及び第１の配線１２８の説明を適用することができる。
また、その他の内容は、上述した第１の実施の形態の説明が該当する。１つの第１の配線
１２８が、１つの第１の電極１１４から複数の第１の樹脂層１２０上に至るように形成さ
れていてもよい。このことは第２の配線１３０にも適用可能である。
【００２３】
　電子デバイスは、表示デバイス（パネルモジュール）であってもよい。表示デバイスは
、例えば液晶表示デバイスやＥＬ（Electrical Luminescence）表示デバイスであっても
よい。図８には、表示デバイスとして構成された電子デバイス１０００を示す。電子デバ
イス１０００に使用される半導体装置１は、表示デバイスを制御するドライバＩＣである
。また、電子デバイス１０００を有する電子機器として、図９にはノート型パーソナルコ
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【００２４】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。
例えば、本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方
法及び結果が同一の構成、あるいは目的及び結果が同一の構成）を含む。また、本発明は
、実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明
は、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成する
ことができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加
した構成を含む。例えば、第１及び第２の配線２８，３０の他に、第１又は第２の電極１
４，１６のいずれにも接続されない配線（図示せず）が形成されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図２】図２は、図１に示す半導体装置のII-II線断面図である。
【図３】図３は、図１に示す半導体装置のIII-III線断面図である。
【図４】図４は、図１に示す半導体装置のIV-IV線断面図である。
【図５】図５（Ａ）～図５（Ｃ）は、本発明の実施の形態に係る電子デバイスの製造方法
を説明する図である。
【図６】図６（Ａ）～図６（Ｃ）は、本発明の実施の形態に係る電子デバイスを説明する
図である。
【図７】図７は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態に係る半導体装置を使用した電子デバイスを説明す
る図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態に係る半導体装置を使用した電子デバイスを説明す
る図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態に係る半導体装置を使用した電子デバイスを説
明する図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１０…半導体基板、　１２…集積回路、　１４…第１の電極、　１６…第２の電極、　
１８…パッシベーション膜、　２０…第１の樹脂層、　２２…第２の樹脂層、　２４…第
１の領域、　２６…第２の領域、　２８…第１の配線、　３０…第２の配線、　３２…接
着剤、　３４…配線パターン、　３６…回路基板、　１１０…半導体基板、　１１４…第
１の電極、　１２０…第１の樹脂層、　１２４…第１の領域、　１２６…第２の領域、　
１２８…第１の配線、　１３０…第２の配線
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