
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実装面に複数の第１突出部と複数の第２突出部とを含む突出部群を有し、
　前記複数の第１突出部の各々が樹脂と前記樹脂上に形成された導電部材とを含み、
　前記複数の第２突出部の各々が樹脂を含み、
　前記複数の第１突出部の各々の前記実装面からの高さが前記複数の第２突出部の各々の
前記実装面からの高さより高く、
　前記複数の第１突出部が互いに離間して配置され、
　前記複数の第１突出部の間に所定の間隔で複数の第２突出部が配置され、
　前記複数の第１突出部の間に所定の間隔で複数の間引き部が配置され、前記複数の間引
き部は前記複数の第１突出部の間における前記第２突出部の配置されていない部分であり
、

前記複数の第２突出部の各々
が前記複数の第１突出部のうちいずれかふたつの第１突出部に接し、かつ、前記ふたつの
第１突出部の間を埋めるものであり、前記ふたつの第１突出部は相隣合うものである、こ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　実装面に複数の第１突出部と複数の第２突出部とを含む突出部群を有し、
　前記複数の第１突出部の各々が樹脂と前記樹脂上に形成された導電部材とを含み、
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　前記突出部群の中央部における前記複数の間引き部の間隔より前記突出部群の前記中央
部を挟む両端部における前記複数の間引き部の間隔が広く、



　前記複数の第２突出部の各々が樹脂を含み、
　前記複数の第１突出部の各々の前記実装面からの高さが前記複数の第２突出部の各々の
前記実装面からの高さより高く、
　前記複数の第１突出部が互いに離間して配置され、
　前記複数の第１突出部の間に複数の第２突出部が配置され、
　前記突出部群の中央部における前記複数の第２突出部の前記実装面からの高さが、前記
突出部群の前記中央部を挟む両端部における前記複数の第２突出部の前記実装面からの高
さより低く、前記複数の第２突出部の各々が、前記複数の第１突出部のうちいずれかふた
つの第１突出部に接し、かつ、前記ふたつの第１突出部の間を埋めるものであり、前記ふ
たつの第１突出部は相隣合うものである、ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体装置において、
　前記複数の突出部群が長手方向に並んで配置されている、ことを特徴とする半導体装置
。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記突出部群はその長手方向が平行な複数列からなる、ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記実装面は略矩形状であり、前記突出部群が前記矩形状の四辺に配置されていること
を特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の半導体装置を備えることを特徴とする実装構造体。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の半導体装置を備えることを特徴とする電気光学装置
。
【請求項８】
　請求項７に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　基板と、前記基板に実装された半導体装置とを備える電気光学装置の製造方法において
、
　実装面に複数の第１突出部と複数の第２突出部とを含む突出部群を有する前記半導体装
置を製造する工程と、
　前記半導体装置を前記基板上に実装する工程と、を具備し、
　前記複数の第１突出部の各々が樹脂と前記樹脂上に形成された導電部材とを含み、前記
複数の第２突出部の各々が樹脂を含み、前記複数の第１突出部の各々の前記実装面からの
高さが前記複数の第２突出部の各々の前記実装面からの高さより高く、前記複数の第１突
出部が互いに離間して配置され、前記複数の第１突出部の間に所定の間隔で複数の第２突
出部が配置され、

前記複数の第
２突出部の各々が、前記複数の第１突出部のうちいずれかふたつの第１突出部に接し、か
つ、前記ふたつの第１突出部の間を埋めるものであり、前記ふたつの第１突出部は相隣合
うものである、ことを特徴とする電気光学装置の製造方法。
【請求項１０】
　基板と、前記基板に実装された半導体装置とを備える電気光学装置の製造方法において
、
　実装面に複数の第１突出部と複数の第２突出部とを含む突出部群を有する前記半導体装
置を製造する工程と、
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前記複数の第１突出部の間に所定の間隔で複数の間引き部が配置され、
前記複数の間引き部は前記複数の第１突出部の間における前記第２突出部の配置されてい
ない部分であり、前記突出部群の中央部における前記複数の間引き部の間隔より前記突出
部群の前記中央部を挟む両端部における前記複数の間引き部の間隔が広く、



　前記半導体装置を前記基板上に実装する工程と、を具備し、
　前記複数の第１突出部の各々が樹脂と前記樹脂上に形成された導電部材とを含み、前記
複数の第２突出部の各々が樹脂を含み、前記複数の第１突出部の各々の前記実装面からの
高さが前記複数の第２突出部の各々の前記実装面からの高さより高く、前記複数の第１突
出部が互いに離間して配置され、前記複数の第１突出部の間に複数の第２突出部が配置さ
れ、前記突出部群の中央部における前記複数の第２突出部の前記実装面からの高さが、前
記突出部群の前記中央部を挟む両端部における前記複数の第２突出部の前記実装面からの
高さより低く、前記複数の第２突出部の各々が、前記複数の第１突出部のうちいずれかふ
たつの第１突出部に接し、かつ、前記ふたつの第１突出部の間を埋めるものであり、前記
ふたつの第１突出部は相隣合うものである、ことを特徴とする電気光学装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載の電気光学装置の製造方法において、
　前記実装する工程は、前記半導体装置と前記基板とを非導電性の接着剤で接着させ、か
つ、前記導電部材と前記基板上に設けられた端子とを接触させることを含む、ことを特徴
とする電気光学装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーソナルコンピュータや携帯電話機等に用いられる半導体装置、その半導
体装置を用いた実装構造体、その半導体装置を用いた電気光学装置、その電気光学装置の
製造方法及びその電気光学装置を用いた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パーソナルコンピュータや携帯電話機等といった電子機器の表示装置として液晶
表示装置等があり、その液晶表示装置に半導体装置として液晶駆動用ＩＣ等が例えばフリ
ップチップ実装方式により実装されている。
【０００３】
　一方、近年パーソナルコンピュータや携帯電話機等の電子機器もより小型化、高性能化
が求められており、液晶パネル上の配線や端子の相互間距離をより小さくすること、すな
わち狭ピッチ化が求められ、それに対応できるように半導体装置のバンプ等も狭ピッチ化
、すなわちその幅に対し高さのあるものが要求されるようになっている。
【０００４】
　しかし、上述のようなフリップチップ実装方式ではバンプを高くするために金属の使用
量も増大し、その製造工程も複雑になり製造コストの増加となるという問題があった。
【０００５】
　そこで、半導体チップの電極の近傍に形成してなる突出体と、その電極上と突出体上と
に連続的に形成してなる導電体とを少なくとも有する外部接続突起が提案されている（例
えば、特許文献１参照。）。また、半導体装置に電極を避けて樹脂層を形成する工程と、
電極上及び樹脂層上に導電層を、突起体の所定パターンに応じてパターニングする工程と
、パターニングされた導電層をマスクとし、導電層の間に位置する樹脂層を除去して突起
体を形成する工程とを有する半導体製造方法が提案されている（例えば、特許文献２参照
。）　。
【特許文献１】特開２００１－１１０８３１号公報（段落 [０００６ ]から [００２８ ]、図
５）。
【特許文献２】特開２００４－１８６３３３号公報（段落 [０００８ ]から [００１３ ]、図
４）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら上述の方法、例えば特許文献１の発明により幅に比較し高さがあり、かつ

10

20

30

40

50

(3) JP 3998014 B2 2007.10.24



材料となる金属の使用量の低減を図ることができるようになったが、例えば隣合う導電体
の間にも突出体がそのまま形成される場合は、ガラス基板等に実装するときの接着剤が、
該突出体により邪魔されて実装面に均一に広がらないということが生じる可能性があった
。これにより、接着にムラができ、半導体装置の実装面の場所により突出体の変形量が異
なり、該導電体とガラス基板側の端子との接続に不具合が生じる可能性があるという問題
が生じた。
【０００７】
　また、特許文献２の発明によっても半導体装置の製造工程を簡素化でき、狭ピッチ化も
図れるようになったが、例えば導電層をマスクにして樹脂層を全て除去すると、半導体装
置を液晶表示装置のガラス基板等に実装するときに突起体の反発力が弱くなり、ガラス基
板に対し半導体装置の実装面が平行に固定されず、斜めに固定されるため半導体装置の実
装面の場所により、該導電体とガラス基板側の端子との接続に不具合が生じる可能性があ
るという問題が生じた。
【０００８】
　更に導電層をマスクにして樹脂層を全て除去した場合、形成された複数の突起体による
突起体群の長手方向中央部付近に対して両端付近で接着剤が、実装面に均一に広がらない
ということが生じる可能性があった。これにより、同様に接着にムラができ、半導体装置
の実装面の場所により突出体の変形量が異なり、該導電体とガラス基板側の端子との接続
に不具合が生じる可能性があるという問題も生じた。
【０００９】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされるもので、半導体装置をガラス基板等に実装する
際の該半導体装置と相手側の基板との接続の信頼性を高めると共に電気光学装置等の製造
コストの低減を図ることのできる半導体装置、その半導体装置を用いた実装構造体、その
半導体装置を用いた電気光学装置、その電気光学装置の製造方法及びその電気光学装置を
用いた電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係る半導体装置は、実装面に複数の第１突出部と
複数の第２突出部とを含む突出部群を有し、前記複数の第１突出部の各々が樹脂と前記樹
脂上に形成された導電部材とを含み、前記複数の第２突出部の各々が樹脂を含み、前記複
数の第１突出部の各々の前記実装面からの高さが前記複数の第２突出部の各々の前記実装
面からの高さより高く、前記複数の第１突出部が互いに離間して配置され、前記複数の第
１突出部の間に所定の間隔で複数の第２突出部が配置され、前記複数の間引き部は前記複
の第１突出部の間における前記第２突出部の配置されていない部分であり、前記突出部群
の中央部における前記複数の間引き部の間隔より前記突出部群の前記中央部を挟む両端部
における前記複数の間引き部の間隔が広く、前記複数の第２突出部の各々が前記複数の第
１突出部のうちいずれかふたつの第１突出部に接し、かつ、前記ふたつの第１突出部の間
を埋めるものであり、前記ふたつの第１突出部は相隣合うものである、ことを特徴とする
。
【００１１】
　ここで、「実装面」とは、半導体装置を例えばガラス基板に実装するときの該半導体装
置のガラス基板側の面のことである。
【００１２】
　本発明は、導電部材が設けられた第１突出部の間に第２突出部を設けたので、例えば第
２突出部を所定間隔で間引たり、該第２突出部の実装面からの高さを調整することができ
、実装時の接着剤のムラや第１突出部及び第２突出部の反発力が弱くなることによる実装
の平行度が図れなくなること等を防ぐことが可能となる。
【００１３】
　また本発明に係る半導体装置は、実装面に複数の第１突出部と複数の第２突出部とを含
む突出部群を有し、前記複数の第１突出部の各々が樹脂と前記樹脂上に形成された導電部
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材とを含み、前記複数の第２突出部の各々が樹脂を含み、前記複数の第１突出部の各々の
前記実装面からの高さが前記複数の第２突出部の各々の前記実装面からの高さより高く、
前記複数の第１突出部が互いに離間して配置され、前記複数の第１突出部の間に所定の間
隔で複数の第２突出部が間引かれ、前記突出部群の中央部における前記複数の第２突出部
の間引き間隔が、前記突出部群の前記中央部を挟む両端部における前記複数の第２突出部
の間引き間隔より小さく、前記複数の第２突出部の各々が、前記複数の第１突出部のうち
いずれかふたつの第１突出部に接し、かつ、前記ふたつの第１突出部の間を埋めるもので
あり、前記ふたつの第１突出部は相隣合うものである、ことを特徴とするものでもよい。
【００１４】
　ここで、「間引かれている」とは、例えば丁度一つ分の第２突出部が除去されている或
は形成されていない状態をいうものとする。これにより、第２突出部の間引きにより接着
剤の流路を確保しながら、間引による突出部の反発力が弱くなり実装の平行度が図れなく
なるのを、例えば突出部群の中央部付近より両端付近の間引き間隔を広くして間引き数を
減らし、第２突出部による反発力を維持して実装の平行度を確保することができ、半導体
装置と相手側基板との接続の信頼性を向上させることが可能となる。
【００１５】
　また、例えば突出部群の中央部付近より両端付近の間引き間隔を広くして間引き数を減
らすこととすれば、突出部群の中央部付近に対して両端付近の接着剤も実装面に、より均
一に広げることができ、接着ムラによる半導体装置と相手側基板との接続不良を防ぐこと
が可能となる。
【００１６】
　本発明の一の形態によれば、前記両端付近の間引き間隔は、前記中央部付近の間引き間
隔よりも広いことを特徴とする。これにより、突出部群の中央部付近より両端付近の間引
き間隔を広くして間引き数を減らし、第２突出部による反発力を維持して実装の平行度を
確保することができ、半導体装置と相手側基板との接続の信頼性を向上させることが可能
となる。
【００１７】
　本発明の一の形態によれば、前記第２突出部の前記実装面からの高さは、前記第１突出
部の前記実装面からの高さより低いことを特徴とする。これにより、実装時の相手基板と
第２突出部との間に形成される隙間を調整することができ、もっとも適切な接着剤の流量
を確保できる。また、完全に第２突出部を除去する場合に比べ、第１突出部がより適切に
実装時に変形し、かつその状態を安定して維持できることとなる。
【００１８】
　また本発明に係る半導体装置は、実装面に複数の第１突出部と複数の第２突出部とを含
む突出部群を有し、前記複数の第１突出部の各々が樹脂と前記樹脂上に形成された導電部
材とを含み、前記複数の第２突出部の各々が樹脂を含み、前記複数の第１突出部の各々の
前記実装面からの高さが前記複数の第２突出部の各々の前記実装面からの高さより高く、
前記複数の第１突出部が互いに離間して配置され、前記複数の第１突出部の間に複数の第
２突出部が配置され、前記突出部群の中央部における前記複数の第２突出部の前記実装面
からの高さが、前記突出部群の前記中央部を挟む両端部における前記複数の第２突出部の
前記実装面からの高さより低く、前記複数の第２突出部の各々が、前記複数の第１突出部
のうちいずれかふたつの第１突出部に接し、かつ、前記ふたつの第１突出部の間を埋める
ものであり、前記ふたつの第１突出部は相隣合うものである、ことを特徴とするものでも
よい。これにより、例えば突出部群の中央部付近での第２突出部の実装面からの高さより
該突出部群の両端付近での第２突出部の実装面からの高さを高くすることにより、ある程
度第１突出部が変形するまでは突出部群の両端の第２突出部と相手側基板との間に形成さ
れた隙間からも接着剤が流れるが、所定以上変形した後は突出部群の両端の第２突出部と
相手側基板との間には隙間がなくなり、反発力を生じさせることで実装の平行度を確保で
きる。また、その際も突出部群の中央部付近では第２突出部と相手側基板との間に隙間が
形成されているので、最終的に第１突出部が所定の変形となるまで接着剤は該中央部付近
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で流れることができる。この結果、中央部分での接着剤のムラが生じるのを防ぎ、第１突
出部の変形量が異なる等の圧着不良を防ぐことができる。
【００１９】
　本発明の一の形態によれば、前記突出部群はその長手方向が平行な複数列からなること
を特徴とする。これにより、実装面を有効に活用できより半導体装置の小型化が図れる。
また、この際、形成する第２突出部を夫々の列同士で互い違いになるように配置すること
で、より接着剤の実装面での広がりを均一にすることが可能となり、半導体装置と相手側
基板との接続をより良好なものとすることができる。
【００２０】
　本発明の一の形態によれば、前記実装面は略矩形状であり、前記突出部群が前記矩形状
の四辺に配置されていることを特徴とする。これにより、実装面をより有効に活用でき半
導体装置の小型化が図れると共に、半導体装置に電気的に接続される外部配線の引き回し
がより容易になる。
【００２１】
　本発明の他の観点に係る実装構造体は、上述した半導体装置を備えることを特徴とする
。
【００２２】
　本発明は、実装時の接着剤のムラや第１突出部及び第２突出部の反発力が弱くなること
による実装の平行度が図れなくなること等を防ぐことが可能な半導体装置を備えるので、
半導体装置をガラス基板等に実装する際の該半導体装置と相手側基板との接続の信頼性を
高めると共に、該実装構造体の製造コストの低減を図ることができる。
【００２３】
　本発明の他の観点に係る電気光学装置は、上述した半導体装置を備えることを特徴とす
る。
【００２４】
　本発明は、実装時の接着剤のムラや第１突出部及び第２突出部の反発力が弱くなること
による実装の平行度が図れなくなること等を防ぐことが可能な半導体装置を備えるので、
半導体装置をガラス基板等に実装する際の該半導体装置と相手側基板との接続の信頼性を
高めると共に、製造コストの低減を図ることができる電気光学装置を提供できる。
【００２５】
　本発明の他の観点に係る電気光学装置の製造方法は、電気光学物質を保持可能な基板と
、前記基板に実装された半導体装置とを備える電気光学装置の製造方法において、実装面
に互いに離間して複数並設された第１突出部からなる突出部群と、相隣合う前記第１突出
部の間を埋める第２突出部と、前記第１突出部の突出側表面に設けられた導電部材とを有
する前記半導体装置を製造する工程と、前記半導体装置を前記基板上に実装する工程とを
具備することを特徴とする。
【００２６】
　本発明は、導電部材が設けられた第１突出部の間に第２突出部を設けた半導体装置を製
造し、該半導体装置を基板に実装することとしたので、実装時の接着剤のムラや第１突出
部及び第２突出部の反発力が弱くなることによる実装の平行度が図れなくなること等を防
ぐ電気光学装置を提供できる。
【００２７】
　本発明の一の形態によれば、前記半導体装置の製造工程は、前記第２突出部が前記突出
部群の長手方向中央部付近で間引かれている間隔より前記長手方向の両端付近で間引かれ
ている間隔のほうが広くなるように製造されていることを特徴とする。これにより、第２
突出部の間引きにより接着剤の流路を確保しながら、間引による突出部の反発力が弱くな
り実装の平行度が図れなくなるのを、突出部群の中央部付近より両端付近の間引き間隔を
広くして間引き数を減らし、第２突出部による反発力を維持して実装の平行度を確保する
ことができ、半導体装置と相手側基板との接続の信頼性を向上させることが可能となる。
【００２８】
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　また、突出部群の中央部付近より両端付近の間引き間隔を広くして間引き数を減らした
ので、突出部群の中央部付近に対して両端付近の接着剤も、実装面に、より均一に広げる
ことができ、接着ムラによる半導体装置と相手側基板との接続不良を防ぐことが可能とな
る。
【００２９】
　本発明の一の形態によれば、前記半導体装置の製造工程は、前記第２突出部の前記実装
面からの高さが前記第１突出部の前記実装面からの高さより低くなるように製造されてい
ることを特徴とする。これにより、実装工程の際の相手基板と第２突出部との間に形成さ
れる隙間を調整することができ、もっとも適切な接着剤の流量を確保できる。また、完全
に第２突出部を除去する場合に比べ、第１突出部がより適切に実装時に変形し、かつその
状態を安定して維持できることとなる。
【００３０】
　本発明の一の形態によれば、前記半導体装置の製造工程は、前記第２突出部が前記突出
部群の長手方向中央部付近での前記実装面からの高さより前記長手方向両端付近での前記
実装面からの高さの方が高なるように製造されていることを特徴とする。これにより、あ
る程度第１突出部が変形するまでは突出部群の両端の第２突出部と相手側基板との間に形
成された隙間からも接着剤が流れるが、所定以上変形した後は突出部群の両端の第２突出
部と相手側基板との間には隙間がなくなり、反発力を生じさせることで実装の平行度を確
保できる。また、その際も突出部群の中央部付近では第２突出部と相手側基板との間に隙
間が形成されているので、最終的に第１突出部が所定の変形をするまで接着剤は該中央部
付近で流れることができる。この結果、中央部分での接着剤のムラが生じるのを防ぎ、第
１突出部の変形量が異なる等の圧着不良を防ぐことができる。
【００３１】
　本発明の一の形態によれば、前記実装する工程は、前記半導体装置を前記導電部材と前
記基板上に設けられた端子とを直接接続するように前記半導体装置を前記基板上に非導電
性の接着剤で実装するものであることを特徴とする。これにより、例えばＡＣＦ（Ａｎｉ
ｓｏｔｒｏｐｉｃ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｆｉｌｍ）のように導電粒子を接着剤中に含
有させる必要がなく、導電粒子と電気的接続を図る端子等との接続不良を防ぐことができ
ると共に、導電粒子が不要となるので製造コストの低減が図れる。ここで、「非導電性の
接着剤」とは例えばＮＣＰ（Ｎｏｎ－Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐａｓｔｅ）やＮＣＦ（Ｎ
ｏｎ－Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）等がある。
【００３２】
　本発明の他の観点に係る電子機器は、上述の電気光学装置を備えたことを特徴とする。
【００３３】
　本発明は、半導体装置をガラス基板等に実装する際の該半導体装置と相手側の基板との
接続の信頼性を高めると共に電気光学装置等の製造コストの低減を図ることのできる半導
体装置を有する電気光学装置を備えるので、容易に電子機器の性能の信頼性を高め、コス
トの低減化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明に実施形態を図面に基づき説明する。なお、以下実施形態を説明するにあ
たっては、電気光学装置の例として液晶表示装置、具体的には反射半透過型のニ端子型ス
イッチング素子であるＴＦＤ（薄膜ダイオード）を用いたアクティブマトリックス方式の
液晶表示装置及びその液晶表示装置を用いた電子機器について説明するが、パッシブマト
リックス型や薄膜トランジスタ素子アクティブマトリックス型の液晶表示装置であっても
よい。また、以下の図面においては各構成をわかりやすくするために、実際の構造と各構
造における縮尺や数等が異なっている。
【００３５】
　（第１の実施形態）
【００３６】
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　図１は本発明の第１の実施形態に係る液晶表示装置の概略斜視図、図２は図１における
Ａ－Ａ線部分断面図（液晶駆動用ＩＣは切断していない）、図３は液晶駆動用ＩＣの実装
状態の説明図、図４は液晶駆動用ＩＣの実装面の概略平面図及び図５は突出部群の概略部
分斜視図である。
【００３７】
　（液晶表示装置の構成）
【００３８】
　液晶表示装置１は、例えば図１に示すように一部が実装構造体でもある液晶パネル２と
、当該液晶パネル２に接続された回路基板３とを有する。ここで、液晶表示装置１には、
回路基板３の他にも、バックライト等の照明装置やその他の付帯機構が必要に応じ付設さ
れる（図示しない）。
【００３９】
　液晶パネル２は、図１及び図２に示すようにシール材４を介して貼り合わされた一対の
基板である第１基板５及び第２基板６と、両基板の隙間に封入された電気光学物質、例え
ばＴＮ（Ｔｗｉｓｔ　Ｎｅｍａｔｉｃ）型の液晶７とを有する。
【００４０】
　ここで、第１基板５には、例えば図２に示すようにその液晶側表面に光の透過領域であ
る開口部を有する反射膜８及び光を遮蔽する光遮蔽層９が形成されており、該開口部を含
め反射膜８上（液晶側）には着色層１０が光遮蔽層９で区切られる領域に形成されている
。
【００４１】
　更に当該着色層１０及び光遮蔽層９の液晶側には、オーバーコート層１１が形成されて
おり、そのオーバーコート層１１の液晶側にはＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄ
ｅ）等の透明導電体からなる走査電極１２が形成されている。
【００４２】
　また、その走査電極１２の上に、例えばポリイミド樹脂等からなる配向膜１３が形成さ
れており、更に第１基板５の液晶側と反対側には偏光板１４等が設けられている。
【００４３】
　一方、第２基板６には、例えば図２に示すようにその液晶側表面に、マトリックス状に
配列する複数の画素電極１５と、各画素電極１５の境界領域において上述した走査電極１
２と交差する方向に帯状に延びる複数の信号電極１６と、該画素電極１５及び信号電極１
６に電気的に接続されたＴＦＤ１７とが配置され、その液晶側には配向膜１８が形成され
ている。また、第１基板５と同様、第２基板６の液晶側と反対側には偏光板１９等が設け
られている。
【００４４】
　ここで、第１基板５及び第２基板６は、例えば図１及び図２に示すようにガラスや合成
樹脂といった光透過性材料から形成された板状部材であり、第１基板５は第２基板６に対
し外側へ突出した張出し領域（以下「張出し部」という。）２０を有している。この張出
し部２０が電気光学装置である液晶表示装置１の実装構造体の一つとなる。
【００４５】
　また、走査電極１２は所定の方向（図１及び図２のＸ軸方向）に延在する帯状に形成さ
れ、複数の走査電極１２が相互に並列してストライプ状に構成されている。画素電極１５
は、例えばＩＴＯ等の透明導電体により形成されている。
【００４６】
　次に、張出し部２０は図１、図２及び図３に示すように走査電極１２及び信号電極１６
がシール材４で囲まれる領域（以下「液晶領域」という。）から当該張出し部２０に延び
ている電極部分である走査電極用配線２１及び信号電極用配線２２、その各電極用配線に
例えば液晶駆動用電流を供給する半導体装置としての液晶駆動用ＩＣ２３等を有する。
【００４７】
　また、張出し部２０は液晶駆動用ＩＣ２３の実装面に対応する第１基板上の実装領域内
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に設けられた複数の電極用端子２４、更に回路基板３からの電流を液晶駆動用ＩＣ２３に
入力する複数の入力用端子２５を有する。この電極用端子２４は走査電極用配線２１及び
信号電極用配線２２に夫々電気的に接続されている。
【００４８】
　更に張出し部２０は、回路基板３からの電流を受取る外部用端子２６、その外部からの
電流を入力用端子２５に供給する入力用配線２７等を有する。尚、信号電極はＴａやＣｒ
，ＴａＷ等の金属材料により形成されている。
【００４９】
　次に、実装前の半導体装置としての液晶駆動用ＩＣ２３について説明する。
【００５０】
　まず、液晶駆動用ＩＣ２３は、例えば回路基板３及び入力用配線２７を介して表示画像
等に関する各種の信号を受信すると、この信号に応じた駆動信号を生成するものであり、
その駆動信号は走査電極用配線２１及び信号電極用配線２２に供給される。
【００５１】
　液晶駆動用ＩＣ２３は、例えば図１及び図４に示すようにＸ軸方向に長辺が来るように
略矩形状の外形を有し、その張出し部２０への実装面２８である本体部２９の裏面には、
該張出し部表面に形成された複数の電極用端子２４及び入力用端子２５に夫々電気的に接
続するための複数の互いに離間した第１突出部３０からなる突出部群３１、該第１突出部
３０の突出側表面に設けられた導電部材としての接続用端子３２及び相隣合う第１突出部
３０の間を埋める第２突出部３３を有する。
【００５２】
　また、第１突出部３０は例えば図４に示すように図に向かって上方の長辺側と下方の長
辺側に電気的に接続させる相手側端子のピッチに合わせ所定の間隔で、Ｘ軸方向に一列に
並設されており、上方の第１突出部３０が出力側となり、下側の第１突出部３０が入力側
となる。
【００５３】
　更に第１突出部３０は、例えば図５に示すように断面が略半円で蒲鉾形状に形成されて
おり、その材料として例えばアクリル樹脂やエポキシ樹脂等が用いられている。これによ
り、液晶駆動用ＩＣ２３を張出し部２０上に実装する際に第１突出部３０が押圧され少し
上下方向に変形し、その表面に形成された接続用端子３２の頂点の接触面積を拡大し導電
性を良好なものとすると共に、その樹脂としての弾性力により複数の接続用端子３２にバ
ラツキが合っても最も適切な接続を確保できる。
【００５４】
　また、接続用端子３２は例えば図５に示すように蒲鉾形状である第１突出部３０の突出
側表面を覆う略帯状に形成されており、その一端は実装面２８に一部延在しており、図示
しない電極パッドに電気的に接続される接続部３４となっている。
【００５５】
　一方、第２突出部３３は例えば図５に示すように第１突出部３０よりＣだけ実装面２８
からの高さが低く形成されており、丁度その低くなった分（図中のＣだけ）だけ第１突出
部３０の突出側が除去されたような形状となっている。例えば蒲鉾形状の上半分が除去さ
れたような形状である。
【００５６】
　また、第２突出部３３は例えば第１突出部３０と同じ材料で形成されており、最初に第
１突出部３０と同じ断面形状の連続体を形成し、その後で第２突出部となるところをエッ
チングして半分ぐらい除去して第２突出部３３を形成してもよい。
【００５７】
　これにより、該液晶駆動用ＩＣ２３を実装するときにこの高さの違いによる隙間から図
４及び図５中の矢印Ｂのように接着剤が流出し、接着剤のムラを無くすことができる。尚
、電極パッドは例えば実装面２８にその表面が露出する程度に埋設されており、液晶駆動
用ＩＣ２３の図示しない内部回路に電気的に接続されている。
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【００５８】
　次に、実装後の半導体装置としての例えば液晶駆動用ＩＣ２３は、図３に示すように第
１突出部３０が多少上下に変形し断面がやや扁平半円形になって、その突出部を覆う接続
用端子３２の電極用端子２４との接触面積が拡大している。
【００５９】
　また、液晶駆動用ＩＣ２３をしっかり張出し部にアライメントして固定保持するように
接着剤、例えばＮＣＦ，ＮＣＰが実装面２８は勿論、液晶駆動用ＩＣ２３の側面の一部も
覆うように配置されている。
【００６０】
　次に、回路基板３は例えば図２に示すようにベース基材３５の上に配線パターン３６等
が形成、実装されている。
【００６１】
　ここで、ベース基材３５は可撓性を有するフィルム状の部材であり、配線パターン３６
は例えば銅等から形成されていて、張出し部側の端に端子（図示しない）が形成されてい
る。その端子は外部用端子２６に例えばＡＣＦ３７を介して電気的に接続されている。勿
論、この回路基板３と液晶パネル２との電気的接続も第１突出部３０及び第２突出部３３
、接続用端子３２を用いてもよい。
【００６２】
　（液晶表示装置の製造方法）
【００６３】
　次に、以上のように構成された液晶表示装置１の製造方法について半導体装置の実装を
中心に説明する。
【００６４】
　図６は本発明に係る液晶表示装置の製造方法のフローチャート図及び図７は突出部群の
製造工程を説明する概略部分断面図である。
【００６５】
　まず、第１基板５上に蒸着法やスパッタリング法等によってアルミニウム等を薄膜状に
成膜し、これにフォトリソグラフィ法を用いてパターニングすることによって、例えば図
２に示すように開口部を設けると共に、その周囲に反射膜８を形成する。
【００６６】
　また、形成された反射膜８の上にスピンコート等により着色材が分散された感光性樹脂
を塗布し、フォトリソグラフィ法でパターニングして光遮蔽層９及び着色層１０を形成す
る。更にその上にオーバーコート層１１を同様に形成し、スパッタリング法によりＩＴＯ
等をそのオーバーコート層１１上に被着して、フォトリソグラフィ法によりパターニング
し走査電極１２をストライプ状に形成する。そして、その走査電極１２を形成した上に配
向膜１３を形成し、ラビング処理を施して第１基板側の製造を終了する（ＳＴ１０１）。
【００６７】
　更に第２基板６上にＴＦＤ１７、信号電極１６及び画素電極１５をスパッタリング法や
フォトリソグラフィ法等により形成し、それらの上に配向膜１８を形成してラビング処理
を施して第２基板側の製造が終了する（ＳＴ１０２）。
【００６８】
　また、第２基板側の配向膜１８上にギャップ材（図示せず）をドライ散布法等により散
布し、シール材４を介して第１基板５と第２基板６とを貼り合わせる（ＳＴ１０３）。そ
の後、シール材４の注入口（図示せず）から液晶７を注入し、シール材４の注入口を紫外
線硬化性樹脂等の封止材（図示せず）により封口する（ＳＴ１０４）。更に偏光板１４，
１９等を第１基板５及び第２基板６の各外面上に取り付ける（ＳＴ１０５）。
【００６９】
　次に、図６に示すように半導体装置としての液晶駆動用ＩＣ２３の製造をする。
【００７０】
　まず、既知の方法で液晶駆動用ＩＣ２３の集積回路等を内部に有する本体部２９を形成
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する（ＳＴ１０６）。その際、内部回路に電気的に接続された電極パッドが実装面２８に
露出するように形成する。
【００７１】
　次に、図７（ａ）に示すように第１突出部３０及び第２突出部３３の材料である例えば
アクリル樹脂やエポキシ樹脂による樹脂層３８を本体部２９の第１基板５への実装面２８
に形成する。そして、その樹脂層３８をフォトリソグラフィ法等により複数の第１突出部
３０からなる突出部群３１として必要な長さで、断面形状が半円形となる略蒲鉾形状にパ
ターニングして突出部３９を形成する（ＳＴ１０７）。この際、複数の電極パッドの近く
に突出部３９が形成できるようにパターニングする。
【００７２】
　更にパターニングされた突出部３９を含め実装面２８上に例えば金等の接続用端子３２
の材料を図７（ｂ）に示すようにスパッタリング法等により成膜し、フォトリソグラフィ
法等によりパターニングし、夫々所定の間隔で離間した複数の接続用端子３２を図５及び
図７（ｃ）に示すように形成する（ＳＴ１０８）。この際、図５に示すように実装面２８
に延在するように形成された接続部３４が、実装面２８に露出した電極パッドを介し液晶
駆動用ＩＣ２３の内部回路と接続用端子３２とが電気的に接続されるように接続用端子３
２を形成する。
【００７３】
　その後、例えば図７（ｄ）に示すように形成された接続用端子３２をマスクとしてその
上からプラズマエッチングをして金等に覆われていない部分の突出部３９をプラズマエッ
チング前の実装面２８からの高さよりＣだけ低くなるように、部分的に除去する。これに
より、図５及び図７（ｅ）に示すように接続用端子３２に覆われた第１突出部３０とその
二つの第１突出部３０の間を埋めるように第２突出部３３が形成されることとなる（ＳＴ
１０９）。これにより、別途に第２突出部３３の形成用にマスクを用意する必要がなくコ
ストの低減を図ることができる他、第１突出部３０と第２突出部３３との境界がフォトリ
ソグラフィ法等の場合のように傾斜した面とならず図５に示すように略垂直な面となり、
より狭ピッチ化に対応できる。
【００７４】
　以上で半導体装置としての液晶駆動用ＩＣ２３が完成する（ＳＴ１１０）。
【００７５】
　次に、例えばＮＣＦを張出し部２０の液晶駆動用ＩＣ２３の実装領域に電極用端子２４
及び入力用端子２５等を覆うように配置し、貼着する。
【００７６】
　そして、そのＮＣＦの上に該電極用端子等に対応して接続用端子３２が位置するように
液晶駆動用ＩＣ２３を配置し、該液晶駆動用ＩＣ２３を押圧し、加熱する。すると、例え
ば図３に示すように接続用端子３２と電極用端子２４及び入力用端子２５との間のＮＣＦ
の接着剤は、押し出され、直接、接続用端子３２と電極用端子２４及び入力用端子２５と
が当接する。
【００７７】
　更に押圧されると、例えば図３に示すように第１突出部３０は扁平半円形に変形し、電
極用端子２４及び入力用端子２５との接触面積を大きくすると共に、夫々の高低差による
バラツキを吸収し確実な接続を図ることができる（ＳＴ１１１）。
【００７８】
　また、第１突出部３０が電極用端子２４及び入力用端子２５に当接しときも、第２突出
部３３と相手側の張出し部２０の表面とは接触しておらず、隙間があるのでＮＣＦの流動
化した接着剤は図４及び図５の矢印Ｂに示すように流出することができ、例えば図４で示
す突出部群である複数の第１突出部３０の長手方向（図中のＸ軸方向）の略中央部付近で
接着剤が十分広がることが可能となる。これにより、従来のように液晶駆動用ＩＣ２３の
実装の際に接着剤が十分均一に広がらないため場所により第１突出部の変形量が異なり、
液晶駆動用ＩＣ２３の圧着不良が生じるといったことを防ぐことができる。
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【００７９】
　更に第２突出部３３の高さを調節することにより最も適切な隙間を確保でき、実装時の
圧着ムラをより適切に防止できる。
【００８０】
　次に、回路基板３上に必要な電子部品等を実装し、回路基板３の配線パターン３６に電
気的に接続された端子を例えば図２に示すようにＡＣＦ３７を介して外部用端子２６に電
気的に設属させる。そして最後に、その他の照明装置やケース等を取り付けて（ＳＴ１１
２）、電気光学装置である液晶表示装置１が完成する（ＳＴ１１３）。
【００８１】
　以上で液晶表示装置の製造方法の説明を終了する。
【００８２】
　このように本実施形態によれば、半導体装置例えば液晶駆動用ＩＣ２３は、第２突出部
３３の実装面２８からの高さが、第１突出部３０の実装面２８からの高さより低くなるよ
うに形成したので、実装時の相手基板と第２突出部３３との間に形成される隙間を調整す
ることができ、もっとも適切な接着剤の流量を確保できる。また、完全に第２突出部３３
を除去する場合に比べ、少なくとも片側に設けられた第２突出部３３により支えられるの
で第１突出部３０がより適切に実装時に変形し、かつその状態を安定して維持できること
となる。
【００８３】
　また、半導体装置である液晶駆動用ＩＣ２３を実装する際に接続用端子３２と電極用端
子２４及び入力用端子２５とを直接接続するように非導電性の接着剤たとえばＮＣＦで実
装することとしたので、例えばＡＣＦのように導電粒子を接着剤中に含有させる必要がな
く、導電粒子と電気的接続を図る端子等との接続不良を防ぐことができると共に、導電粒
子が不要となるので製造コストの低減が図れる。
【００８４】
　（変形例１）
【００８５】
　次に、本発明に係る液晶表示装置の変形例１について説明する。本変形例１においては
実装面に設けられた突出部群が略矩形状の実装面の四辺に夫々設けられている点で第１の
実施形態と異なるのでその点を中心に説明する。尚、第１の実施形態の構成要素と共通す
る構成要素については、第１の実施形態の構成要素と同一の符号を付しその説明を省略す
る。
【００８６】
　図８は本発明の変形例１に係る液晶表示装置の概略斜視図及び図９は液晶表示装置の実
装面の概略平面図である。
【００８７】
　液晶表示装置１０１は、例えば図８に示すように一部が実装構造体でもある液晶パネル
１０２と、当該液晶パネル１０２に接続された回路基板３とを有する。ここで、液晶表示
装置１０１には、回路基板３の他にも、バックライト等の照明装置やその他の付帯機構が
必要に応じ付設される（図示しない）。
【００８８】
　ここで、液晶パネル１０２の第１基板５は、第２基板６に対し外側へ突出した張出し部
１２０を有しており、該張出し部１２０は図８に示すように走査電極１２及び信号電極１
６がシール材４で囲まれる液晶領域から当該張出し部１２０に延びている電極部分である
走査電極用配線１２１及び信号電極用配線２２、その各電極用配線に例えば液晶駆動用電
流を供給する液晶駆動用ＩＣ１２３等を有している。尚、図 8に示すように走査電極用配
線１２１の一部は液晶駆動用ＩＣ１２３の側辺（図面上の左右の辺）から出力している。
【００８９】
　次に、実装前の半導体装置としての液晶駆動用ＩＣ１２３について説明する。
【００９０】
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　液晶駆動用ＩＣ１２３は、例えば図８及び図９に示すようにＸ軸方向に長辺が来るよう
に略矩形状の外形を有し、その張出し１２０への実装面２８である本体部２９の裏面には
、該張出し部表面に形成された複数の電極用端子２４及び入力用端子２５に夫々電気的に
接続するための複数の互いに離間した第１突出部１３０ａ，１３０ｂからなる突出部群１
３１ａ，１３１ｂ、該第１突出部１３０ａ，１３０ｂの突出側表面に設けられた導電部材
としての接続用端子１３２ａ，１３２ｂ及び相隣合う第１突出部１３０ａ，１３０ｂの間
を埋める第２突出部１３３ａ，１３３ｂを有する。
【００９１】
　また、第１突出部１３０ａ，１３０ｂは例えば図９に示すように略長方形の四辺に夫々
並設されており、図に向かって長辺側（図中のＸ軸方向）で上下に夫々横一列複数の互い
に離間した第１突出部１３０ａからなる突出部群１３１ａと短辺側（図中のＹ軸方向）で
左右に夫々縦一列複数の互いに離間した第１突出部１３０ｂからなる突出部群１３１ｂと
が形成されている。
【００９２】
　更に第１突出部１３０ａ，１３０ｂは、例えば断面が略半円で蒲鉾形状に形成されてお
り、その材料として例えばアクリル樹脂やエポキシ樹脂等が用いられている。これにより
、液晶駆動用ＩＣ１２３を張出し部１２０上に実装する際に第１突出部１３０ａ，１３０
ｂが押圧され少し上下方向に変形し、その表面に形成された接続用端子１３２ａ，１３２
ｂの頂点の接触面積を拡大し導電性を良好なものとすると共に、その樹脂としての弾性力
により複数の接続用端子１３２ａ，１３２ｂにバラツキが合っても最も適切な接続を確保
できる。
【００９３】
　また、接続用端子１３２ａ，１３２ｂは例えば蒲鉾形状である第１突出部１３０ａ，１
３０ｂの突出側表面を覆う略帯状に形成されており、その一端は実装面２８に一部延在し
ており、図示しない電極パッドに電気的に接続される接続部３４となっている。
【００９４】
　一方、第２突出部１３３ａ，１３３ｂは例えば第１突出部１３０ａ，１３０ｂよりＣだ
け実装面２８からの高さが低く形成されており、丁度その低くなった分だけ第１突出部１
３０ａ，１３０ｂの突出側が除去されたような形状となっている。例えば蒲鉾形状の上半
分が除去されたような形状である。
【００９５】
　また、第２突出部１３３ａ，１３３ｂは例えば第１突出部１３０ａ，１３０ｂと同じ材
料で形成されており、最初に第１突出部１３０ａ，１３０ｂと同じ断面形状の連続体を形
成し、その後で第２突出部となるところをエッチングして半分ぐらい除去して第２突出部
１３３ａ，１３３ｂを形成してもよい。
【００９６】
　このように本変形例１によれば、第２突出部１３３ａ，１３３ｂが第１突出部１３０ａ
，１３０ｂより低く形成されているので、実装面の周囲四辺に突出部群１３１ａ，１３１
ｂが形成され、囲むような形の場合もＮＣＦの接着剤が第２突出部１３３ａ，１３３ｂと
張出し部１２０表面との隙間から図９に示す矢印Ｂ，Ｄのように流出することができ、接
着剤が均一に実装面に広がり、圧着不良を防ぐことができる。
【００９７】
　（変形例２）
【００９８】
　次に、本発明に係る液晶表示装置の変形例２について説明する。本変形例２においては
実装面に設けられた突出部群が二列夫々上下の辺に設けられている点で第１の実施形態と
異なるのでその点を中心に説明する。尚、第１の実施形態の構成要素と共通する構成要素
については、第１の実施形態の構成要素と同一の符号を付しその説明を省略する。
【００９９】
　図１０は本変形例２に係る液晶表示装置の実装面の概略平面図である。
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【０１００】
　液晶表示装置２０１は、例えば図１に示すように一部が実装構造体でもある液晶パネル
２０２と、当該液晶パネル２０２に接続された回路基板３とを有する。ここで、液晶表示
装置２０１には、回路基板３の他にも、バックライト等の照明装置やその他の付帯機構が
必要に応じ付設される（図示しない）。
【０１０１】
　ここで、液晶パネル２０２の第１基板５は、第２基板６に対し外側へ突出した張出し部
２２０を有しており、該張出し部２２０は液晶駆動用ＩＣ２２３等を有している。
【０１０２】
　次に、実装前の半導体装置としての液晶駆動用ＩＣ２２３について説明する。
【０１０３】
　液晶駆動用ＩＣ２２３は、例えば図１及び図１０に示すようにＸ軸方向に長辺が来るよ
うに略矩形状の外形を有し、その張出し２２０への実装面２８である本体部２９の裏面に
は、該張出し部表面に形成された複数の電極用端子２４及び入力用端子２５に夫々電気的
に接続するための複数の互いに離間した第１突出部２３０ａ，２３０ｂからなる突出部群
２３１ａ，２３１ｂ、該第１突出部２３０ａ，２３０ｂの突出側表面に設けられた導電部
材としての接続用端子２３２ａ，２３２ｂ及び相隣合う第１突出部２３０ａ，２３０ｂの
間を埋める第２突出部２３３ａ，２３３ｂを有する。
【０１０４】
　また、第１突出部２３０ａ，２３０ｂは例えば図１０に示すように略長方形の二辺に夫
々並設されており、図に向かって長辺側（図中のＸ軸方向）で上下に夫々横二列の第１突
出部２３０ａ，２３０ｂが電気的に設属させる相手側端子のピッチに合わせ所定の間隔で
、離間して形成されている。
【０１０５】
　具体的には、図１０に示すように略四角形の実装面２８に向かって上方側の二列に並設
された突出部群２３１ａ，２３１ｂは、実装面２８の外側に近い一列（突出部群２３１ａ
）では複数の互いに離間して並設された第１突出部２３０ａと、該第１突出部２３０ａの
突出側を覆う接続用端子２３２ａ及び該離間する第１突出部２３０ａの間を埋めるように
形成され、実装面２８からの高さが第１突出部２３０ａの実装面からの高さより低い第２
突出部２３３ａとを有する。
【０１０６】
　更に実装面２８の内側に近い一列（突出部群２３１ｂ）では、複数の互いに離間して並
設された第１突出部２３０ｂと、該第１突出部２３０ｂの突出側を覆う接続用端子２３２
ｂ及び該離間する第１突出部２３０ｂの間を埋めるように形成され、実装面２８からの高
さが第１突出部２３０ｂの実装面からの高さより低い第２突出部２３３ｂとを有する。
【０１０７】
　ここで、実装面２８の内側に近い一列（突出部群２３１ｂ）は例えば図１０に示すよう
に外側に近い一列（突出部群２３１ａ）に対し第２突出部２３３ｂが、一つ分右或は左方
向にずれるように、第１突出部２３０ｂ、接続用端子２３２ｂ及び第２突出部２３３ｂが
形成されている。
【０１０８】
　同様に実装面２８の下方側にも例えば図１０に示すように二列の突出部群２３１ａ，２
３１ｂが外側に近い一列（突出部群２３１ａ）は、複数の第１突出部２３０ａ等により形
成されており、内側に近い一列（突出部群２３１ｂ）は外側に近い一列（突出部群２３１
ａ）に対し第２突出部２３３ｂが、一つ分右或は左方向にずれるように、第１突出部２３
０ｂ、接続用端子２３１ｂ及び第２突出部２３３ｂが形成されている。
【０１０９】
　このように本変形例２によれば、並設された第１突出部等により形成される突出部群が
その長手方向が平行な複数列からなることとしたので、実装面２８を有効に活用できより
半導体装置である例えば液晶駆動用ＩＣ２２３の小型化が図れる。また、この際、形成す
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る第２突出部２３３ａ，２３３ｂを夫々の列同士で互い違いになるように配置することで
、より接着剤の実装面での広がりを均一にすることが可能となり、半導体装置と相手側基
板との接続をより良好なものとすることができる。
【０１１０】
　具体的には、実装面２８の上方及び下方に夫々二列の突出部群２３１ａ，２３１ｂを設
け、夫々の横方向に並設された実装面２８からの高さが第１突出部２３０ａ，２３０ｂの
高さより低い第２突出部２３３ａ，２３３ｂが例えば第２突出部一つ分（２３３ｂ）並設
方向（図１０中Ｘ軸方）にずれて形成されているので、第２突出部の相手側基板との隙間
をＮＣＦによる接着剤が図１０に示す矢印Ｅのように流れ実装面全体にムラなく広がり、
基板への半導体装置例えば液晶駆動用ＩＣ２２３の実装において良好な圧着を得ることが
できる。
【０１１１】
　（第２の実施形態）
【０１１２】
　次に、本発明に係る液晶表示装置の第２の実施形態について説明する。本実施形態にお
いては、第２突出部の高さが中央部付近と両端付近とで異なるように形成されている点が
第１の実施形態と異なるのでその点を中心に説明する。尚、第１の実施形態の構成要素と
共通する構成要素については、第１の実施形態の構成要素と同一の符号を付しその説明を
省略する。
【０１１３】
　図１１は本発明の第２の実施形態に係る液晶表示装置の液晶駆動用ＩＣの突出部群の側
面概略図及び図１２は液晶駆動用ＩＣの突出部群の概略部分拡大斜視図である。
【０１１４】
　（液晶表示装置の構成）
【０１１５】
　液晶表示装置４０１は、例えば図１に示すように一部が実装構造体でもある液晶パネル
４０２と、当該液晶パネル４０２に接続された回路基板３とを有する。ここで、液晶表示
装置４０１には、回路基板３の他にも、バックライト等の照明装置やその他の付帯機構が
必要に応じ付設される（図示しない）。
【０１１６】
　ここで、液晶パネル４０２の第１基板５は、第２基板６に対し外側へ突出した張出し部
４２０を有しており、該張出し部４２０は液晶駆動用ＩＣ４２３等を有している。
【０１１７】
　次に、実装前の半導体装置としての液晶駆動用ＩＣ４２３について説明する。
【０１１８】
　液晶駆動用ＩＣ４２３は、例えば図１、図３及び図１１に示すようにＸ軸方向に長辺が
来るように略矩形状の外形を有し、その張出し部４２０への実装面２８である本体部２９
の裏面には、該張出し部表面に形成された複数の電極用端子２４及び入力用端子２５に夫
々電気的に接続するための複数の互いに離間した第１突出部４３０からなる突出部群４３
１、該第１突出部４３０の突出側表面に設けられた導電部材としての接続用端子４３２及
び相隣合う第１突出部４３０の間を埋める第２突出部４３３ａ，４３３ｂを有する。
【０１１９】
　ここで、第２突出部は例えば図１１に示すように実装面２８からの高さが、突出部群４
３１の長手方向（図１１中のＸ軸方向）の中央部付近とその両側端部付近とで異なるよう
に形成されている。また、第１突出部４３０は例えば略矩形状の実装面２８の上方の長辺
側と下方の長辺側に電気的に接続させる相手側端子のピッチに合わせ所定の間隔で、横方
向（図１１のＸ軸方向）に一列に並設されており、上方の第１突出部４３０が出力側とな
り、下側の第１突出部４３０が入力側となる。
【０１２０】
　具体的には、例えば図１１に示すように突出部群４３１の両端付近での第２突出部４３
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３ａの実装面２８からの高さＦは、該突出部群の中央部付近での第２突出部４３３ｂの実
装面２８からの高さＧに比べ高く（Ｆ >Ｇ）なるように形成されており、第２突出部４３
３ａ，４３３ｂが第１突出部４３０の実装面２８からの高さより低く形成されている。こ
れにより、例えば図１２に示すように液晶駆動用ＩＣ４２３を張出し部４２０に実装する
際、第２突出部４３３ａと張出し部４２０との間に生じる隙間が、第２突出部４３３ｂと
張出し部４２０との間に生じる隙間より狭くなり、図中の矢印Ｈ，Ｊに示すように中央部
付近の接着剤の流れを確保しながら実装面２８全体にＮＣＦによる接着剤が満遍なく広が
り、圧着時の圧着ムラを防ぐことができる。
【０１２１】
　（液晶表示装置の製造方法）
【０１２２】
　次に、本実施形態に係る液晶表示装置４０１の製造方法は、略第１の実施形態と同様で
あるが第２突出部の形成方法が異なるのでその点を中心に簡単に説明する。
【０１２３】
　図１３は本実施形態の液晶表示装置の製造方法のフローチャート図である。
【０１２４】
　ここで、第 1基板側の形成（ＳＴ１０１）から半導体装置としての液晶駆動用ＩＣの接
続用端子の形成（ＳＴ１０８）までは、第１の実施形態の製造方法と略同様であるのでそ
の説明を省略する。
【０１２５】
　図１３に示すようにＳＴ１０８により、第１突出部４３０の突出側を覆い図１２に示す
ように所定の間隔で離間した複数の接続用端子４３２を形成した後、フォトリソグラフィ
法等で該第１突出部４３０同士の間に埋められた夫々実装面２８からの高さが異なる第２
突出部４３３ａ，４３３ｂを形成する（ＳＴ４０１）。例えば場所により透過光量が異な
るハーフトーンマスクや多重露光により図１１及び図１２に示すように複数の第１突出部
等が並設された突出部群４３１の長手方向（図１１中のＸ軸方向）でその両端付近の実装
面２８からの第２突出部４３３ａの高さＦが、その突出部群４３１の中央部付近の第２突
出部４３３ｂの実装面２８からの高さＧより高くなるように露光、現像して第２突出部を
形成する（ＳＴ４０１）。
【０１２６】
　以下ＳＴ１１０からＳＴ１１３の液晶表示装置の完成までは第１の実施形態の液晶表示
装置の製造方法と略同様でありその説明は省略する。
【０１２７】
　以上で液晶表示装置の製造方法の説明を終了する。
【０１２８】
　このように本実施形態によれば、突出部群４３１の中央部付近での第２突出部４３３ｂ
の実装面２８からの高さＧより該突出部群４３１の両端付近での第２突出部４３３ａの実
装面２８からの高さＦを高く（Ｆ >Ｇ）することにより、押圧され、ある程度第１突出部
４３０が変形するまでは突出部群４３１の両端の第２突出部４３３ａと相手側基板との間
に形成された隙間からも図１２中の矢印Ｈに示すように接着剤が流れるが、所定以上変形
した後は突出部群４３１の両端の第２突出部４３３ａと相手側基板との間には隙間がなく
なり、反発力を生じさせることで実装の平行度を確保できる。また、その際も突出部群４
３１の中央部付近では第２突出部４３３ｂと相手側基板との間に隙間が形成されているの
で、最終的に第１突出部４３０が所定の状態に変形するまで接着剤は該中央部付近で図中
の矢印Ｊで示すように流れることができる。この結果、中央部分での接着剤のムラが生じ
るのを防ぎ、第１突出部４３０の変形量が異なる等の圧着不良を防ぐことができる。
【０１２９】
　（第３の実施形態）
【０１３０】
　次に、本発明に係る液晶表示装置の第３の実施形態について説明する。本実施形態にお
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いては、第２突出部の高さは第 1突出部と同じであるが所定間隔で間引かれている点が第
１の実施形態と異なるのでその点を中心に説明する。尚、第１の実施形態の構成要素と共
通する構成要素については、第１の実施形態の構成要素と同一の符号を付しその説明を省
略する。
【０１３１】
　図１４は本発明の第３の実施形態に係る液晶表示装置の液晶駆動用ＩＣの突出部群の側
面概略図である。
【０１３２】
　（液晶表示装置の構成）
【０１３３】
　液晶表示装置５０１は、例えば図１に示すように一部が実装構造体でもある液晶パネル
５０２と、当該液晶パネル５０２に接続された回路基板３とを有する。ここで、液晶表示
装置５０１には、回路基板３の他にも、バックライト等の照明装置やその他の付帯機構が
必要に応じ付設される（図示しない）。
【０１３４】
　ここで、液晶パネル５０２の第１基板５は、第２基板６に対し外側へ突出した張出し部
５２０を有しており、該張出し部５２０は液晶駆動用ＩＣ５２３等を有している。
【０１３５】
　次に、実装前の半導体装置としての液晶駆動用ＩＣ５２３について説明する。
【０１３６】
　液晶駆動用ＩＣ５２３は、例えば図１、図３及び図１４に示すようにＸ軸方向に長辺が
来るように略矩形状の外形を有し、その張出し部５２０への実装面２８である本体部２９
の裏面には、該張出し部表面に形成された複数の電極用端子２４及び入力用端子２５に夫
々電気的に接続するための複数の互いに離間した第１突出部５３０からなる突出部群５３
１、該第１突出部５３０の突出側表面に設けられた導電部材としての接続用端子５３２及
び相隣合う第１突出部５３０の間を埋める第２突出部５３３を有する。
【０１３７】
　また、第１突出部５３０は例えば略矩形状の実装面２８の上方の長辺側と下方の長辺側
に電気的に接続させる相手側端子のピッチに合わせ所定の間隔で、横方向（図１４のＸ軸
方向）に一列に並設されており、上方の第１突出部５３０が出力側となり、下側の第１突
出部５３０が入力側となる。
【０１３８】
　ここで、第２突出部５３３は例えば図１４に示すように所定の間隔で間引きされており
、突出部群５３１の長手方向（図１４中のＸ軸方向）の中央部付近とその両端付近とでそ
の間引き間隔が異なるように形成されている。
【０１３９】
　具体的には、例えば図１４に示すように突出部群５３１の両端付近での第２突出部５３
３の間引き間隔Ｋは、該突出部群５３１の中央部付近での第２突出部５３３の間引き間隔
Ｌ比べ広く（Ｋ >Ｌ）なるように形成されている。
【０１４０】
　（液晶表示装置の製造方法）
【０１４１】
　次に、本実施形態に係る液晶表示装置５０１の製造方法は、略第１の実施形態と同様で
あるが第２突出部の形成方法が異なるのでその点を中心に簡単に説明する。
【０１４２】
　まず、第１基板側の形成（ＳＴ１０１）から半導体装置としての液晶駆動用ＩＣの接続
用端子の形成（ＳＴ１０８）までは、第１の実施形態の製造方法と略同様であるのでその
説明を省略する。
【０１４３】
　図１３に示すようにＳＴ１０８により、第１突出部５３０の突出側を覆い所定の間隔で
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離間した複数の接続用端子５３２を形成した後、フォトリソグラフィ法等で該第１突出部
５３０同士の間に埋められ、所定の間隔で間引かれた間引き部５４０を有する第２突出部
５３３を形成する（ＳＴ５０１）。
【０１４４】
　以下ＳＴ１１０からＳＴ１１３の液晶表示装置の完成までは第１の実施形態の液晶表示
装置の製造方法と略同様でありその説明は省略する。
【０１４５】
　以上で液晶表示装置の製造方法の説明を終了する。
【０１４６】
　このように本実施形態によれば、第２突出部５３３を所定の間隔で間引きすることとし
たので、例えばＮＣＦの接着剤の流路を確保することができ、液晶駆動用ＩＣ５２３をガ
ラス基板等に実装するときに突出体により邪魔されて該接着剤が実装面２８に均一に広が
らないということを防ぐことができる。
【０１４７】
　また、間引による第１突出部５３０の反発力が弱くなり実装の平行度が図れなくなるの
を、例えば突出部群５３１の中央部付近より両端付近の間引き間隔を広くして間引き数を
減らすこととしたので、第２突出部５３３による反発力を維持して実装の平行度を確保す
ることができ、液晶駆動用ＩＣ５２３と相手側基板との接続の信頼性を向上させることが
可能となる。
【０１４８】
　更に突出部群５３１の中央部付近より両端付近の間引き間隔を広くして間引き数を減ら
すこととしたので、突出部群５３１の中央部付近のみならず両端付近も接着剤が、実装面
に均一に広がり、接着ムラによる液晶駆動用ＩＣ５２３と相手側基板との接続不良を防ぐ
ことが可能となる。
【０１４９】
　（第４の実施形態・電子機器）
【０１５０】
　次に、上述した液晶表示装置１，１０１，２０１，４０１，５０１を備えた本発明の第
４の実施形態に係る電子機器について説明する。尚、第１の実施形態の構成要素と共通す
る構成要素については、第１の実施形態の構成要素と同一の符号を付しその説明を省略す
る。
【０１５１】
　図１５は本発明の第４の実施形態に係る電子機器の表示制御系の全体構成を示す概略構
成図である。
【０１５２】
　電子機器３００は、表示制御系として例えば図１５に示すように液晶パネル２及び表示
制御回路３９０などを備え、その表示制御回路３９０は表示情報出力源３９１、表示情報
処理回路３９２、電源回路３９３及びタイミングジェネレータ３９４などを有する。
【０１５３】
　また、液晶パネル２には表示領域Ｉを駆動する駆動回路３６１を有する。
【０１５４】
　表示情報出力源３９１は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭ（Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などからなるメモリと、磁気記録ディスクや
光記録ディスクなどからなるストレージユニットと、デジタル画像信号を同調出力する同
調回路とを備えている。更に表示情報出力源３９１は、タイミングジェネレータ３９４に
よって生成された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などの形
で表示情報を表示情報処理回路３９２に供給するように構成されている。
【０１５５】
　また、表示情報処理回路３９２はシリアル－パラレル変換回路、増幅・反転回路、ロー
テーション回路、ガンマ補正回路、クランプ回路などの周知の各種回路を備え、入力した
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表示情報の処理を実行して、その画像情報をクロック信号ＣＬＫと共に駆動回路３６１へ
供給する。また、電源回路３９３は、上述した各構成要素に夫々所定の電圧を供給する。
【０１５６】
　このように本実施形態によれば、電子機器３００に用いられる液晶表示装置１の半導体
装置例えば液晶駆動用ＩＣ２３は、第２突出部３３の実装面２８からの高さが、第１突出
部３０の実装面２８からの高さより低くなるように形成されているので、実装時の相手基
板と第２突出部３３との間に形成される隙間を調整することができ、もっとも適切な接着
剤の流量を確保できる。また、完全に第２突出部３３を除去する場合に比べ、少なくとも
片側に設けられた第２突出部３３により支えられるので第１突出部３０がより適切に実装
時に変形し、かつその状態を安定して維持できることとなり、電気的接続の信頼性の高い
電子機器３００を提供することが可能となる。
【０１５７】
　特に最近の電子機器にあっては、低価格且つ、高機能、高品質であることが求められて
おり、低コストで半導体装置の基板への実装で圧着不良等のない電子機器を提供する本発
明の意義は大きいといえる。
【０１５８】
　具体的な電子機器としては、携帯電話機やパーソナルコンピュータなどの他に液晶表示
装置が搭載されたタッチパネル、プロジェクタ、液晶テレビやビューファインダ型、モニ
タ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション、ページャ、電子手帳、電卓、ワ
ードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末等が挙げられる。そして
、これらの各種電子機器の表示部として、上述した例えば液晶表示装置１，１０１，２０
１，４０１，５０１が適用可能なのは言うまでもない。
【０１５９】
　なお、本発明の電気光学装置及び電子機器は、上述した例に限定されるものではなく、
本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変更を加え得ることは勿論である。また、本
発明の要旨を逸脱しない範囲において、上述した各実施形態や変形例を組み合わせても良
い。
【０１６０】
　以上、好ましい実施形態を上げて本発明を説明したが、本発明は上述したいずれの実施
形態にも限定されず、本発明の技術思想の範囲内で適宜変更して実施できる。
【０１６１】
　例えば、上述の実施形態では半導体装置として液晶駆動用ＩＣの場合を説明したがこれ
に限られるものではなく、ベアチップ実装に用いられる半導体素子であればよい。例えば
ＦＰＤ（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）の分野では、ＰＤＰ（Ｐｌａｚｍａ　
Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　ＬＥＤ、有機ＥＬ）に用い
られる駆動用半導体、電源用半導体等の半導体装置であっても良い。これにより、多種多
様な半導体装置の接続の際の圧着不良等を防ぐことができる。
【０１６２】
　また、上述の実施形態では、実装構造体としてＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）
の場合を説明したがこれに限られるものではなく、例えばＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉ
ｌｍ）の場合のように回路基板等に半導体装置を実装する場合にも適用可能である。これ
により、多種多様な半導体装置の接続の際の圧着不良等を防ぐことができる。
【０１６３】
　更に上述の実施形態では、突出部群はその両端に第１突出部が形成されるような場合を
説明したがこれに限られるものではなく、例えば突出部群の両端が第２突出部となるよう
に形成してもよい。これにより、第１突出部が安定して変形し半導体装置と例えば基板と
の接続をより良好なものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】第１の実施形態に係る液晶表示装置の概略斜視図である。
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【図２】図１におけるＡ－Ａ線部分断面図（液晶駆動用ＩＣは切断せず）である。
【図３】第１の実施形態に係る液晶駆動用ＩＣの実装状態の説明図である。
【図４】第１の実施形態に係る液晶駆動用ＩＣの実装面の概略平面図である。
【図５】第１の実施形態に係る突出部群の概略部分斜視図である。
【図６】第１の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法のフローチャート図である。
【図７】突出部群の製造工程を説明する概略部分断面図である。
【図８】変形例１に係る液晶表示装置の概略斜視図である。
【図９】変形例１に係る液晶駆動用ＩＣの実装面の概略平面図である。
【図１０】変形例２に係る液晶駆動用ＩＣの実装面の概略平面図である。
【図１１】第２の実施形態に係る液晶駆動用ＩＣの突出部群の側面概略図である。
【図１２】第２の実施形態に係る突出部群の概略部分拡大斜視図である。
【図１３】第２の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法のフローチャート図である。
【図１４】第３の実施形態に係る液晶駆動用ＩＣの突出部群の側面概略図である。
【図１５】第４の実施形態に係る電子機器の表示制御系の概略構成図である。
【符号の説明】
【０１６５】
　１，１０１，２０１，４０１，５０１　液晶表示装置、　２，１０２，２０２，４０２
，５０２　液晶パネル、　３　回路基板、　４　シール材、　５　第１基板、　６　第２
基板、　７　液晶、　８　反射膜、　９　光遮蔽層、　１０　着色層、　１１　オーバー
コート層、　１２　走査電極、　１３，１８　配向膜、　１４，１９　偏光板、　１５　
画素電極、　１６　信号電極、　１７　ＴＦＤ、　２０，１２０，２２０，４２０，５２
０　張出し部、　２１　走査電極用配線、　２２　信号電極用配線、　２３，１２３，２
２３，４２３，５２３　液晶駆動用ＩＣ、　２４　電極用端子、　２５　入力用端子、　
２６　外部用端子、　２７　入力用配線、　２８　実装面、　２９　本体部、　３０，１
３０，２３０，４３０，５３０　第１突出部、　３１，１３１，２３１，４３１，５３１
　突出部群、　３２，１３２，２３２，４３２，５３２　接続用端子、　３３，１３３，
２３３，４３３，５３３　第２突出部、　３４　接続部、　３５　ベース基材、　３６　
配線パターン、　３７　ＡＣＦ、　３８　樹脂層、　３９　突出部、　３００　電子機器
、　３６１　駆動回路、　３９０　表示制御回路、　５４０　間引き部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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