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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性基材と、前記絶縁性基材上に設けられた複数本の導体配線と、前記各導体配線に
形成された突起電極とを備え、半導体素子の電極パッドと前記導体配線とは前記突起電極
を介して接続可能であり、前記導体配線は、前記突起電極が形成された端部の反対側端部
の接続端子部において外部部品と接続可能であるように構成された配線基板において、
　前記導体配線は、前記半導体素子が搭載されるべき半導体素子搭載領域に各々前記突起
電極が形成された第１導体配線と第２導体配線とを含み、
　前記第１導体配線は、前記突起電極から前記外部部品との接続端子部まで配線が延在し
、前記第２導体配線は、前記突起電極から前記半導体素子搭載領域外であって前記接続端
子部には至らない領域まで延在し、且つ前記半導体素子搭載領域外に延在した端部は、前
記第１導体配線との境界領域に形成された切断部により前記第１導体配線とは電気的に分
離され、
　前記第２導体配線の前記切断部が、前記絶縁性基材に形成された孔部であることを特徴
とする配線基板。
【請求項２】
　前記半導体素子搭載領域の対向する両辺に配置された前記第２導体配線は互いに接続さ
れている請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の配線基板と、前記半導体素子搭載領域に搭載された半導体素
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子とを備え、前記半導体素子の電極パッドと前記導体配線とが前記突起電極を介して接続
されたことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　絶縁性基材と、前記絶縁性基材上に設けられた複数本の導体配線と、前記導体配線上に
搭載された半導体素子とを備え、前記半導体素子の電極パッドと前記導体配線とは突起電
極を介して接続され、前記導体配線は、前記突起電極と接続された端部の反対側端部の接
続端子部において外部部品と接続された半導体装置において、
　前記導体配線は、前記半導体素子が搭載されるべき半導体素子搭載領域に各々前記突起
電極と接続された第１導体配線と第２導体配線とを含み、
　前記第１導体配線は、前記突起電極から前記外部部品との接続端子部まで配線が延在し
、前記第２導体配線は、前記突起電極から前記半導体素子搭載領域外であって前記接続端
子部には至らない領域まで延在し、且つ前記半導体素子搭載領域外に延在した端部は、前
記第１導体配線との境界領域に形成された切断部により前記第１導体配線とは電気的に分
離され、
　前記第２導体配線の前記切断部が、前記絶縁性基材に形成された孔部であることを特徴
とする半導体装置。
【請求項５】
　前記半導体素子搭載領域の対向する両辺に配置された前記第２導体配線は互いに接続さ
れている請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記切断部は、前記半導体素子を保護する封止樹脂の領域外に形成されている請求項４
または５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　絶縁性基材と、前記絶縁性基材上に設けられた複数本の導体配線と、前記各導体配線に
形成された突起電極とを備え、半導体素子の電極パッドと前記導体配線とは前記突起電極
を介して接続可能であり、前記導体配線は、前記突起電極が形成された端部の反対側端部
の接続端子部において外部部品と接続可能である配線基板の製造方法において、
　前記絶縁性基材上に、前記導体配線として第１導体配線と第２導体配線が形成され、前
記第１導体配線は、前記突起電極が形成される位置から前記外部部品との接続端子部まで
配線が延在し、前記第２導体配線は、前記突起電極が形成される位置から前記半導体素子
搭載領域外であって前記接続端子部には至らない領域まで延在して前記第１導体配線と電
気的に接続された導体配線付設基板を用意する工程と、
　前記第２導体配線を介する給電により電気めっきを施して、前記第１導体配線及び第２
導体配線上に前記突起電極を形成する工程と、
　前記第１導体配線と前記第２導体配線を電気的に分離する切断部を形成する工程とを備
え、
　前記切断部を形成する工程を前記絶縁性基材の打ち抜きにより行なうことを特徴とする
配線基板の製造方法。
【請求項８】
　絶縁性基材と、前記絶縁性基材上に設けられた複数本の導体配線と、前記各導体配線に
形成された突起電極とを備え、半導体素子の電極パッドと前記導体配線とは前記突起電極
を介して接続可能であり、前記導体配線は、前記突起電極が形成された端部の反対側端部
の接続端子部において外部部品と接続可能である配線基板の製造方法において、
　前記絶縁性基材上に、前記導体配線として第１導体配線と第２導体配線が形成され、前
記第１導体配線は、前記突起電極が形成される位置から前記外部部品との接続端子部まで
配線が延在し、前記第２導体配線は、前記突起電極が形成される位置から前記半導体素子
搭載領域外であって前記接続端子部には至らない領域まで延在して前記第１導体配線と電
気的に接続された導体配線付設基板を用意する工程と、
　前記第２導体配線を介する給電により電気めっきを施して、前記第１導体配線及び第２
導体配線上に前記突起電極を形成する工程と、
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　前記第１導体配線と前記第２導体配線を電気的に分離する切断部を形成する工程とを備
え、
　前記切断部を形成する工程を、前記第１導体配線と前記第２導体配線をレーザーカット
により切断することにより行なうことを特徴とする配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チップ・オン・フィルム（ＣＯＦ）に用いられるテープキャリア基板のよう
な配線基板、及びその製造方法、並びにその配線基板と半導体素子を接合した半導体装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィルム基材を使用したパッケージモジュールの一種として、ＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　ＯＮ
　Ｆｉｌｍ）が知られている。図５は、ＣＯＦの一例の一部を示す断面図である。ＣＯＦ
は、柔軟な絶縁性のフィルム基材１を用いて作製されたテープキャリア基板の上に半導体
素子６が搭載され、封止樹脂７により保護された構造を有し、例えばフラットパネルディ
スプレイの駆動用ドライバとして主に使用されている。
【０００３】
　テープキャリア基板の主たる要素として、絶縁性のフィルム基材１と、その面上に形成
された導体配線２と、その導体配線上に形成された突起電極（バンプ）３を含む。必要に
応じて導体配線２及び突起電極３上には金属めっき被膜８が、導体配線２上には絶縁樹脂
であるソルダーレジスト９の層が形成される。一般的に、フィルム基材１としてはポリイ
ミドが、導体配線２としては銅が使用される。
【０００４】
　導体配線２は、半導体素子６上の電極パッド１０と突起電極３を介して接続される。接
続方法としては、フィルム基材１上の半導体搭載部に封止樹脂を塗布した後、半導体素子
６の電極パッド１０とテープキャリア基板の突起電極３を対向させて、超音波および熱圧
力により接続するのが一般的である。図６は、半導体素子搭載前のテープキャリア基板の
平面図の例、図７は半導体素子６の平面図の例である。半導体素子６の電極パッド１０に
対応した位置に、テープキャリア基板１の突起電極３が形成されている。（例えば、特許
文献１を参照）
　フィルム基材１の周縁には、給電用導体パターン４が形成されている。導体配線２と給
電用導体パターン４の境界近傍に、切断領域５が形成されている。導体配線２と給電用導
体パターン４は形成当初は接続されており、突起電極３を形成するための電気メッキの工
程において、給電用導体パターン４を介して導体配線２に対して給電が行われる。突起電
極３形成後に、切断領域５を形成することにより、導体配線２と給電用導体パターン４が
電気的に分離される。
【０００５】
　以下、従来のテープキャリア基板の製造方法について、図８を用いて説明する。図８は
従来のテープキャリア基板の製造工程を示す平面図であり、図８（ａ）～（ｃ）はそれぞ
れ、製造の各工程におけるテープキャリア基板の平面状態を示す。
【０００６】
　まず図８（ａ）に示すように、複数本の導体配線２および電気めっき用に使用する給電
用導体パターン４が電気的に接続されたフィルム基材１を用い、給電用導体パターン４を
通し電気めっきを施して、図８（ｂ）に示すように突起電極３を形成する。
【０００７】
　次に、図８（ｃ）に示すように、切断領域５を形成して導体配線２と給電用導体パター
ン４を電気的に分離する。それにより、それぞれ電気的に独立した導体配線２上に突起電
極３が形成されたテープキャリア基板が得られる。
【０００８】
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　なお、接続端子部１１は、フラットパネル等の外部部品との接続に用いられる導体配線
２の一部領域である。一般的に、導体配線２と給電用導体パターン４の電気的な分離は、
接続端子部１１以外の領域でテープキャリア基板を打ち抜くことによって実施される。
【０００９】
　また、図示しないが、金属めっき被膜またはソルダーレジストは、図８（ａ）～（ｂ）
の工程中または工程後に適時実施する場合もある。
【特許文献１】特開２００４－３２７９３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　近年のフラットパネルディスプレイのパネルサイズ及び精細度等の多様性から、半導体
装置であるＣＯＦにおける、フラットパネルとの接続端子、つまり半導体装置の出力端子
数も多様になってきている。これに応じて、半導体装置の異なる出力端子数にそれぞれ対
応した半導体素子をそれぞれ用意すると、半導体素子の種類が多くなるため、開発コスト
が増大し、量産時の半導体素子の管理が煩雑になる。
【００１１】
　そのため、同様な電気的機能を要求される半導体装置の場合には、出力端子数が異なっ
ても同一の半導体素子を使用した方が生産の効率が良くなる。しかし、半導体素子を共通
化した際に、半導体装置における外部部品（フラットパネル）との接続端子の数が、半導
体素子の電極パッド数よりも少ない場合には、以下のような問題が発生する。
【００１２】
　図９は、半導体素子の電極パッド数よりも半導体装置の外部部品との接続端子数が少な
い場合のテープキャリア基板の例である。突起電極３の個数が、外部部品との接続端子数
に相当する。図示されるように、半導体素子の電極パッド数よりも半導体装置の外部部品
との接続端子数が少ないため、突起電極３が均等に配置されず、突起電極３が配置されな
い箇所において突起電極３の間隔が大きくなっている。
【００１３】
　このように突起電極３を等間隔に形成できない場合には、突起電極３の配置の不均一性
に起因して、突起電極３をめっき成長させる際にめっき成長量がばらつき易くなり、半導
体素子実装時に応力が一部の箇所に集中し、接続不良が発生しやすくなる。
【００１４】
　一方、図９に示すように、外部部品との接続端子部１１では、面積の効率化のため導体
配線２の配置を一様な間隔に設計する。そのため、半導体素子上の使用しない電極パッド
に対応した突起電極を形成して、突起電極３を等間隔に配置しようとしても、そのような
突起電極を形成する導体配線を、給電用導体パターンに接続させて設計することが困難で
あった。
【００１５】
　本発明は、搭載される半導体素子上の電極パッドの使用状態に係わらず突起電極を等間
隔に配置することができ、半導体素子を搭載する際の応力集中の発生を抑制可能な配線基
板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】
【００１６】
　本発明の配線基板は、絶縁性基材と、前記絶縁性基材上に設けられた複数本の導体配線
と、前記各導体配線に形成された突起電極とを備え、半導体素子の電極パッドと前記導体
配線とは前記突起電極を介して接続可能であり、前記導体配線は、前記突起電極が形成さ
れた端部の反対側端部の接続端子部において外部部品と接続可能であるように構成され、
前記導体配線は、前記半導体素子が搭載されるべき半導体素子搭載領域に各々前記突起電
極が形成された第１導体配線と第２導体配線とを含み、前記第１導体配線は、前記突起電
極から前記外部部品との接続端子部まで配線が延在し、前記第２導体配線は、前記突起電
極から前記半導体素子搭載領域外であって前記接続端子部には至らない領域まで延在し、
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且つ前記半導体素子搭載領域外に延在した端部は、前記第１導体配線との境界領域に形成
された切断部により前記第１導体配線とは電気的に分離されている。
　上記課題を解決するために、本発明の配線基板は、前記第２導体配線の前記切断部が、
前記絶縁性基材に形成された孔部であることを特徴とする。
　本発明の半導体装置は、絶縁性基材と、前記絶縁性基材上に設けられた複数本の導体配
線と、前記導体配線上に搭載された半導体素子とを備え、前記半導体素子の電極パッドと
前記導体配線とは突起電極を介して接続され、前記導体配線は、前記突起電極と接続され
た端部の反対側端部の接続端子部において外部部品と接続され、前記導体配線は、前記半
導体素子が搭載されるべき半導体素子搭載領域に各々前記突起電極と接続された第１導体
配線と第２導体配線とを含み、前記第１導体配線は、前記突起電極から前記外部部品との
接続端子部まで配線が延在し、前記第２導体配線は、前記突起電極から前記半導体素子搭
載領域外であって前記接続端子部には至らない領域まで延在し、且つ前記半導体素子搭載
領域外に延在した端部は、前記第１導体配線との境界領域に形成された切断部により前記
第１導体配線とは電気的に分離されている。
　上記課題を解決するために、本発明の半導体装置は、前記第２導体配線の前記切断部が
、前記絶縁性基材に形成された孔部であることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の配線基板の製造方法は、絶縁性基材と、前記絶縁性基材上に設けられた複数本
の導体配線と、前記各導体配線に形成された突起電極とを備え、半導体素子の電極パッド
と前記導体配線とは前記突起電極を介して接続可能であり、前記導体配線は、前記突起電
極が形成された端部の反対側端部の接続端子部において外部部品と接続可能である配線基
板の製造方法であって、前記絶縁性基材上に、前記導体配線として第１導体配線と第２導
体配線が形成され、前記第１導体配線は、前記突起電極が形成される位置から前記外部部
品との接続端子部まで配線が延在し、前記第２導体配線は、前記突起電極が形成される位
置から前記半導体素子搭載領域外であって前記接続端子部には至らない領域まで延在して
前記第１導体配線と電気的に接続された導体配線付設基板を用意する工程と、前記第２導
体配線を介する給電により電気めっきを施して、前記第１導体配線及び第２導体配線上に
前記突起電極を形成する工程と、前記第１導体配線と前記第２導体配線を電気的に分離す
る切断部を形成する工程とを備える。
　上記課題を解決するために、本発明の第１構成の配線基板の製造方法は、前記切断部を
形成する工程を前記絶縁性基材の打ち抜きにより行なうことを特徴とする。
　また、本発明の第２構成の配線基板の製造方法は、前記切断部を形成する工程を、前記
第１導体配線と前記第２導体配線をレーザーカットにより切断することにより行なうこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の配線基板によれば、使用しない半導体素子上電極パッドに対応した位置も含め
て突起電極が等間隔に設置され、突起電極の形成状態が均一になるので、半導体素子を搭
載する際の応力集中が緩和され、信頼性のある半導体装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の配線基板または半導体装置において、前記半導体素子搭載領域の対向する両辺
に配置された前記第２導体配線は、互いに接続されている構成とすることができる。
【００２２】
　上記いずれかの構成の配線基板と、前記半導体素子搭載領域に搭載された半導体素子と
を備え、前記半導体素子の電極パッドと前記導体配線とが前記突起電極を介して接続され
た半導体装置を構成することができる。
【００２３】
　本発明の半導体装置において、前記切断部は、前記半導体素子を保護する封止樹脂の領
域外に形成されている構成とすることができる。
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【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、上記従来例
の図面に示した構成要素と同様の要素については、同一の参照符号を付して、一部の説明
の繰り返しを省略する。
【００２５】
　（実施の形態１）
　実施の形態１におけるテープキャリア基板（配線基板）の構造について、図１に示すテ
ープキャリア基板の一部の平面図を参照して説明する。なお、上述の従来例のテープキャ
リア基板と同一の構成要素については同一の参照符号を付して、説明の繰り返しを省略す
る。
【００２６】
　図１に示すように、フィルム基材（絶縁性基材）１上に、複数本の導体配線２ａ、２ｂ
が整列して設けられ、導体配線２ａ、２ｂにおける半導体素子上電極パッドに対応した位
置に、突起電極３が設けられている。１２は、半導体素子搭載領域を示す。
【００２７】
　導体配線２ａ、２ｂは、第１導体配線２ａと第２導体配線２ｂに区分される。第１導体
配線２ａは、通常のように外部部品との接続に使用される。第２導体配線２ｂは、半導体
素子のダミー電極パッドに対応し、外部部品との接続に使用されない。第１導体配線２ａ
は、突起電極３の領域から外部部品と接続される接続端子部１１まで配線が延在する。第
２導体配線２ｂは、突起電極３の領域から半導体素子搭載領域１２外には延在するが、接
続端子部１１までは延在しない。第２導体配線２ｂは、後述するように、形成当初は第１
導体配線２ａと接続されているが、最終的には切断領域１３により、第１導体配線２ａと
電気的に分離されている。
【００２８】
　上記構成のテープキャリア基板に半導体素子を搭載する際には、半導体装置の出力信号
として使用する端子には第１導体配線２ａを対応させ、出力信号として使用しない端子に
第２導体配線２ｂを対応させる。このように使用されない導体配線があっても、突起電極
３は均等な間隔で設置されているため、突起電極３の形状は一様に形成されており、テー
プキャリア基板上に半導体素子を搭載する際の応力集中が緩和され、信頼性のある半導体
装置を提供できる。
【００２９】
　ここで、半導体素子搭載領域１２外における第２導体配線２ｂの端部は、切断領域１３
として形成されたフィルム基材１の孔部に位置する。このような構成によれば、フィルム
基材１が半導体素子搭載時に受ける応力を緩和することができる。
【００３０】
　以下、上記構成のテープキャリア基板の製造方法について、図２を参照して説明する。
図２は、テープキャリア基板の製造工程を示し、図２（ａ）～（ｃ）は各々、製造工程に
おけるテープキャリア基板の状態の一部を示す平面図である。
【００３１】
　（第１工程）
　まず、図２（ａ）に示すように、複数本の導体配線が整列して設けられたフィルム基材
１（絶縁性基材）を用意する。導体配線は、第１導体配線２ａと第２導体配線２ｂからな
る。第１導体配線２ａは、後の工程において突起電極が形成される領域から外部部品と接
続される接続端子部１１まで配線が延在し、さらに給電用導体パターン４に接続されてい
る。第２導体配線２ｂは、突起電極が形成される領域から半導体素子搭載領域１２外には
延在するが、接続端子部１１までは延在しない。第２導体配線２ｂは第１導体配線２ａと
接続されている。
【００３２】
　（第２工程）
　図２（ｂ）に示すように、電気めっきにより、第１導体配線２ａと第２導体配線２ｂの
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先端部に突起電極３を形成する。突起電極３は、半導体素子搭載領域１２に搭載される半
導体素子の電極パッドに対応する位置に配置される。
【００３３】
　（第３工程）
　図２（ｃ）に示すように、第１導体配線２ａおよび第２導体配線２ｂの一部を削除して
、切断領域５、１３を形成する。切断領域１３により、第１導体配線２ａと第２導体配線
２ｂの接続部分が、電気的に分離される。
【００３４】
　以上の製造方法によれば、使用されない半導体素子上電極パッドに対応した位置にも突
起電極３を形成できるため、突起電極３を等間隔に設計できる。その結果、電気めっきに
より突起電極３の形状をばらつきなく形成できる。従って、テープキャリア基板上に半導
体素子を搭載する際の応力集中を緩和し、信頼性のある半導体装置が得られる。
【００３５】
　上記製造方法においては、図２（ｃ）に示すように、第１導体配線２ａと第２導体配線
２ｂを電気的に分離する切断領域１３を形成する工程を、第１導体配線２ａと給電用導体
パターン４を分離する切断領域５を形成する工程と同一工程として実施した方が効率がよ
い。
【００３６】
　また、図２（ｃ）に示す切断領域１３を形成する工程としては、金型によりテープキャ
リア基板ごと打ち抜く方法や、レーザーにより少なくとも導体配線を切断する方法を用い
ることができる。特に、金型によりテープキャリア基板ごと打ち抜く場合には、後の工程
で半導体素子を保護する封止樹脂を塗布する工程があるため、半導体素子を保護する封止
樹脂を形成する領域外に打ち抜きを実施した方がよい。
【００３７】
　さらに、図示しないが、図２（ｃ）に示す第１導体配線２ａと第２導体配線２ｂを電気
的に分離する切断領域１３を形成する工程は、必ずしも半導体素子搭載前に実施する必要
はなく、電気的特性が求められる半導体素子搭載後の状態で実施してもよい。
【００３８】
　以上の実施形態の配線基板により、半導体装置としての様々な出力端子数の態様に対し
て、１種類の半導体素子で対応することが容易になり、開発コストが削減される。
【００３９】
　（実施の形態２）
　図３は、実施の形態２におけるテープキャリア基板の一部を示す平面図である。図４は
、同テープキャリア基板を製造するための製造工程中、実施の形態１における図２（ａ）
に示した工程に対応する状態を示す平面図である。
【００４０】
　本実施の形態は、半導体素子の対向する両辺にダミー電極パッドが存在する場合の構成
である。従って、半導体素子搭載領域１２における左右の対向する位置に形成された一部
の突起電極３が外部部品との接続に使用されず、対応する第２導体配線２ｃは、図１の実
施の形態１における第２導体配線２ｂと同様に形成される。
【００４１】
　第２導体配線２ｃは、ダミー電極パッドに対応する左右の突起電極３が形成された両側
の導体配線が、互いに接続された状態に形成されている。すなわち、１本の第２導体配線
２ｃに、２個の突起電極３が配置されている。
【００４２】
　第２導体配線２ｃは、図１における第２導体配線２ｂと同様の構成および機能を有する
。すなわち、突起電極３の領域から半導体素子搭載領域１２外には延在するが、接続端子
部１１までは延在しない。但し、図４に示すように、突起電極形成前は第１導体配線２ａ
と接続されており、接続された側の第１導体配線２ａ、および給電用導体パターン４を介
して給電することにより電気メッキが施される。突起電極３が形成された後に、図３に示
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離されている。
【００４３】
　半導体素子搭載領域１２の右側の領域では、第２導体配線２ｃは、当初から第１導体配
線２ａとは接続されていない。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明の配線基板によれば、配線基板と半導体素子との接合時の応力集中を緩和して、
半導体素子の電極パッドと導体配線の安定した接合が得られるので、例えば、画像ディス
プレイの薄型化に適したＣＯＦ等に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施の形態１におけるテープキャリア基板の一部を示す平面図
【図２】同テープキャリア基板の製造工程を示し、（ａ）～（ｃ）は、テープキャリア基
板の一部の平面図
【図３】本発明の実施の形態２におけるテープキャリア基板の一部を示す平面図
【図４】同テープキャリア基板の製造工程の一部における状態を示す平面図
【図５】従来例の半導体装置の一部を示す断面図
【図６】同テープキャリア基板の一部を示す平面図
【図７】半導体素子の平面図
【図８】従来例のテープキャリア基板の製造工程を示し、（ａ）～（ｃ）は、テープキャ
リア基板の一部の平面図
【図９】他の従来例のテープキャリア基板の一部を示す平面図
【符号の説明】
【００４６】
　１　フィルム基材
　２　導体配線
　２ａ　第１導体配線
　２ｂ　第２導体配線
　３　突起電極
　４　給電用導体パターン
　５、１３　切断部
　６　半導体素子
　７　封止樹脂
　８　金属めっき被膜
　９　ソルダーレジスト
　１０　電極パッド
　１１　接続端子部
　１２　半導体素子搭載領域
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