
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部分的に被覆部で覆われた配線電極が形成されているフィルム基材と、前記フィルム基
材に実装された半導体素子とを備え、外部機器に実装される半導体装置において、
　前記フィルム基材の少なくとも一辺は、前記半導体素子が実装された面とは逆方向に折
り返されていて、
　前記フィルム基材の前記半導体素子が実装されている面のうち、前記逆方向に折り返さ
れた部分において、前記被覆部から露出された領域の前記配線電極が、前記外部機器の電
極に接合され、
　前記半導体素子に密着する冷却装置を備え、
　前記冷却装置は、前記半導体素子の前記フィルム基材とは逆側に設置されていることを
特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　表示基板と、前記表示基板の表面に設けられた透明基板と、前記表示基板の表面に形成
された透明電極と、前記透明電極に接合される半導体装置とを備えたディスプレイ装置に
おいて、
　前記透明電極は、前記表示基板の表面において、前記透明基板が設けられた箇所以外の
領域に形成されていて、
　前記半導体装置は、部分的に被覆部で覆われた配線電極が形成されているフィルム基材
と、前記フィルム基材に実装された半導体素子とを備え、前記フィルム基材の少なくとも
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一辺は、前記半導体素子が実装された面とは逆方向に、前記フィルム基材が折り返されて
、前記フィルム基材の前記半導体素子が実装されている面のうち、前記逆方向に折り返さ
れた部分において、前記被覆部から露出された領域が、前記透明電極に接合され、
　前記表示基板の表面からの前記半導体装置の実装高さは、前記透明基板の厚さよりも小
さいことを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項３】
　表示基板と、前記表示基板の表面に設けられた透明基板と、前記表示基板の表面に形成
された透明電極と、前記透明電極に接合される半導体装置とを備えたディスプレイ装置に
おいて、
　前記透明電極は、前記表示基板の表面において、前記透明基板が設けられた箇所以外の
領域に形成されていて、
　前記半導体装置は、部分的に被覆部で覆われた配線電極が形成されているフィルム基材
と、前記フィルム基材に実装された半導体素子とを備え、前記フィルム基材の少なくとも
一辺は、前記半導体素子が実装された面とは逆方向に、前記フィルム基材が折り返されて
、前記フィルム基材の前記半導体素子が実装されている面のうち、前記逆方向に折り返さ
れた部分において、前記被覆部から露出された領域が、前記透明電極に接合され、
　前記表示基板の表面を投影面とした前記半導体装置の正射影が、前記表示基板の表面に
おいて、前記透明基板が設けられた箇所以外で、かつ前記表示基板の領域内に納まってい
ることを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項４】
　隣接して設置された複数の前記半導体装置を備え、前記表示基板上に形成された連結用
配線を介して、隣り合う複数の前記半導体装置がそれぞれ接続されている請求項 または

に記載のディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記複数の半導体装置は、前記複数の半導体装置に共通な電源または、信号を伝送する
ための貫通用配線をそれぞれ備え、
　前記貫通用配線は、前記各半導体素子と前記各フィルム基材との間隙に設置されていて
、
　前記貫通用配線で伝送される、前記複数の半導体装置に共通な電源または、信号は、前
記連結用配線を介して隣り合う複数の前記半導体素子に順次伝送される請求項 に記載の
ディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記各貫通用配線は、前記各フィルム基材上に形成されている請求項 に記載のディス
プレイ装置。
【請求項７】
　前記各貫通用配線は、前記各半導体素子上に形成されている請求項 に記載のディスプ
レイ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はテープキャリア型半導体装置およびそれを備えたディスプレイ装置に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
液晶ディスプレイに代表される薄型の表示デバイスには、表示信号を入力するための駆動
用の半導体装置が用いられている。このような半導体装置には、薄型、多出力が要求され
、実装方法としては、チップ・オン・ガラス（以下ＣＯＧという）構造と、テープ・キャ
リア・パッケージ（以下ＴＣＰという）構造がある。
【０００３】
まず、ＣＯＧ構造の半導体装置について説明する。図２４はディスプレイ装置に実装され
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たＣＯＧ構造の半導体装置における断面図である。光源であるバックライト１１０に接続
された表示基板であるガラス基板１１１上には、透明基板である表示ガラス１０９が貼り
付けられている。ガラス基板１１１上で、表示ガラス１０９が設置されていない領域は、
半導体素子１０５の実装領域であり、透明電極１１２が形成されている。半導体素子１０
５の電極１０８が、突起電極であるバンプ１０６を介して透明電極１１２と接合される。
なお、半導体素子１０５と透明電極１１２との間には、導電性微粒子が配合された異方性
導電フィルム１１３があり、その導電性微粒子によって電極１０８と透明電極１１２とが
導通される。
【０００４】
次に、ＴＣＰ構造の半導体装置について説明する。ＴＣＰ構造の中でも特に、チップ・オ
ン・フィルム（以下ＣＯＦという）構造は、容易に折り曲げることができて使いやすいフ
ィルム基材を用いる。
【０００５】
ここでは、ＣＯＦ構造の半導体装置について説明する。図２５は、従来のＣＯＦ構造の半
導体装置の平面図である。図２６は、図２５のＤ－Ｄ′断面図である。
【０００６】
従来の半導体装置は、絶縁、可撓の性質を有するポリイミド等のフィルム基材１０２上に
、配線電極である導体リード１０４が形成され、半導体素子１０５が実装された構成であ
る。半導体素子１０５の電極１０８は、バンプ１０６を介して導体リード１０４と接合さ
れている。また、バンプ１０６の高さはさまざまであり、バンプ１０６がない構成でもよ
い。また、導体リード１０４には通常メッキが施されている。
【０００７】
半導体素子１０５とフィルム基材１０２との間隙や半導体素子１０５周辺は、表面保護や
半導体装置自身の強度確保のために封止樹脂１０７で覆われている。封止樹脂１０７が形
成された領域より外側には、ソルダーレジスト１０３が形成され、ソルダーレジスト１０
３が形成されていない箇所は、導体リード１０４が露出している。
【０００８】
導体リード１０４のうち、半導体素子１０５の電極１０８と電気的に接続された箇所を含
んでいる封止樹脂１０７で覆われている部分は、インナーリード１０４ａである。インナ
ーリード１０４ａは、フィルム基材１０２に密着している。したがって、曲がりを生じや
すいフライングリードが存在せず、導体リード１０４を薄膜化することができる。そのた
め、従来のＴＣＰ構造と比較すると導体リード１０４のエッチング性が向上し、より微細
な導体パターンを形成することができる。
【０００９】
また、導体リード１０４のうち、ソルダーレジスト１０３から露出した部分であるアウタ
ーリード１０４ｂ、１０４ｃは、ディスプレイ装置に実装される箇所である。
【００１０】
次にＣＯＦ構造の半導体装置の従来の実装状態を説明する。図２７はディスプレイ装置に
実装されたＣＯＦ構造の半導体装置における断面図である。図２７において、ディスプレ
イ装置は、バックライト１１０、ガラス基板１１１および表示ガラス１０９が順次積層さ
れている。ガラス基板１１１のバックライト１１０が設置されている側に、電源及び信号
を半導体装置に供給するためのＰＣＢ基板１１４が実装されている。ＣＯＦ構造の半導体
装置の一方のアウターリード１０４ｃと、ＰＣＢ基板１１４の電極１１５とが異方性導電
フィルム１１３を介して接合されている。また、フィルム基材１０２は、半導体素子１０
５が内側になるように折り曲げられ、他方のアウターリード１０４ｂは、ガラス基板１１
１の表示ガラス１０９側に形成された透明電極１１２に異方性導電フィルム１１３を介し
て接合されている。
【００１１】
このような構成で、ＰＣＢ基板１１４からの電源・信号は、アウターリード１０４ｃから
半導体素子１０５に入力され、半導体素子１０５での処理の後、アウターリード１０４ｂ
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から、透明電極１１２を介してガラス基板１１１に送られる。
【００１２】
従来のＣＯＦ構造の半導体装置の場合、ガラス基板１１１の片面から、他面側に、フィル
ム基材１０２を渡らせる構造であるため、フィルム長さが大きくなり、フィルムコストに
起因した半導体装置のコストが増大するという問題がある。また、同一の駆動ＩＣを複数
個搭載するため、これらに電源や半導体素子動作用の信号を供給するためのＰＣＢ基板１
１４が必要であり、ディスプレイ装置のコストが高くなるという問題もある。
【００１３】
また、上述した、ＣＯＧ構造の半導体装置の場合は、フィルムを用いていないため、フィ
ルムコストを排除できるが、半導体素子１０５とガラス基板１１１といったリジットな基
板同士をバンプ１０６によって接合するため、バンプ１０６の高さばらつきが生じ易く、
接合部のコンタクトが不安定となり接続不良が生じる可能性がある。また、ＡＣＦなどを
介して、半導体装置がガラス基板１１１上に直接実装される構成であるため、半導体素子
１０５の発熱の影響や半導体素子１０５とガラス基板１１１や異方性導電フィルム１１３
の熱膨張率差による機械的応力を受けやすく、半導体装置の実装箇所近傍において、表示
ムラなどの表示品質低下が発生するという問題がある。
【００１４】
なお、上述した以外のＣＯＦ構造の半導体装置については、以下の特許文献１～４に開示
されている。
【００１５】
【特許文献１】
特開平６－３４９８９８号公報
【００１６】
【特許文献２】
特開平１１－３５４５８９号公報
【００１７】
【特許文献３】
特開２０００－１９５８９８号公報
【００１８】
【特許文献４】
特開２００１－２３７２８０号公報
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
以上の問題点に鑑み、本発明の半導体装置およびディスプレイ装置によれば、低コストで
作成することができ、発熱の影響を抑えて、表示品質の劣化を防ぐことができるＣＯＦ構
造の半導体装置およびそれを用いたディスプレイ装置を提供することを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の 半導体装置は、部分的に被覆部で覆われた配線電極が形成されているフ
ィルム基材と、前記フィルム基材に実装された半導体素子とを備え、

外部機器に実装される半導体装置 、

前記フィルム基材の少なくとも一辺は、前記半導体素子が実装された面と
は逆方向に折り返されていて、前記フィルム基材の前記半導体素子が実装されている面の
うち、 前記被覆部から露出された領域の前記配
線電極が、前記 電極に接合され

。
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第１の
ガラス基板と表示ガ

ラスから構成された であって 前記外部機器は、前記ガ
ラス基板の表面に前記表示ガラスが設けられ、前記ガラス基板の表面の前記表示ガラスが
設けられた領域を除く部分に透明電極が形成され、前記半導体装置が前記外部機器へ実装
されたときに、

前記逆方向に折り返された部分において、
透明 、前記ガラス基板の表面から前記半導体装置の実装高

さは、前記表示ガラスの厚さよりも小さい
本発明の第２の半導体装置は、部分的に被覆部で覆われた配線電極が形成されているフ

ィルム基材と、前記フィルム基材に実装された半導体素子とを備え、ガラス基板と表示ガ



。
　

【００２１】
　また、本発明の ディスプレイ装置は、表示基板と、前記表示基板の表面に設けら
れた透明基板と、前記表示基板の表面に形成された透明電極と、前記透明電極に接合され
る半導体装置とを備えたディスプレイ装置において、前記透明電極は、前記表示基板の表
面において、前記透明基板が設けられた箇所以外の領域に形成されていて、前記半導体装
置は、部分的に被覆部で覆われた配線電極が形成されているフィルム基材と、前記フィル
ム基材に実装された半導体素子とを備え、前記フィルム基材の少なくとも一辺は、前記半
導体素子が実装された面とは逆方向に、前記フィルム基材が折り返されて、前記フィルム
基材の前記半導体素子が実装されている面のうち、

前記被覆部から露出された領域が、前記透明電極に接合され
。

　

。
【００２２】
【発明の実施の形態】
本発明の半導体装置は、フィルム基材上に半導体素子が実装された構成なので、容易に所
望の形に折り曲げることができるため、小容積化が可能であり、小スペースに設置するこ
とができる。また、この構造であれば、透明基板の両面を渡す必要がないので、フィルム
基材の面積を広くする必要はないため、半導体装置を低コストで作成することができる。
【００２３】
また、前記半導体素子は、突起電極を備え、前記突起電極を介して前記フィルム基材の前
記配線電極に接合される構成とすればよい。
【００２４】
　また、好ましくは、前記半導体素子が実装された面に、電子部品が実装された電子部品
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ラスから構成された外部機器に実装される半導体装置であって、前記外部機器は、前記ガ
ラス基板の表面に前記表示ガラスが設けられ、前記ガラス基板の表面の前記表示ガラスが
設けられた領域を除く部分に透明電極が形成され、前記半導体装置が前記外部機器へ実装
されたときに、前記フィルム基材の少なくとも一辺は、前記半導体素子が実装された面と
は逆方向に折り返されていて、前記フィルム基材の前記半導体素子が実装されている面の
うち、前記逆方向に折り返された部分において、前記被覆部から露出された領域の前記配
線電極が、前記透明電極に接合され、前記ガラス基板の表面を投影面とした前記半導体装
置の正射影が、前記ガラス基板の表面において、前記表示ガラスが設けられた箇所以外で
、かつガラス基板の領域内に納まっている

本発明の第３の半導体装置は、部分的に被覆部で覆われた配線電極が形成されているフ
ィルム基材と、前記フィルム基材に実装された半導体素子とを備え、外部機器に実装され
る半導体装置において、前記フィルム基材の少なくとも一辺は、前記半導体素子が実装さ
れた面とは逆方向に折り返されていて、前記フィルム基材の前記半導体素子が実装されて
いる面のうち、前記逆方向に折り返された部分において、前記被覆部から露出された領域
の前記配線電極が、前記外部機器の電極に接合され、前記半導体素子に密着する冷却装置
を備え、前記冷却装置は、前記半導体素子の前記フィルム基材とは逆側に設置されている
。

第１の

前記逆方向に折り返された部分におい
て、 、前記表示基板の表面か
らの前記半導体装置の実装高さは、前記透明基板の厚さよりも小さい

本発明の第２のディスプレイ装置は、表示基板と、前記表示基板の表面に設けられた透
明基板と、前記表示基板の表面に形成された透明電極と、前記透明電極に接合される半導
体装置とを備えたディスプレイ装置において、前記透明電極は、前記表示基板の表面にお
いて、前記透明基板が設けられた箇所以外の領域に形成されていて、前記半導体装置は、
部分的に被覆部で覆われた配線電極が形成されているフィルム基材と、前記フィルム基材
に実装された半導体素子とを備え、前記フィルム基材の少なくとも一辺は、前記半導体素
子が実装された面とは逆方向に、前記フィルム基材が折り返されて、前記フィルム基材の
前記半導体素子が実装されている面のうち、前記逆方向に折り返された部分において、前
記被覆部から露出された領域が、前記透明電極に接合され、前記表示基板の表面を投影面
とした前記半導体装置の正射影が、前記表示基板の表面において、前記透明基板が設けら
れた箇所以外で、かつ前記表示基板の領域内に納まっている



実装領域を備え、前記電子部品実装領域が、前記フィルム基材の前記半導体素子が実装さ
れた面の逆方向に折り返され、前記電子部品が、前記フィルム基材の前記半導体素子が実
装された面の 裏面側に配置される。それにより
、電子部品が設置されても半導体装置全体の実装スペースが変化することがなく、半導体
装置が大型化することがない。
【００２５】
また、前記電子部品は、抵抗部品およびコンデンサ部品の少なくとも１つを含むようにす
ればよい。
【００２６】
また、好ましくは、前記折り返されている前記フィルム基材の撓んでいる箇所の内側に、
窪みまたは貫通孔が設けられている。それにより、フィルム基材は、容易に折り曲げるこ
とができるようになるため、実装後の半導体装置の高さを低くすることができ、半導体装
置を小型化することができる。
【００２７】
また、好ましくは、前記半導体素子に密着する放熱部材を備え、前記放熱部材は、前記半
導体素子の前記フィルム基材とは逆側に設置されている。それにより、半導体素子が発熱
することを抑制し、表示基板への熱による影響を抑制し、表示の乱れを防ぐことができる
。また、熱膨張率差による機械的応力の影響も防ぐことができる。
【００２８】
　ま 記半導体素子に密着する を備え、前記

は、前記半導体素子の前記フィルム基材とは逆側に設置されている。それにより、半
導体素子が発熱することを抑制し、表示基板への熱による影響を抑制し、表示の乱れを防
ぐことができる。また、熱膨張率差による機械的応力の影響も防ぐことができる。
【００２９】
また、好ましくは、前記折り返されている前記フィルム基材で囲まれた領域に、断熱層が
形成されている。それにより、表示基板への熱による影響を抑制し、表示の乱れを防ぐこ
とができる。また、熱膨張率差による機械的応力の影響も防ぐことができる。
【００３０】
また、好ましくは、前記折り返されている前記フィルム基材で囲まれた領域に、冷却装置
が設置されている。それにより、表示基板への熱による影響を抑制し、表示の乱れを防ぐ
ことができる。また、熱膨張率差による機械的応力の影響も防ぐことができる。
【００３１】
また、本発明のディスプレイ装置は、前述の半導体装置を実装しているので、低コストで
製造できる。さらに、半導体素子の熱による影響は抑制されるので、表示の乱れ等が生じ
ない。
【００３２】
　ま 記半導体装置を前記透明電極に接合した場合
の、前記表示基板の表面からの前記半導体装置の実装高さは、前記透明基板の厚さよりも
小さい。それにより、半導体装置によって、ディスプレイ装置の厚みが大きくなることは
ない。
【００３３】
　ま 記半導体装置を前記透明電極に接合した場合
の、前記表示基板の表面を投影面とした前記半導体装置の正射影が、前記表示基板の表面
において、前記透明基板が設けられた箇所以外で、かつ 表示基板の領域内に納まって
いる。それにより、ディスプレイ装置の平面寸法が大きくなることはない。
【００３４】
また、好ましくは、隣接して設置された複数の前記半導体装置を備え、前記表示基板上に
形成された連結用配線を介して、隣り合う複数の前記半導体装置がそれぞれ接続されてい
る。それにより、電源および信号等を、隣り合う複数の半導体装置に順次伝送していくこ
とができる。
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うち、前記半導体素子が実装された部分の

た、前記第３の半導体装置は、前 冷却装置 冷却
装置

た、前記第１のディスプレイ装置は、前

た、前記第２のディスプレイ装置は、前

前記



【００３５】
また、好ましくは、前記複数の半導体装置は、前記複数の半導体装置に共通な電源または
、信号を伝送するための貫通用配線をそれぞれ備え、前記貫通用配線は、前記各半導体素
子と前記各フィルム基材との間隙に設置されていて、前記貫通用配線で伝送される、前記
複数の半導体装置に共通な電源または、信号は、前記連結用配線を介して隣り合う複数の
前記半導体素子に順次伝送される。それにより、入力された電源・信号を伝送し、そのま
ま出力することができる貫通用配線を新たに設置スペースを増やすことなく設置すること
ができる。そのため、ＰＣＢ基板を用いる必要がない。
【００３６】
また、前記各貫通用配線は、前記各フィルム基材上に形成されてもよい。
【００３７】
また、好ましくは、前記各貫通用配線は、前記各半導体素子上に形成されている。それに
より、入力時にはフィルム基材上に設置された配線を、貫通用配線として、半導体素子上
にまわしてくるので、その際に、配線の位置を変更することができる。そのため、配線レ
イアウトの自由度が高くなる。
【００３８】
以下、本発明のさらに具体的な実施形態について説明する。
【００３９】
（実施の形態１）
本発明の実施の形態１に係る半導体装置およびディスプレイ装置について、図を用いて説
明する。
【００４０】
図１は、実施の形態１の半導体装置の平面図であり、図２は図１のＡ－Ａ′断面図である
。半導体装置１ａは、絶縁、可撓の性質を有するポリイミド等のフィルム基材２上に、銅
等の金属箔で形成された配線電極である導体リード４が形成され、半導体素子５が実装さ
れた構造である。半導体素子５の金属電極８は、突起電極であるバンプ６を介して導体リ
ード４と接続されている。なお、バンプ６の高さはさまざまであり、バンプ６がない構成
でもよい。また、導体リード４には通常メッキが施されている。
【００４１】
半導体素子５とフィルム基材２との間隙や半導体素子５の金属電極８周辺は、表面保護や
半導体装置１ａ自身の強度確保のために封止樹脂７で覆われている。封止樹脂７が形成さ
れた領域より外側には、被覆部であるソルダーレジスト３が形成され、導体リード４の一
部を覆っている。ソルダーレジスト３が形成されていない箇所は、導体リード４が露出し
ている。
【００４２】
導体リード４のうち、半導体素子５の金属電極８と電気的に接続された箇所を含んでいる
封止樹脂７で覆われていて、フィルム基材２に密着している部分は、インナーリード４ａ
である。また、導体リード４のうち、ソルダーレジスト３から露出した部分は、アウター
リード４ｂであり、ディスプレイ装置との実装箇所である。図１に示されているように、
さらに、アウターリード４ｂには、折れ曲がって配置されている入力用配線４１ａと出力
用配線４１ｂおよび直線形状である表示信号配線４２がある。
【００４３】
図１および図２は、フィルム基材２が平らな状態を示しているが、半導体装置１ａを実装
する場合には、フィルム基材２を折り曲げた状態で実装する。次に、本発明の実施の形態
１に係るディスプレイ装置について説明する。図３は本発明の実施の形態１に係る半導体
装置の実装について説明するための断面図である。
【００４４】
図３に示しているように、具体的には、半導体装置１ａの形状は、半導体素子５が設置さ
れた面とは反対側にフィルム基材２が折り返され、フィルム基材２どうしが接近し、アウ
ターリード４ｂが形成された面が、半導体素子５が設置された面とは反対側を向くような
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形状である。
【００４５】
図３において、半導体装置１ａが実装されているディスプレイ装置は、例えば、バックラ
イト１０、表示基板であるガラス基板１１および透明基板である表示ガラス９が順次積層
された構造である。なお、ＥＬ素子等の発光素子を用いたディスプレイ装置であれば、バ
ックライト１０は不要である。
【００４６】
ガラス基板１１の表示ガラス９側に形成された透明電極１２上に異方性導電フィルム１３
等が形成され、半導体装置１ａが実装される。前述したように、半導体装置１ａは、フィ
ルム基材２が半導体素子５側とは逆方向に折り返された形状である。半導体装置１ａのア
ウターリード４ｂと表示ガラス９の透明電極１２が、異方性導電フィルム１３を介して接
合され、電気的に接続されている。
【００４７】
このようにして、半導体装置１ａが実装された場合に、半導体装置１ａの上面（半導体素
子５の上面）が、表示ガラス９の上面よりも下側になるようにすることが好ましい。つま
り、半導体装置１ａと、異方性導電フィルム１３および透明電極１２との厚さ方向の距離
である実装高さ１６が、表示ガラス９の厚さ１７よりも小さいことが好ましい。また、ガ
ラス基板１１上に形成された実装領域の幅３３よりも、実装された半導体装置１ａの幅の
方が小さいことが好ましい。したがって、半導体装置１ａをディスプレイ装置に実装して
も、半導体装置１ａがガラス基板１１や表示ガラス９の端面および表面で囲まれた空間に
格納されるので、ディスプレイ装置が半導体装置１ａが実装されることによって大きくな
ることはない。
【００４８】
具体的には、表示ガラス９の厚みは４００μｍ～５００μｍ程度である。また、半導体装
置１ａの実装高さ１６は１００μｍ～４００μｍ程度である。表示ガラス９の厚さ１７は
、ディスプレイ装置の表示サイズや、セット用途によって選択され、半導体装置１ａの実
装高さ１６は半導体素子５やフィルム基材２の厚みなどを考慮して選択される。
【００４９】
半導体装置１ａは、フィルム基材２上に半導体素子５が実装された構成なので、容易に所
望の形に折り曲げることができるため、小容積化が可能であり、小スペースに設置するこ
とができる。また、フィルム基材２は、フィルムであるため、容易に折り曲げができ、厚
さを薄くすれば、さらに容易に折り曲げることができる。また、半導体装置１ａの実装箇
所は一つであり、ガラス基板１１の両面に半導体装置１ａを渡す必要がないので、フィル
ム基材２の面積を大きくする必要はなく、半導体装置１ａを低コストで作成することがで
きる。また、実施の形態１のディスプレイ装置は、実施の形態１の半導体装置１ａを用い
て構成されていることから、ディスプレイ装置全体のコストも低下させることができる。
【００５０】
また、折り曲げられたフィルム基材２の持つ反発力によって、接近しているフィルム基材
２どうしは密着せずに間隙３４を形成する。したがって、間隙３４に空気が存在すること
となり、半導体素子５が発熱しても空気が断熱材となり、ガラス基板１１に熱を伝えにく
くし、半導体素子５とガラス基板１１や異方性導電フィルム１３の熱膨張率差による機械
的応力を受けやすく、半導体装置１ａの実装箇所近傍において、表示ムラなどの表示品質
低下を防ぐことができる。
【００５１】
このようなディスプレイ装置において、電源および半導体素子の信号等は、入力用配線４
１ａから半導体素子５に入力され、半導体素子出力された表示信号は、表示信号配線４２
を経由してガラス基板１１に出力され、画像等の表示が行われる。また、入力用配線４１
ａから入力された電源および半導体素子の信号等のうち半導体素子５に入力されなかった
信号等は、出力用配線４１ｂから半導体装置１ａの外部に出力される。
【００５２】
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図４は実施の形態１に係るディスプレイ装置の平面図であり、図で示しているように、半
導体装置１ａは、通常、ガラス基板１１上に連続して複数個実装されている。実施の形態
１のディスプレイ装置においては、実装された全ての半導体装置１ａの電源および半導体
素子の信号等は、複数個設置されたうちの最端部に設置された半導体装置１ａにのみ入力
されるので、半導体装置１ａごとにＰＣＢ基板を備える必要がない。最端部の半導体装置
１ａに入力される電源および信号等は、図１に示している入力用配線４１ａによって半導
体装置１ａに入力される。図１に示した表示信号配線４２からの表示信号は、ガラス基板
１１上の配線４３に伝送される。また、半導体素子５に入力されなかった信号等は、図１
に示している出力用配線４１ｂから半導体装置１ａの外部に出力される。図４に示してい
るように、出力された電源および信号は、隣に設置されている半導体装置１ａに、ガラス
基板１１上に設置されている連結用配線２０を介して送られる。隣に設置された半導体装
置１ａでは、同様に、入力用配線４１ａからその電源および信号等を受け、半導体素子５
を動作させ、それ以外の信号等を連結用配線２０を介して隣の半導体装置１ａに伝送する
。このようにして、電源および信号が、直列的に、連続して配置された半導体装置１ａに
順次伝達されていき、表示面全体の半導体装置１ａが動作される。
【００５３】
図５は、実施の形態１に係る半導体装置の配線を模式的に示す平面図である。フィルム基
材２に実装された半導体素子５には、表示信号配線４２と、入力用配線４１ａと、出力用
配線４１ｂとが接続されている。さらに、貫通用配線２１が半導体装置１ａ内に設置され
ている。貫通用配線２１は、連続して配置された各半導体装置１ａに共通な電源および、
信号等を、入力用配線４１ａから出力用配線４１ｂに伝送するための配線である。貫通用
配線２１は、半導体素子５とフィルム基材２の間隙に配置され、入力用配線４１ａと接続
されて、各半導体装置１ａに共通な電源および、信号等を出力用配線４１ｂに伝送する。
【００５４】
図６は、図５のＢ－Ｂ′矢視断面図である。フィルム基材２の上面にインナーリード４ａ
が形成され、インナーリード４ａと半導体素子５の金属電極８とは、バンプ６を介して接
続されている。半導体素子内配線２３は半導体素子５上に設置され、表面保護膜２２によ
って覆われて保護されている。各半導体装置１ａに共通な電源および、信号等を伝送する
ための貫通用配線２１は、フィルム基材２上に形成されている。このように、貫通用配線
２１を設置することで、隣合って設置された半導体装置１ａ間の共通な電源および、信号
等の受け渡しを行なうことができる。
【００５５】
また、図７は、図６の半導体装置とは異なる半導体装置の図５のＡ－Ａ′矢視断面図であ
る。図７で示しているように、貫通用配線２１は、半導体素子内配線２３と同様に、半導
体素子５上に設置されている。そのため、図５に示しているように、フィルム基材２に設
置された入力用配線４１ａと半導体素子５に設置された貫通用配線２１とが接続される構
成となる。例えば、フィルム基材２の内側に設置された入力用配線４１ａを、外側に配置
された貫通用配線２１に接続すること等ができる。したがって、３次元的に配線を配置す
ることができ、レイアウトの自由度が増す。
【００５６】
以上のように、半導体装置１ａは、入力用配線４１ａから入力された各半導体装置１ａに
共通な電源および、信号等を、貫通用配線２１によって出力用配線４１ｂに伝送すること
ができる。それにより、図４に示すように、ガラス基板１１上に複数の半導体装置１ａを
連続に設置したディスプレイ装置は、最端部に設置された半導体装置１ａのみに、電源お
よび信号を供給すればよく、従来の半導体装置のように、個々の半導体装置１ａについて
ＰＣＢ基板を設置する必要がない。それにより、ディスプレイ装置の小型化および作成に
おけるコストダウンが可能である。
【００５７】
また、図８は、本発明の実施の形態１に係る他のディスプレイ装置の断面図である。半導
体装置１に、例えば、コンデンサや抵抗部品等の電子部品１８を備える場合は、図８に示
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しているように、実装面となるアウターリード４ｂおよび半導体素子５が形成されている
箇所以外に、ソルダーレジスト３を貫通して、電子部品１８を導体リード４に半田等によ
り接合すればよい。なお、その場合は、フィルム基材２を折り曲げることによって、電子
部品１８がはずれたり、接合不良が生じたりしないように、電子部品１８の実装する方向
および位置を考慮することが望ましい。
【００５８】
半導体装置１ａにおいて、上述したフィルム基材２の厚みは、０μｍよりも大きく、５０
μｍ以下とすることが好ましい。それにより、フィルム基材２の折り曲げ形状が適切に形
成することができる。例えば、厚みが３８μｍと７５μｍのフィルム基材を比較した結果
、厚みが３８μｍの場合の折り曲げ角度が３０度であり、厚みが７５μｍの場合は６０度
程度であった。つまり、３８μｍの方が、２倍の曲がりやすさを持っている。フィルム基
材２の厚みが５０μｍより厚くなると、折り曲げた後の反発力が大きくなる。半導体装置
の実装高さを低くするためには、フィルム基材２が折り曲げやすい方がよいため、フィル
ム基材２の厚みが５０μｍ以下であれば、半導体装置１ａの実装高さは安定して低くする
ことができる。
【００５９】
また、導体リード４の厚みは、３μｍ以上であり１２μｍ以下に設定することが好ましい
。それにより、フィルム基材２を折り曲げた場合にも、柔軟に導体リード４が屈曲し、フ
ィルム基材２の折り曲げ形状を適切に形成することができる。
【００６０】
例えば、導体リード４の厚みを、１２μｍを超えた値の１５μｍに設定すると、導体リー
ド４の折れ曲がっている箇所の内周と外周の曲率差が過大となり、導体リード４の外周表
面にクラックが発生しやすくなり、導体リード４が断線する可能性がある。厚みが１５μ
ｍと１２μｍの導体リード４を繰り返し折り曲げ試験により比べてみると、厚さが１５μ
ｍの方が、断線までの折り曲げ回数が７０％程度減少してしまう。つまり、配線の折り曲
げ耐性が低下してしまう。
【００６１】
また、導体リード４は、１～２μｍの表面粗さや形状のばらつきを有しているため、厚み
が３μｍより小さい場合には機械的強度が安定せず、場合によっては極度に強度が低下し
て、折り曲げることで断線するおそれがある。したがって、導体リード４の厚みを３μｍ
以上であり１２μｍ以下に設定することが好ましい。
【００６２】
半導体素子５の厚みを５０μｍ以上であり、３５０μｍ以下に設定することが好ましい。
それにより、図３に示している、半導体装置１ａをガラス基板１１に実装高さ１６が４０
０μｍ以下となる。表示ガラス９の厚さ１７は、４００μｍより薄くすると強度が極端に
低くなり、搬送過程において割れてしまう等の不具合が生じる。したがって、表示ガラス
９の厚さ１７は薄くても４００μｍである。そのため、半導体装置１ａを表示ガラス９の
厚み１７内に格納することができる。一方、半導体素子５の厚みが５０μｍ未満になると
、半導体素子５の回路を形成している拡散層に対して、チップ厚みを決めるシリコンウエ
ハの裏面研削加工の加工ひずみが影響して半導体素子５の回路特性に悪影響を生じる可能
性がある。
【００６３】
次に、半導体装置１ａの寸法について説明する。図９は、打ち抜き前のフィルム基材に形
成された複数の半導体装置の平面図である。ＣＯＦ構造の半導体装置は、フープ状の一続
きのフィルム基材６１上に、導体リード４や半導体素子５やソルダーレジスト３や封止樹
脂７等を連続して形成していき、一続きのフィルム基材６１上に複数の半導体装置１ａを
連続して形成する。次に、一続きのフィルム基材６１から、各半導体装置１ａを打ち抜く
。
【００６４】
この一続きのフィルム基材６１の幅６２およびスプロケットホール３２の１ピッチ６３は
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、規格で決まっている。スプロケットホール３２は、半導体装置１ａの各製造工程におい
て、一続きのフィルム基材６１を搬送する際の送りの治具の爪を引っかけるためのもので
ある。スプロケットホール３２の１ピッチ６３は規格で決まっており、４．７５ｍｍが一
般的である。
【００６５】
半導体装置１ａの長さ６４は、図３で示しているガラス基板１１上に形成された半導体装
置１ａの実装領域の幅３３の２倍の長さ程度とすればよい。ただし、一般的には半導体装
置１ａの長さはスプロケットホール３２の１ピッチの整数倍で形成される。そこで、半導
体装置１ａの長さ６４は、スプロケットホール３２の間隔の最小単位である４．７５ｍｍ
以上である。また、半導体装置１ａの長さ６４は、実装領域の幅３３の２倍以上であって
、その値に最も近い４．７５ｍｍの整数倍の長さ以下とすればよい。
【００６６】
例えば半導体素子５の、フィルム基材２に対する長さ６４方向の大きさが３ｍｍ程度であ
れば、ガラス基板１１の実装面の幅は、半導体素子５に封止領域を加算した長さとなり、
６ｍｍ程度必要となる。この場合、半導体装置１ａの長さは、折返しを考慮するとガラス
基板１１に実装される半導体装置１ａの長さの２倍程度必要であり、６ｍｍ×２＝１２ｍ
ｍとなる。さらに半導体装置１ａの電気的な検査をするためのプローブ針コンタクトパッ
ドが配置される為、このパッド高さが２ｍｍ程度必要となる。よって、フープ状の連続し
た半導体装置一つの必要最小限の長さは１２ｍｍ＋２ｍｍ＝１４ｍｍとなる。しかし、一
般的にはフープ状の連続した半導体装置１ａの長さ６４はスプロケットホール３２の１ピ
ッチの整数倍で形成される。したがって、スプロケットホール３２の１ピッチの２倍であ
る９．５ｍｍでは不足となり、スプロケットホール３２の１ピッチの３倍である１４．２
５ｍｍが必要となる。
【００６７】
　なお、図３に示しているように、半導体素子５の幅が大きい場合は、半導体素子５の実
装箇所は、フィルム基材２の折り返し箇所（撓んでいる箇所）以外としている。しかし、
半導体装置５の幅が十分に小さい場合は、図 の電子部品１８と同様に、例えば、フィル
ム基材２の折り返し箇所に半導体素子５を実装することもできる。図 は、実施の形態
１に係るさらに他のディスプレイ装置の断面図を示している。例えば、図 に示すよう
に、フィルム基材２の折り返し箇所に、半導体素子５が実装される構造の半導体装置１ｂ
をディスプレイ装置に実装してもよい。
【００６８】
（実施の形態２）
本発明の実施の形態２に係る半導体装置およびディスプレイ装置について図を用いて説明
する。図１１は本発明の実施の形態２に係る半導体装置の平面図である。実施の形態２の
半導体装置１ｃは、実施の形態１の半導体装置１ａに、アウターリード４ｂが形成されて
いる領域の両端に電子部品実装領域２ａが設けられている構造である。
【００６９】
図１１で示されているように、電子部品実装領域２ａは、導体リード４を覆うようにソル
ダーレジスト３が形成された箇所である。電子部品実装領域２ａ上には、例えば、コンデ
ンサや抵抗部品等の電子部品１８が実装されている。電子部品１８は、ソルダーレジスト
３を貫通して、導体リード４に半田等により接合されている。
【００７０】
このような半導体装置１ｃの実装について図を用いて説明する。図１２は本発明の実施の
形態２に係るディスプレイ装置の断面図である。また、図１３は、図１２のＣ－Ｃ′矢視
断面図である。半導体装置１ｃを実装する場合には、まず、電子部品実装領域２ａが、半
導体素子５が設置された面とは反対側に折り返される。その状態で、さらに、半導体素子
５が設置された面とは反対側にフィルム基材２が折り返され、フィルム基材２どうしが接
近し、アウターリード４ｂが形成された面が、半導体素子５が設置された面とは反対側を
向いている。なお、図１２および図１３においては、見やすさを考慮して、電子部品実装
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領域２ａのうち電子部品１８が設置されている付近の領域しか図示していない。
【００７１】
このような形状とすることで、フィルム基材２によって形成された間隙３４に、折り込ま
れた電子部品実装領域２ａに実装された電子部品１８が設置されることになる。したがっ
て、電子部品１８はすでにある間隙３４に配置されるので、あらたに、半導体装置１ｃが
大型化しない。つまり、電子部品１８を設けた場合でも、半導体装置１ｃの実装に必要な
領域が増えることはない。
【００７２】
なお、フィルム基材２の折り返しは、一度だけでなく複数回繰り返してもよい。半導体装
置１ｃに形成された間隙３４か、隣接する半導体装置に干渉しない領域に、電子部品１８
を実装したフィルム基材２を折り込めばよい。それにより、各電子部品１８の実装スペー
スを効率的に設けることができる。
【００７３】
（実施の形態３）
次に、本発明の実施の形態３に係る半導体装置およびディスプレイ装置について説明する
。図１４は本発明の実施の形態３に係るディスプレイ装置の断面図である。実施の形態３
は、実施の形態１において図３に示したように半導体装置１ａを実装したディスプレイ装
置であって、ディスプレイ装置の筐体２５と半導体素子５の裏面とが密着する構成である
。なお、ディスプレイ装置において、バックライトの図示は省略している。筐体２５は、
すでにディスプレイ装置に備えられている部品で適当なものを用いればよい。また、筐体
２５は、アルミ等の熱伝導性の高いものが好ましい。このような構成とすることで、半導
体素子５の動作時に発生する熱は、筐体２５に伝導して放熱される。それにより、半導体
素子５の発熱による影響である、半導体装置の実装箇所近傍における表示品質低下を防ぐ
ことができる。
【００７４】
さらに、図１５に示しているように、半導体素子５の裏面と筐体２５との間に、熱伝導性
の高い熱伝播材料２６を介在させることが好ましい。熱伝播材料２６としては、例えば、
放熱シリコーンゴム等を用いればよい。それにより、さらに、半導体素子５からの放熱性
が高くなり、半導体素子５の発熱による表示品質の劣化を防ぐことができる。
【００７５】
なお、図１４、図１５では、実施の形態１に係る半導体装置１ａを実装した構成を示した
が、半導体装置１ａの代りに、実施の形態２に係る半導体装置１ｃを実装した構成として
もよい。
【００７６】
（実施の形態４）
本発明の実施の形態４に係る半導体装置およびディスプレイ装置について説明する。図１
６は本発明の実施の形態４に係るディスプレイ装置の断面図である。実施の形態４の半導
体装置は、半導体素子５の裏面に、冷却装置２７が密着設置されている。冷却装置２７は
、強制冷却機能を持った装置で、例えば、ペルチェ素子等を用いて構成することができる
。このような構成にすることで、半導体素子５を強制的に冷却することができ、半導体素
子５が高温になることを防ぐことができる。それにより、半導体素子５で発生した熱によ
り起こる表示ムラなどの表示品質低下も防ぐことができる。
【００７７】
また、図１７に示されているように、半導体素子５の裏面に筐体２５を密着させ、筐体２
５に冷却装置を密着させて、半導体素子５から熱を吸収して放熱する筐体２５を強制的に
冷却することで、半導体素子５の発熱を抑えることができる。
【００７８】
なお、図１６、図１７では、実施の形態１に係る半導体装置１ａを実装した構成を示した
が、半導体装置１ａの代りに、実施の形態２に係る半導体装置１ｃを実装した構成として
もよい。
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【００７９】
（実施の形態５）
次に、本発明の実施の形態５に係る半導体装置およびディスプレイ装置について説明する
。図１８は本発明の実施の形態５に係るディスプレイ装置の断面図である。実施の形態５
は、図３に示している実施の形態１のディスプレイ装置と同様の構成であるが、折り曲げ
られたフィルム基材２が互いに接近して、形成されている間隙３４に断熱層２８を形成し
ている。断熱層２８を形成することで、半導体素子５で発生した熱が、ガラス基板１１に
伝播しにくくすることができる。それにより、半導体素子５からの熱がガラス基板１１に
は伝わりにくくなるため、表示ムラなどの表示品質低下を防ぐことができる。
【００８０】
断熱層２８は、熱伝導率の低い材料とすればよく、例えば、ガラス繊維等からなる断熱性
材料とすればよい。また、断熱層２８の代りに、間隙３４に冷却装置を設置してもよく、
それにより、ガラス基板１１への熱の影響を抑制することができる。
【００８１】
また、図１９に示しているように、冷却装置２７を備えた筐体２５が半導体素子５の裏面
に密着し、さらに、筐体２５の一部が間隙３４に延設される構成としてもよい。
【００８２】
なお、図１８、図１９では、実施の形態１に係る半導体装置１ａを実装した構成を示した
が、半導体装置１ａの代りに、実施の形態２に係る半導体装置１ｃを実装した構成として
もよい。
【００８３】
（実施の形態６）
本発明の実施の形態６に係る半導体装置およびディスプレイ装置について説明する。図２
０は本発明の実施の形態６に係る半導体装置の断面図である。図２０に示すように、実施
の形態６にかかる半導体装置１ｄは、図１に示している実施の形態１の半導体装置１ａの
フィルム基材２の実装時に撓む箇所に、窪み３０を設けた構成である。図２１は本発明の
実施の形態６に係るディスプレイ装置の断面図であって、実施の形態６のディスプレイ装
置は、ガラス基板１１に半導体装置１ｄを実装した構成である。
【００８４】
このように、フィルム基材２の折り曲げ箇所の内側に窪み３０を設けることで、フィルム
基材２の折り曲げに対する反発力が低下する。反発力はフィルム基材２を折り曲げた時の
外側表面で最大となる伸びに対して発生する収縮力と、内側表面で最大となる圧縮に対し
て発生する膨張力から生じる。したがって、フィルム基材２の表面に窪み３０を設けて厚
みを薄くした場合は折り曲げ周率が小さくなるため、折り曲げに対する反発力が小さくな
る。それにより、容易に折り曲げることができるので、実装後の半導体装置１ｄの高さを
低くすることができる。そのため、半導体装置１ｄの容積を小さくして、半導体装置１ｄ
の設置スペースを小さくして、半導体装置１ｄを小型化することができる。
【００８５】
また、図２２および図２３に示しているように、フィルム基材２の実装時に撓む箇所に、
窪みではなく、貫通孔３１を設けた半導体装置１ｅも、本発明の実施形態である。このよ
うに、貫通孔３１を形成した場合も、反発力を発生するフィルム基材２の表面積が減少す
るため反発力が小さくなる。それにより、実装時の半導体装置１ｅの容積を小さくするこ
とができる。
【００８６】
なお、窪み３０および貫通孔３１は、例えば、エッチングまたはプレス等の機械加工によ
って設ければよい。
【００８７】
なお、実施の形態３～５のディスプレイ装置において、半導体装置１ａの代りに、実施の
形態６の半導体装置１ｄ、１ｅを実装する構成としてもよい。
【００８８】
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なお、実施の形態１～６で示した半導体装置１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅは、ＳＩＰ（
システムインパッケージ）等の様々なモジュールを実現することができる。そのため、半
導体装置１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅは、ディスプレイ装置だけでなく、例えば、小型
薄型が要求される携帯電話やＰＤＡ等の携帯機器の基板に同様にして実装することができ
る。
【００８９】
なお、実施の形態１～６で具体的に示した、部品の材料や、構造は、あくまでも一例であ
り、本発明はこれらの具体例のみに限定されるものではない。
【００９０】
【発明の効果】
本発明の半導体装置およびディスプレイ装置によれば、低コストで作成することができ、
発熱の影響を抑えて、表示品質の劣化を防ぐことができるＣＯＦ構造の半導体装置および
それを用いたディスプレイ装置を実現する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１に係る半導体装置の平面図
【図２】　図１のＡ－Ａ′断面図
【図３】　本発明の実施の形態１に係る半導体装置の実装について説明するための断面図
【図４】　本発明の実施の形態１に係るディスプレイ装置の平面図
【図５】　本発明の実施の形態１に係る半導体装置の配線を模式的に示す平面図
【図６】　図５のＢ－Ｂ′矢視断面図
【図７】　図６とは異なる半導体装置における図５のＢ－Ｂ′矢視断面図
【図８】　本発明の実施の形態１に係る他のディスプレイ装置の断面図
【図９】　打ち抜き前のフィルム基材に形成された複数の半導体装置の平面図
【図１０】　本発明の実施の形態１に係るさらに他のディスプレイ装置の断面図
【図１１】　本発明の実施の形態２に係る半導体装置の平面図
【図１２】　本発明の実施の形態２に係るディスプレイ装置の断面図
【図１３】　図１２のＣ－Ｃ′矢視断面図
【図１４】　本発明の実施の形態３に係るディスプレイ装置の断面図
【図１５】　本発明の実施の形態３に係る他のディスプレイ装置の断面図
【図１６】　本発明の実施の形態４に係るディスプレイ装置の断面図
【図１７】　本発明の実施の形態４に係る他のディスプレイ装置の断面図
【図１８】　本発明の実施の形態５に係るディスプレイ装置の断面図
【図１９】　本発明の実施の形態５に係る他のディスプレイ装置の断面図
【図２０】　本発明の実施の形態６に係る半導体装置の断面図
【図２１】　本発明の実施の形態６に係るディスプレイ装置の断面図
【図２２】　本発明の実施の形態６に係る他の半導体装置の断面図
【図２３】　本発明の実施の形態６に係る他のディスプレイ装置の断面図
【図２４】　ディスプレイ装置に実装されたＣＯＧ構造の半導体装置における断面図
【図２５】　従来のＣＯＦ構造の半導体装置の平面図
【図２６】　従来のＣＯＦ構造の半導体装置の断面図
【図２７】　ディスプレイ装置に実装されたＣＯＦ構造の半導体装置における断面図
【符号の説明】
１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅ　半導体装置
２　　　　　フィルム基材
２ａ　　　　電子部品実装領域
３　　　　　ソルダーレジスト
４　　　　　導体リード
４ａ　　　　インナーリード
４ｂ　　　　アウターリード
５　　　　　半導体素子
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６　　　　　バンプ
７　　　　　封止樹脂
８　　　　　金属電極
９　　　　　表示ガラス
１０　　　　バックライト
１１　　　　ガラス基板
１２　　　　透明電極
１３　　　　異方性導電フィルム
１６　　　　実装高さ
１７　　　　表示ガラスの厚さ
１８　　　　電子部品
２０　　　　連結用配線
２１　　　　貫通用配線
２２　　　　表面保護膜
２３　　　　半導体素子内配線
２５　　　　筐体
２６　　　　熱伝播材料
２７　　　　冷却装置
２８　　　　断熱層
３０　　　　窪み
３１　　　　貫通孔
３２　　　　スプロケットホール
３３　　　　実装領域の幅
３４　　　　間隙
４１ａ　　　入力用配線
４１ｂ　　　出力用配線
４２　　　　表示信号配線
４３　　　　配線
６１　　　　一続きのフィルム基材
６２　　　　一続きのフィルム基材の幅
６３　　　　スプロケットホールの１ピッチ
６４　　　　半導体装置の長さ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(16) JP 3908671 B2 2007.4.25



【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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