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(57)【要約】
【課題】テープキャリアパッケージ（ＴＣＰ）が切り出
される前のキャリアテープの搬送・位置決めを容易にす
る。
【解決手段】配線基板（１０）は、配線基板（１０）の
表面から裏面までを貫通する複数の第１貫通孔（１００
）及び複数の第２貫通孔（１００）を含み、複数の第１
貫通孔のそれぞれは配線基板（１０）の一方の短辺に沿
って等間隔で配置され、複数の第２貫通孔のそれぞれは
配線基板（１０）の他方の短辺に沿って等間隔で配置さ
れ、複数の第1貫通孔のそれぞれは複数の第２貫通孔の
それぞれと対向して配置される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形状である半導体チップと、
　前記半導体チップが搭載された配線基板と、
を備え、
　前記半導体チップは、表面、第１長辺、前記第１長辺とは反対側に位置する第２長辺、
前記第１および第２長辺と交差する第１短辺、前記第１短辺とは反対側に位置し、前記第
１および第２長辺と交差する第２短辺、並びに前記表面上に形成された複数の電極、を有
し、
　前記配線基板は、前記半導体チップが搭載された主面、前記主面の反対側の裏面、前記
半導体チップの外側に配置され、前記半導体チップの前記第１長辺と実質的に平行に延在
する第３長辺、前記半導体チップの外側に配置され、前記半導体チップの前記第２長辺と
実質的に平行に延在する第４長辺、前記半導体チップの前記第１短辺と実質的に平行に延
在する第３短辺、及び前記半導体チップの外側に配置され、前記半導体チップの前記第２
短辺と実質的に平行に延在する第４短辺、を有し、
　前記半導体チップは、前記半導体チップの前記表面と前記配線基板の前記主面とが対向
するように前記配線基板上に搭載され、
　前記配線基板は、前記表面から前記裏面までを貫通する複数の第１貫通孔および複数の
第２貫通孔を含み、
　前記複数の第１貫通孔のそれぞれは、前記配線基板の前記第３短辺に沿って等間隔で配
置され、
　前記複数の第２貫通孔のそれぞれは、前記配線基板の前記第４短辺に沿って等間隔で配
置され、
　前記複数の第1貫通孔のそれぞれは、前記複数の第２貫通孔のそれぞれと、対向して配
置される半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記配線基板は可塑性を有する絶縁フィルムである。
【請求項３】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記配線基板はポリイミドフィルムである。
【請求項４】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記配線基板はリジット配線基板である。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板とこれに搭載されたＩＣ（Integrated Circuit）チップとを有する
半導体装置に関し、特に、半導体装置における放熱構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ドライバＩＣなどのＩＣチップの動作時の発熱量は増大する傾向にある。ＩＣチッ
プ発熱量の増大傾向は、リジット配線基板を使用した半導体装置に比べて、フレキシブル
配線基板を使用した半導体装置において特に顕著である。このため、半導体装置における
放熱構造の重要性が高まっている。
【０００３】
　フレキシブル配線基板は、可撓性の絶縁フィルム上に配線等の導体層が形成された構造
を有する。例えば、絶縁フィルムであるポリイミドフィルムに銅箔を張り合わせることで
導体層が形成される。フレキシブル配線基板は、その薄さのために、リジット配線基板に
比べて熱容量が小さく機械的強度が弱い。このため、一般的に、フレキシブル配線基板に
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放熱器（ヒートシンク）等の重い部品を搭載することは難しい。
【０００４】
　フレキシブル配線基板を使用する場合の発熱問題に対処するため、特許文献１及び２は
、フレキシブル配線基板を使用した半導体装置の１つであるテープキャリアパッケージ（
ＴＣＰ：Tape Career package）の放熱構造を開示している。このうち、特許文献１に開
示されたＴＣＰは、以下の構成を有する。すなわち、外部装置との信号入出力に使用され
る電極とは別に“放熱用の”電極を有するＩＣチップがフレキシブル配線基板に搭載され
る。また、フレキシブル配線基板の表面には、信号配線パターンから物理的に分離された
放熱用導電パターンが形成されている。そして、ＩＣチップの放熱用電極と配線基板の放
熱用導電パターンとの間が金バンプ又はハンダ等の導体を介して接続されている。なお、
本明細書では、金バンプ及びハンダ等の導体を介して接続することを、「導体接続」と呼
ぶ。
【０００５】
　特許文献２も、フレキシブル配線基板に搭載されるＩＣチップの放熱のために、フレキ
シブル配線基板の表面上に放熱用導電パターンを形成することを開示している。しかしな
がら、特許文献２では、ＩＣチップが有する電極と放熱用導電パターンとの間は接続され
ていない。具体的には、特許文献２は、ＩＣチップと放熱用導電パターンとの間が物理的
に離間するよう配置した構造（特許文献２の図３）と、ＩＣチップと放熱用導電パターン
との間が物理的に接触するよう配置した構造（特許文献２の図６）とを開示している。よ
り具体的に述べると、特許文献２の図３及び６は、ＩＣチップの電極と放熱用導電パター
ンとの間が導体接続されておらず、かつ、長方形状のＩＣチップの短辺に亘って放熱用導
電パターンが対向するように形成された構造を示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１５８００１号公報
【特許文献２】特開２００４－１１１９９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、特許文献１に開示された半導体装置の放熱構造は、フレキシブル配線
基板上に形成された放熱用導電パターンとＩＣチップの放熱用電極との間が熱抵抗の小さ
い導体によって接続された構造を有する。これにより、ＩＣチップと放熱用導電パターン
の間の熱抵抗が低下するため、放熱効果の向上が期待できる。しかしながら、ＩＣチップ
の周囲に電位の異なる端子がバラバラに配置されている場合や、静電気放電（ＥＳＤ：el
ectro-static discharge）が懸念される場合など、ＩＣチップの電極と放熱用導電パター
ンの間を導体接続できないケースも多い。例えば、ＩＣチップが液晶表示パネルを駆動す
るドライバＩＣである場合、帯電した人体が液晶表示パネルに接触した際の放電によって
、ドライバＩＣが損傷するおそれがある。放熱用導電パターンは、放熱効果を高めるため
に大きな表面積を有するのが一般的であるため、放熱用導電パターンとＩＣチップを導体
接続したのでは、ＥＳＤによりＩＣチップが損傷する確率が大きくなってしまう。
【０００８】
　これに対して、上述したように、特許文献２に開示された放熱構造は、ＩＣチップの電
極と放熱用導電パターンとの間を導体接続しない構造を有する。より具体的に述べると、
特許文献２の図３及び６には、放熱用導電パターンとチップ電極との間が電気的に絶縁さ
れ、かつ、放熱用導電パターンが矩形チップの一辺に亘って対向するように形成すること
が示されている。この構造は、ＥＳＤによるＩＣチップの損傷を回避しやすいという利点
があり、ＩＣチップの電極と放熱用導電パターンの間を導体接続できないケースにおいて
有効であると考えられる。
【０００９】
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　しかしながら、特許文献２に開示された放熱構造のうち、ＩＣチップの電極と放熱用導
電パターンの間を接触させることなく、ＩＣチップと放熱用導電パターンとの間が物理的
に接触するよう配置した構造（特許文献２の図６）は、現実的には、採用することは難し
いと考えられる。特に、機能回路および電極が形成されたＩＣチップ表面が配線基板側を
向くように搭載されるフリップチップ実装（フェイスダウン実装）では尚更である。小型
化が求められるＩＣチップの周辺部には、接続安定性確保の面からも、多数の電極パッド
が配置される場合が多く、電極を回避して放熱用導電パターンとＩＣチップを物理的に接
触させることは通常は困難である。
【００１０】
　一方、特許文献２に開示された放熱構造のうち、ＩＣチップと放熱用導電パターンとの
間が物理的に離間するよう配置した構造（特許文献２の図３）に着目すると、長方形状の
ＩＣチップと放熱用導電パターンとが対向する界面の長さは、たかだかＩＣチップの短辺
の長さ程度である。したがって、ＩＣチップから放熱用導電パターンへの熱伝導が十分で
なく、ＩＣチップの温度が上昇し、ＩＣチップ周辺での温度勾配が大きくなってしまうお
それがある。
【００１１】
　つまり、特許文献１及び２に開示された半導体装置の放熱構造では、ＩＣチップの電極
と放熱用導電パターンの間を導体接続できない場合に、ＩＣチップから放熱用導電パター
ンへの熱伝導が十分でないという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様は、少なくとも１つの主面上に導電パターンが形成された配線基板と、
前記配線基板に搭載されるＩＣチップとを有する半導体装置である。前記ＩＣチップは、
前記配線基板と導体接続するための複数の電極を有する。
　また、前記導電パターンは、引き出し配線パターン及び放熱用パターンを含む。前記引
き出し配線パターンは、前記複数の電極のうち少なくとも１つに導体を介して接続される
。前記放熱用パターンは、前記ＩＣチップおよび前記引き出し配線パターンのいずれとも
物理的に離間されており、前記引き出し配線パターンに比べて大きな表面積を有する。
　さらに、前記引き出し配線パターンと前記放熱用パターンは、間隙を介して対向するよ
う配置されており、前記引き出し配線パターンおよび前記放熱用パターンが互いに対向す
る部分の形状はともに凹凸形状を有し、互いの凹凸形状が前記間隙を介して噛み合うよう
に配置されている。
【００１３】
　上述した本発明の一態様によれば、ＩＣチップの電極に導体接続された導電性の引き出
し配線パターンによって、ＩＣチップから熱を効率よく取り出すことができる。また、引
き出し配線パターンおよび放熱用パターンの互いの凹凸形状が間隙を介して噛み合うよう
に配置されているため、間隙の総延長を十分に長くとることができ、引き出し配線パター
ンと放熱用パターンの間の熱抵抗が低減される。よって、ＩＣチップから放熱用パターン
に至るまでの間の熱抵抗を下げることができ、放熱効果を高めることができる。また、前
記間隙の長さ方向の総延長は、ＩＣチップの短辺の長さよりも長くすることが容易である
。
【発明の効果】
【００１４】
　上述した本発明の一態様によれば、ＩＣチップの電極と放熱用パターンの間を導体接続
できない場合であっても、ＩＣチップと放熱用パターンの間の熱抵抗を下げ、放熱効果を
高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】発明の実施の形態１にかかる半導体装置の構造を模式的に示す平面図である。
【図２】図１に示した半導体装置が有するＩＣチップの電極レイアウトの一例を模式的に
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示す平面図である。
【図３】図１に示した半導体装置が有する引き出し配線パターンおよび放熱用パターンの
周辺を示す拡大平面図である。
【図４】図３の切断線Ａ－Ａにおける断面模式図である。
【図５】図１に示した半導体装置の放熱効果を説明するための半導体装置平面図及び温度
分布グラフである。
【図６】引き出し配線パターンおよび放熱用パターンの変形例を示す図である。
【図７】引き出し配線パターンおよび放熱用パターンの変形例を示す図である。
【図８】引き出し配線パターンおよび放熱用パターンの変形例を示す図である。
【図９】引き出し配線パターンおよび放熱用パターンの変形例を示す図である。
【図１０】引き出し配線パターンおよび放熱用パターンの変形例を示す図である。
【図１１】引き出し配線パターンおよび放熱用パターンの変形例を示す図である。
【図１２】発明の実施の形態２にかかる半導体装置の構造を模式的に示す平面図である。
【図１３】図１２に示した半導体装置が有する引き出し配線パターンおよび放熱用パター
ンの周辺を示す拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に
説明する。各図面において、同一要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のた
め、必要に応じて重複説明は省略される。
【００１７】
＜発明の実施の形態１＞
　本実施の形態にかかる半導体装置は、テープキャリアパッケージ（ＴＣＰ）であり、よ
り具体的には、液晶表示パネルを駆動するためのドライバＩＣを搭載したＴＣＰである。
図１は、本実施の形態にかかるＴＣＰ１の平面模式図である。ＴＣＰ１は、フレキシブル
配線基板１０およびＩＣチップ１１を有する。配線基板１０は、ポリイミドフィルム等の
可撓性の絶縁フィルム上に銅箔等によって導電パターンが形成された構造を有する。この
導電パターンは、入力信号配線パターン１２、出力信号配線パターン１３、引き出し配線
パターン１４、及び放熱用パターン１５を含む。なお、配線基板１０の両端に等間隔で形
成されている複数のスプロケットホール１００は、ＴＣＰ１が切り出される前のキャリア
テープを搬送・位置決めするために利用される。
【００１８】
　ＩＣチップ１１は、導電パターンが形成されているのと同じ配線基板１０の主面上にフ
リップチップ実装されている。ＩＣチップ１１は、外部装置（具体的には入力側の表示コ
ントローラ、出力側の液晶表示パネル等）との間で電源、表示データ、制御信号の入出力
を行うための複数の第１の電極１１１と、通常は、外部装置と接続されず主として接続安
定性確保と放熱目的で使用される複数の第２の電極１１２を有する。
【００１９】
　図２は、ＩＣチップ１１の主面上に形成された電極１１１及び１１２のレイアウト例を
示す平面図である。図２の例では、ＩＣチップ１１の長方形状の主面の長辺に沿って複数
の第１の電極１１１が配置されている。また、ＩＣチップ１１の主面の短辺に沿って複数
の第２の電極１１２が配置されている。複数の第１の電極１１１の各々は、導体バンプ（
Ａｕバンプ、はんだバンプ等）によって入力信号配線パターン１２又は出力信号配線パタ
ーン１３に接合されている。また、複数の第２の電極１１２の各々は、導体バンプによっ
て引き出し配線パターン１４に接合されている。尚、この配置は一例に過ぎず、第２の電
極１１２は、配置が短辺側に限られるわけではなく、長辺側に配置される場合や、両方に
配置される場合もある。
【００２０】
　図１に戻り説明を続ける。入力信号配線パターン１２および出力信号配線パターン１３
は、ＩＣチップ１１と外部装置（具体的には入力側の表示コントローラ、出力側の液晶表
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示パネル等）との間で電源、表示データ、制御信号などの入出力を行うために利用される
。なお、図１では図示を省略しているが、入力信号配線パターン１２は複数の微細な入力
配線を含み、出力信号配線パターン１３は複数の微細な出力配線を含む。
【００２１】
　引き出し配線パターン１４は、少なくとも１つの第１電極１１１又は第２の電極１１２
に導体接続される。放熱用パターン１５は、ＩＣチップ１１、信号配線パターン１２及び
１３、並びに引き出し配線パターン１４のいずれとも物理的に離間されており、引き出し
配線パターン１４に比べて大きな表面積を有する。さらに、引き出し配線パターン１４と
放熱用パターン１５は、間隙を介して対向するよう配置されている。引き出し配線パター
ン１４および放熱用パターン１５が互いに対向する部分の形状はともに凹凸形状を有し、
互いの凹凸形状が間隙を介して噛み合うように配置されている。言い換えると、引き出し
配線パターン１４および放熱用パターン１５が対向する部分の境界線の形状は、凹凸型で
ある。なお、この境界線の形状は、波型、ジグザグ型、蛇行型、または星型と言うことも
できる。
【００２２】
　図３は、図１に示したＩＣチップ１１右側に位置する引き出し配線パターン１４および
放熱用パターン１５の周辺を示す拡大図である。図３の例では、引き出し配線パターン１
４は、互いに分離した５つの引き出し配線１４１～１４５によって構成されている。図４
は、図３の切断線Ａ－Ａにおける断面模式図である。なお、図４において、封止樹脂の表
示は省略されている。図４に示すように、引き出し配線１４５は、可撓性の絶縁フィルム
１０１上に形成されており、導体バンプ１１３によって電極１１２に接合される。他の引
き出し配線１４１～１４４も、引き出し配線１４５と同様に導体バンプ１１３によってＩ
Ｃチップ１１に接合されている。
【００２３】
　さらに、図３に示すように、引き出し配線１４１～１４５は、ＩＣチップ１１の短辺側
から放射状に拡がるよう配置されている。放射状に広がる引き出し配線１４１～１４５の
端部は、引き出し配線パターン１４の凸部に相当する。また、放熱用パターン１５は、間
隙１６を介して引き出し配線１４１～１４５の先端部分を取り囲むように配置されている
。言い換えると、引き出し配線１４１～１４５が放熱用パターン１５の内側に侵食する形
で配置されている。より具体的に述べると、放熱用パターン１５が有する凸部１５１～１
５６は、引き出し配線１４１～１４５の間、チップ１１と配線１４１の間、及びチップ１
１と配線１４５の間に延在している。
【００２４】
　このように、引き出し配線パターン１４（引き出し配線１４１～１４５）と放熱用パタ
ーン１５の対向する部分を互いに凹凸形状とし、対向する部分同士を間隙１６を介して噛
み合わせるように配置することで、パターン１４及び１５が対向する部分の長さ（言い換
えると境界線の長さ、又は間隙１６の長さ）を長くすることができる。絶縁フィルムであ
る間隙１６は、銅、アルミニウム等の導体で形成されるパターン１４及び１５に比べて熱
伝導率が小さいため、パターン１４及び１５の境界における熱抵抗を増大させる要因とな
る。しかしながら、間隙１６の長さ方向の総延長を十分に長くすることで、引き出し配線
パターン１４及び放熱用パターン１５の間の熱抵抗を低下させることができる。なお、間
隙１６の長さ方向の総延長をＩＣチップ１１の短辺の長さより長くすることは容易である
。つまり、ＩＣチップ１１と放熱用パターン１５の間を導体接続できない場合、本実施の
形態の放熱構造は、特許文献２の放熱構造（ＩＣチップと放熱用導電パターンとが対向す
る界面の長さがＩＣチップの短辺の長さ程度である）に比べて高い放熱効果を得ることが
期待できる。
【００２５】
　以下では、本実施の形態で述べた引き出し配線パターン１４及び放熱用パターン１５の
レイアウトによって得られる放熱効果について、図５（ａ）～（ｄ）を用いて説明する。
図５（ａ）は、図３に示したパターン１４及び１５のレイアウトに等温線Ｌ１～Ｌ８を加
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えて図示した平面図である。また、図５（ｂ）は、図５（ａ）のＸ軸に沿った温度分布を
示すグラフである。一方、図５（ｃ）は、パターン１４及び１５の境界線が凹凸形状でな
い場合の比較例に関する平面図である。図５（ｄ）は、図５（ｃ）のＸ軸に沿った温度分
布を示すグラフである。なお、図５（ｃ）に示す構造は、本願の発明者がＴＣＰ１との比
較のために考案したものであって公知の構造ではない。
【００２６】
　図５（ｂ）と図５（ｄ）の比較から明らかであるように、本実施の形態によれば、ＩＣ
チップ１１から放熱用パターン１５に効率よく熱が取り出されるため、ＩＣチップ１１の
温度が低下し、放熱用パターン１５の温度が上昇する。これにより、図５（ｂ）に示すよ
うに、ＩＣチップ１１の境界Ｐ１付近での温度勾配が緩やかになる。
【００２７】
　なお、図５（ｃ）及び（ｄ）に示したように、発熱源であるＩＣチップ１１の近傍での
温度勾配が急であるために、ここの温度勾配を緩やかにすることが効率的な放熱に繋がる
。図１及び３に示したような、ＩＣチップ１１から離れるにつれて放射状に拡がるように
引き出し配線パターン１４を形成することで、放熱効果を向上させることができる。放射
状の配線レイアウトが熱流の拡散方向に沿っているためである。熱流の拡散方向に沿った
放射状の引き出し配線パターン１４をＩＣチップ１１の近傍に配置することで、図５（ａ
）及び（ｂ）に示したように、ＩＣチップ１１の近傍の温度勾配が緩やかになり、効率的
な放熱を行うことができる。
【００２８】
　また、放射状の引き出し配線パターン１４を採用することで、引き出し配線パターン１
４の総面積が小さくて済む。このため、放射状の引き出し配線パターン１４は、ＥＳＤに
よるＩＣチップ１１の破壊が懸念される場合に特に有効である。
【００２９】
　本実施の形態によれば、ＥＳＤ対策またはＩＣチップ１１の電極レイアウトの制約等の
ために、ＩＣチップ１１に放熱用パターン１５を導体接続できない場合でも、ＩＣチップ
１１と放熱用パターン１５の間の熱抵抗を下げ、放熱効果を高めることができる。また、
間隙１６の総延長を十分に長くとることで、ＩＣチップ１１と放熱用パターン１５との間
を導体接続した場合に準ずる放熱効果を得ることができる。
【００３０】
　なお、図１、３及び５に示した引き出し配線パターン１４の形状は一例に過ぎない。例
えば、引き出し配線パターン１４は、図６に示すように、電気的接続が許される場合には
、引き出し配線１４１～１４５が中央部分１４６で接続された一体的な導電パターンとし
てもよい。
【００３１】
　さらに、引き出し配線パターン１４の変形例を、図７（ａ）～（ｄ）、図８（ａ）～（
ｅ）に示す。図７（ａ）～（ｄ）は、放射状に拡がる引き出し配線１４１～１４５を有す
る引き出し配線パターン１４の変形例を示している。図７（ａ）は、図３に示した引き出
し配線１４１～１４５の各々を分岐させることで、さらに境界長を長くした例である。図
７（ｂ）は、引き出し配線１４１～１４５の各々が先端部に向けて徐々に広がる形状を有
する例である。図７（ｃ）及び（ｄ）は、引き出し配線１４１～１４５の各々の先端を根
元に比べて太くするとともに、縁辺を波型とすることで境界長を長くした例である。
【００３２】
　図８（ａ）～（ｅ）は、非放射型の引き出し配線１４１～１４５を有する引き出し配線
パターン１４の変形例を示している。非放射型の引き出し配線パターン１４は、熱流の拡
散特性の観点では放射型に比べて劣る可能性はあるものの、レイアウト制約によって放射
型の引き出し配線パターン１４を採用できない場合に有効である。
【００３３】
　また、放熱用パターン１５は、電気的に浮いている状態でもよいし、いずれか所定の電
位が与えられてよい。例えば、放熱用パターン１５は接地されてもよい。本実施の形態で
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示した放熱構造では、引き出し配線パターン１４と放熱用パターン１５の間は物理的に離
間されている。このため、当該放熱構造は、放熱用パターン１５に所定の電位が与えられ
ている場合でも利用可能である。
【００３４】
　また、放熱用の電極１１２は、ＩＣチップ１１内において電源電位、グランド電位等に
接続されてもよい。言い換えると、引き出し配線パターン１４（引き出し配線１４１～１
４５）は、ＩＣチップ１１の内部配線を介して外部装置に電気的に接続されていてもよい
。本実施の形態で示した放熱構造では、引き出し配線パターン１４を構成する配線１４１
～１４５どうし及び引き出し配線パターン１４と放熱用パターン１５の間は物理的に離間
されている。このため、当該放熱構造は、引き出し配線パターン１４を構成する配線１４
１～１４５にそれぞれ所定の電位が与えられている場合でも利用可能である。
【００３５】
　また、上述した説明では、放熱用パターン１５が１つの島状パターンである場合につい
て述べたが、放熱用パターン１５は、複数の島状パターンに分割されていても良い。
【００３６】
　ところで、本実施の形態で述べた放熱構造の特徴の１つは、引き出し配線パターン１４
と放熱用パターン１５の境界線を凹凸型（波型、ジグザグ型、蛇行型、または星型を含む
）とした点である。このレイアウトは、引き出し配線パターン１４と放熱用パターン１５
が近接配置されている箇所に汎用的に適用できる。
【００３７】
　すなわち、図９（ａ）に示すように、間隙を介して対向する引き出し配線パターン１４
と放熱用パターン１５との境界線（Ｌ２１）を直線とするよりも、図９（ｂ）に示すよう
に、パターン１４及び１５の境界線（Ｌ２２）を凹凸型とするとよい。また、引き出し配
線パターン１４が複数の微細配線を含む場合であっても（図１０（ａ））、微細配線の長
さを変えて櫛歯形状とすることで、パターン１４及び１５の境界線（Ｌ２２）を凹凸型と
するとよい（図１０（ｂ））。また、図１１（ａ）に示すように、引き出し配線パターン
１４および放熱用パターン１５がともに微細配線を含む場合であっても、各々を櫛歯形状
として間隙を介して噛み合わせることで、パターン１４及び１５の境界線（Ｌ２２）を凹
凸型とするとよい（図１１（ｂ））。
【００３８】
＜発明の実施の形態２＞
　本実施の形態では、図９～１１に示した導電パターンレイアウトの応用例について説明
する。図１２は、本実施の形態にかかるＴＣＰ２の平面模式図である。図１２の例では、
信号入出力用のパターン１３及び１４が形成されていない領域２１にダミー配線（ダミー
リード）が形成されている。空白部分にダミー配線を形成することは、フレキシブル配線
基板を利用するＴＣＰ等の半導体装置において一般的に行われている。これらのダミー配
線は、ＩＣチップ１１の放熱にも寄与する。
【００３９】
　さらに、図２の例では、折り返し配線２４が領域２１に形成されている。折り返し配線
２４は、ＩＣチップ１１が有する電極のうち外部装置と接続されない２つの電極１１２の
間を折り返し接続する。折り返し配線２４は、例えば、電源供給のために設けられる。こ
のような、折り返し配線２４が存在する場合、折り返し配線２４によってダミー配線が分
断されてしまう。本実施の形態では、分断されたダミー配線と折り返し配線２４との間の
熱伝導性を向上するため、図９～１１に示した導電パターンのレイアウトを利用する。
【００４０】
　図１３は、領域２１に設けられた折り返し配線２４の周囲を模式的に示す拡大平面図で
ある。折り返し配線２４は、外部装置に接続されず、ＩＣチップ１１の電極１１２に導体
接続されている。すなわち、折り返し配線２４は、引き出し配線パターン１４に相当する
。また、ダミー配線群２５は、ＩＣチップ１１、信号配線パターン１２及び１３、並びに
折り返し配線２４（引き出し配線パターン１４に相当）のいずれとも物理的に離間されて
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おり、折り返し配線２４に比べて大きな表面積を有する。すなわち、ダミー配線群２５は
、放熱用パターン１５に相当する。ダミー配線群２６は、フレキシブル配線基板１０との
接続安定性確保のため、ＩＣチップ１１に設けられたダミー電極に導体バンプを介して接
続される。なお、ダミー配線群２６は、ＩＣチップ１１の電極に導体接続されない場合も
ある。
【００４１】
　図１３に示すように、折り返し配線２４（引き出し配線パターン１４に相当）とダミー
配線群２５（放熱用パターン１５に相当）の互いに対向する部分を凹凸形状としたうえ、
間隙を介して噛み合わせることによって、熱抵抗を低下させることができる。同様に、Ｉ
Ｃチップ１１側のダミー配線群２６と折り返し配線２４の間の境界線も凹凸型とするとよ
い。これにより、ＩＣチップ１１からダミー配線群２５までの熱抵抗を低下させることが
できる。
【００４２】
　なお、上述した発明の実施の形態１及び２では、外部装置と接続される電極１１１とは
別に設けられており、外部装置と接続されず主として接続安定性確保と放熱目的で使用さ
れる電極１１２に引き出し配線パターンを導体接続する構成について説明した。しかしな
がら、外部装置と接続される電極１１１に接続される入力信号配線パターン１２及び出力
信号配線パターン１３のうち少なくとも一方を、放熱用パターン１５と間隙を介して対移
行させても良い。言い換えると、入力信号配線パターン１２及び出力信号配線パターン１
３のうち少なくとも一方を、引き出し配線パターンと兼用してもよい。
【００４３】
　上述したように、ＴＣＰ１及び２は、引き出し配線パターン１４及び放熱用パターン１
５が間隙を介して噛み合うように配置することで、引き出し配線パターン１４と放熱用パ
ターン１５との間を電気的に接続することなく熱抵抗を下げることができる。よって、放
熱用パターン１５との電気的接続が許されない入力信号配線パターン１２及び出力信号配
線パターン１３を引き出し配線パターン１４として利用可能である。このように、引き出
し配線パターン１４及び放熱用パターン１５による放熱構造は、外部装置と接続される信
号配線パターン１２及び１３等も引き出し配線パターン１４として利用できるため、レイ
アウトに関する制約が小さいという利点もある。
【００４４】
　また、上述した発明の実施の形態１及び２で説明した半導体装置の放熱構造は、フレキ
シブル配線基板を使用する半導体装置、特に、絶縁フィルム上に形成される導電層が単層
であり、かつ導電層と同一主面上にＩＣチップがフリップチップ実装される構造を有する
ＴＣＰにおいて特に有効である。この実装方法は、ＣＯＦ（Chip On Film）と呼ばれる。
ＣＯＦは、絶縁フィルムにおけるＩＣチップと対向する部分の穴開けを必要とせず、フラ
イングリードを使用する必要がない。導電層がフィルムの主面上のみに形成され、この主
面上にＩＣチップが搭載されたＣＯＦは、ファインピッチに対応し易いうえ、ＴＣＰの製
造コストを抑えるためとその可撓性を確保するために一般的に用いられるパッケージ形態
である。一方で、このような構造のＴＣＰは、導電パターンのレイアウト制約が厳しく、
かつ、ＩＣチップ温度の上昇を招きやすい。しかしながら、実施の形態１及び２で示した
放熱構造を利用することで、ＩＣチップ１１と放熱用パターン１５の間を導体接続できな
い場合の放熱効果を高めることができる。
【００４５】
　しかしながら、発明の実施の形態１及び２で説明した半導体装置の放熱構造は、ＴＣＰ
以外のフレキシブル配線基板を使用する半導体装置にも適用できる。また、フレキシブル
配線基板の配線層（導体層）は複数層であってもよい。また、フレキシブル配線基板の両
主面に導体層が形成されてもよい。また、ＩＣチップ１１の配線基板１０への実装方法も
、上述したフリップチップ実装に限定されない。例えば、ＴＡＢ（Tape Automated Bondi
ng）実装にも適用可能である。また、フレキシブル配線基板に限らず、リジット配線基板
を使用する半導体装置にも適用可能である。
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【００４６】
　さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発
明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００４７】
１、２　テープキャリアパッケージ（ＴＣＰ）
１０　配線基板
１１　ＩＣチップ（ドライバＩＣ）
１２　入力信号配線パターン
１３　出力信号配線パターン
１４、２４　引き出し配線パターン
１５、２５　放熱用パターン
２１　ダミー配線領域
２４　折り返し配線（引き出し配線パターン）
２５　ダミー配線群（放熱用パターン）
２６　ダミー配線群
１６　間隙
１００　スプロケットホール
１０１　絶縁フィルム
１１１　電極（信号入出力用）
１１２　電極（放熱用）
１１３　導体バンプ
１４１～１４５　引き出し配線
１５１～１５６　凸部
Ｌ２１、Ｌ２２　パターン境界線
Ｌ１～Ｌ８　等温線
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