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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップと、この半導体チップを搭載しかつ第１ワイヤを介して上記半導体チップ
に電気的に接続された略平板状のアイランドと、上記半導体チップに複数本の第２ワイヤ
を介してそれぞれ電気的に接続された複数のインナーリードとを備え、上記アイランドの
下面を露出した状態で上記半導体チップがパッケージング樹脂によって樹脂パッケージさ
れた半導体装置であって、
　上記アイランドの周縁近傍に、その下面側が切り欠かれて他の部分より厚み方向に薄肉
とされた薄肉部が形成され、
　上記薄肉部には、上記半導体チップの側面に沿って平面視において上記半導体チップを
囲むようにして厚み方向に貫通するスリットが形成されたことを特徴とする、半導体装置
。
【請求項２】
　上記樹脂パッケージ部は、上記スリットの開口が外部に露出しないように、上記薄肉部
の下方に回り込むように形成された、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　上記第１ワイヤは、一端が上記半導体チップに接続され、他端が上記アイランド上にお
いて上記スリットの形成位置より周縁側の部位に接続された、請求項１または２に記載の
半導体装置。
【請求項４】
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　長尺状の導体フレームに対して打ち抜き加工を施すことによりアイランドを適宜数形成
する工程と、
　上記アイランドの上面に半導体チップを搭載する工程と、
　上記半導体チップと上記アイランドとをワイヤボンディングする工程と、
　所定の金型を用いて上記アイランドの下面が露出するように半導体チップをパッケージ
ング樹脂により樹脂パッケージする工程とを有し、
　上記導体フレームを打ち抜き加工してアイランドを形成する工程では、上記アイランド
の周縁近傍に、上記半導体チップが搭載されるべき領域を平面視において囲むようにして
厚み方向に貫通するスリットを形成し、エッチングによってアイランドの周縁近傍の下面
側を除去することにより他の部分より厚み方向に薄肉とされた薄肉部を形成し、上記スリ
ットをこの薄肉部に位置させることを特徴とする、半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、いわゆるＱＦＮ（Quad Flat Non-lead）タイプの半導体装置およびその製造
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ＬＳＩ等の半導体チップを樹脂封止した半導体装置では、たとえばガルウィン
グ状のアウターリードを有するものが一般的である。最近では、アウターリードに相当す
る部分をなくし、インナーリードの一部分を樹脂パッケージ部の底面に露出させた、いわ
ゆるＱＦＮタイプの半導体装置が提案されている。
【０００３】
図６は、このＱＦＮタイプの半導体装置を例示した平面透視図である。図７は、図６のVI
I－VII方向に見た断面図である。この半導体装置Ｓは、半導体チップ３１と、この半導体
チップ３１を搭載しかつ第１ワイヤ４１を介して半導体チップ３１に接続された平面視略
矩形状のアイランド３２と、半導体チップ３１に複数本の第２ワイヤ４２を介してそれぞ
れ接続された複数のインナーリード３３と、アイランド３２の下面３２ｂを露出した状態
で、半導体チップ３１等を一体的に樹脂封止した樹脂パッケージ部３４とを備えている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記構成の半導体装置Ｓでは、アイランド３２の下面３２ｂが外部に露出されているため
、図８に示すように、アイランド３２と樹脂パッケージ部３４との界面から水分が侵入し
（矢印Ａ参照）、それがアイランド３２の上面３２ａに至ることがある。そして、半導体
装置Ｓを実装基板等に実装するためにリフロー処理を行うとき、アイランド３２の上面３
２ａに水分が存在した状態で、アイランド３２に対して熱が加えられると、アイランド３
２から樹脂パッケージ部３４が矢印Ｂに示す方向に剥離する。そのため、第１ワイヤ４１
に対して樹脂パッケージ部３４による応力がかかり、第１ワイヤ４１が切断するおそれが
あった。
【０００５】
【発明の開示】
本願発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、侵入する水分による樹脂
パッケージの剥離を防止して、信頼性の高い半導体装置を提供することを、その課題とす
る。
【０００６】
上記の課題を解決するため、本願発明では、次の技術的手段を講じている。
【０００７】
　本願発明の第１の側面によって提供される半導体装置は、半導体チップと、この半導体
チップを搭載しかつ第１ワイヤを介して上記半導体チップに電気的に接続された略平板状
のアイランドと、上記半導体チップに複数本の第２ワイヤを介してそれぞれ電気的に接続
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された複数のインナーリードとを備え、上記アイランドの下面を露出した状態で上記半導
体チップがパッケージング樹脂によって樹脂パッケージされた半導体装置であって、上記
アイランドの周縁近傍に、その下面側が切り欠かれて他の部分より厚み方向に薄肉とされ
た薄肉部が形成され、上記薄肉部には、上記半導体チップの側面に沿って平面視において
上記半導体チップを囲むようにして厚み方向に貫通するスリットが形成されたことを特徴
としている。
【０００８】
　この構成によれば、アイランドの周縁近傍に薄肉部が形成されているため、半導体装置
の下面からアイランドおよび樹脂パッケージ部の界面を伝って水分が侵入したとしても、
薄肉部の略水平方向に延びる下面によってその進行を妨げることができる。そのため、水
分は、アイランドの上面には到達せず、たとえばアイランドの上面に水分がある場合、リ
フロー処理によって生じることのある樹脂パッケージ部の剥離を防止することができる。
したがって、樹脂パッケージ部の剥離による第１ワイヤの断線をなくし、信頼性の高い半
導体装置を提供することができる。また、たとえばアイランドと樹脂パッケージ部との界
面から水分が侵入してしまい、アイランド上の半導体チップ近傍において樹脂パッケージ
部の剥離が生じたとしても、アイランドの周縁側に向かう剥離の進行は、半導体チップの
周囲に形成されているスリットによって阻止されることになる。そのため、剥離の広がり
を防止することができる。
【０００９】
本願発明の好ましい実施の形態によれば、樹脂パッケージ部は、スリットの開口が外部に
露出しないように、薄肉部の下方に回り込むように形成されている。この構成によれば、
薄肉部の下方に回り込むパッケージング樹脂によって、アイランドおよび樹脂パッケージ
部の接合部において、いわゆるアンカー効果を発揮することができる。そのため、アイラ
ンドおよび樹脂パッケージ部の密着性を高め、たとえば樹脂パッケージ部からアイランド
が脱落することを防止することができる。また、薄肉部の下方に回り込むパッケージング
樹脂によって、薄肉部に形成された上記スリットの開口を塞ぐことができ、スリットを通
じて侵入しようとする水分を阻止することができる。
【００１１】
本願発明の他の好ましい実施の形態によれば、第１ワイヤは、一端が半導体チップに接続
され、他端がアイランド上においてスリットの形成位置より周縁側の部位に接続されてい
る。上記のように剥離の広がりは、スリットにより阻止されるので、スリットより周縁側
の部位にある、第１ワイヤのアイランドとの接合部には影響を及ぼさず、すなわち、第１
ワイヤの、アイランドに対するボンディング状態を確保することができる。
【００１２】
　本願発明の第２の側面によって提供される半導体装置の製造方法は、長尺状の導体フレ
ームに対して打ち抜き加工を施すことによりアイランドを適宜数形成する工程と、上記ア
イランドの上面に半導体チップを搭載する工程と、上記半導体チップと上記アイランドと
をワイヤボンディングする工程と、所定の金型を用いて上記アイランドの下面が露出する
ように半導体チップをパッケージング樹脂により樹脂パッケージする工程とを有し、上記
導体フレームを打ち抜き加工してアイランドを形成する工程では、上記アイランドの周縁
近傍に、上記半導体チップが搭載されるべき領域を平面視において囲むようにして厚み方
向に貫通するスリットを形成し、エッチングによってアイランドの周縁近傍の下面側を除
去することにより他の部分より厚み方向に薄肉とされた薄肉部を形成し、上記スリットを
この薄肉部に位置させることを特徴としている。
【００１３】
本願発明に第２の側面に係る半導体装置の製造方法によれば、第１の側面によって提供さ
れる半導体装置を製造することができるとともに、上記第１の側面によって得られる作用
効果と同様の作用効果を得ることができる。
【００１４】
本願発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
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て、より明らかとなろう。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本願発明の好ましい実施の形態を、添付図面を参照して具体的に説明する。
【００１６】
図１は、本願発明に係る半導体装置の平面透視図、図２は、図１のII－II方向に見た断面
図である。この半導体装置Ｓは、半導体チップ１と、この半導体チップ１を搭載するため
のアイランド２と、半導体チップ１およびアイランド２を電気的に接続する第１ワイヤ１
１と、アイランド２の周囲に並設された複数のインナーリード３と、半導体チップ１およ
び複数のインナーリード３を電気的に接続する複数本の第２ワイヤ１２と、これらを一体
的にパッケージング樹脂によって樹脂封止する樹脂パッケージ部４とによって構成されて
いる。
【００１７】
半導体チップ１は、たとえばＬＳＩチップ、あるいは他のＩＣチップとして構成され、シ
リコンチップの片面上に所望の電子回路を集積させて一体的に形成されたものである。半
導体チップ１の上面１ａには、図示しないパッド状電極が複数設けられ、パッド状電極は
、それらの導電接続性を良好とするために、たとえば半導体チップ１の上面１ａに形成さ
れたアルミニウム製の平坦な電極の表面に金メッキを施すことによって形成される。
【００１８】
半導体チップ１のパッド状電極には、金線等からなる第１ワイヤ１１の一端がボンディン
グされ、この第１ワイヤ１１の他端は、アイランド２の上面２ａに接続されている（この
ような接続を「グランドボンディング」という）。なお、通常、この半導体装置Ｓが図示
しない実装基板上に表面実装されるとき、アイランド２の下面２ｂは、実装基板に形成さ
れたグランドパターンに接続される。また、半導体チップ１の他のパッド状電極には、金
線等からなる複数本の第２ワイヤ１２の一端がボンディングされ、これらの第２ワイヤ１
２の他端は、複数のインナーリード３の上面３ａにそれぞれ接続されている。
【００１９】
アイランド２は、半導体チップ１の外形より大の略平板状に形成されており、所定の厚み
を有する銅等の金属板からなる。アイランド２の上面２ａ中央部には、接着剤を介して半
導体チップ１が接合される。アイランド２は、周縁近傍の下面２ｂが切り欠かれ、その周
縁近傍が他の部分より厚み方向に薄肉とされた薄肉部５が形成されている。
【００２０】
上記薄肉部５は、アイランド２の下面２ｂに形成される段差６によって形成される。すな
わち、段差６は、アイランド２の下面２ｂと、それに対して略直交方向に延びる側壁面部
７と、側壁面部７に対して略直交方向に延び、かつ薄肉部５の下面に相当する水平面部８
とによって形成される。なお、薄肉部５の厚みは、他の部分の厚みに対して約１／２とな
るように設定されている。また、薄肉部５には、その厚み方向に貫通する複数のスリット
９が形成されている。このスリット９は、半導体チップ１の各側面１ｂに沿って平面視で
半導体チップ１を囲むようにしてそれぞれ延び、各スリット９同士は、互いに独立して形
成されている。
【００２１】
上記した第１ワイヤ１１の他端は、アイランド２の上面２ａに接続されるが、より詳細に
は、アイランド２上においてスリット９の形成位置より周縁側の部位に接続される。その
ため、第１ワイヤ１１は、スリット９を跨ぐような状態に配される。
【００２２】
インナーリード３は、上記アイランド２と同様に、銅等の薄肉金属板によって形成された
ものであり、アイランド２に対して、半導体チップ１の各側面１ｂに沿って並列に配され
ている。
【００２３】
樹脂パッケージ部４は、たとえば熱硬化性を有するエポキシ樹脂からなり、半導体チップ
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１の周辺部、第１および第２ワイヤ１１，１２のボンディング位置、アイランド２、イン
ナーリード３の一部等を覆うように成形されている。この半導体装置Ｓが樹脂パッケージ
部４によって樹脂封止されると、アイランド２の下面２ｂ、インナーリード３の下面３ｂ
および側面３ｃは、それぞれ外部に露出される。
【００２４】
また、樹脂パッケージ部４は、樹脂封止する際、薄肉部５の下方にパッケージング樹脂が
回り込むように形成される。そのため、この樹脂パッケージ部４によって、薄肉部５の厚
み方向に形成されたスリット９の開口９ａが外部に露出しないようにされる。
【００２５】
この半導体装置Ｓが図示しない実装基板に表面実装されるときには、ハンダペーストが塗
布された実装基板のグランドパターンを含む配線パターンに、アイランド２の下面２ｂお
よびインナーリード３の下面３ａを接触させるようにこの半導体装置Ｓを載置した後、ハ
ンダペーストを加熱してハンダリフロー処理を行う。これにより、この半導体装置Ｓを実
装基板に実装することができ、アイランド２およびインナーリード３と、実装基板とがそ
れぞれ電気的に接続される。
【００２６】
以上の構成によれば、この半導体装置Ｓでは、アイランド２および樹脂パッケージ部４の
界面である側壁面部７を伝って水分が侵入することがあるが、アイランド２の周縁近傍の
下面２ｂ側が切り欠かれて薄肉部５が形成され、その薄肉部５の下面である水平面部８に
よってその進行が妨げられる。そのため、水分は、第１ワイヤ１１が接続されるアイラン
ド２の上面２ａには到達せず、アイランド２の上面２ａに水分がある状態でリフロー処理
することにより生じる樹脂パッケージ部４の剥離の発生を防止することができる。したが
って、樹脂パッケージ部４の剥離による第１ワイヤ１１の断線をなくし、信頼性の高い半
導体装置を提供することができる。
【００２７】
また、上記薄肉部５によって、樹脂パッケージ部４は、薄肉部５の下方に回り込むように
形成される。そのため、アイランド２および樹脂パッケージ部４の接合部によって、いわ
ゆるアンカー効果を発揮することができ、これにより、アイランド２および樹脂パッケー
ジ部４の密着性を高め、たとえば樹脂パッケージ部４からアイランド２が脱落することを
防止することができる。また、樹脂パッケージ部４は、薄肉部５の下方に回り込むように
形成されるため、その薄肉部５の厚み方向に形成された上記スリット９の開口９ａを塞ぐ
ことができ、スリット９には、水分が侵入するおそれはない。
【００２８】
さらに、アイランド２には、その厚み方向に貫通するスリット９が、半導体チップ１の周
囲に形成されている。そのため、たとえばアイランド２と樹脂パッケージ部４との界面か
ら水分が侵入してしまい、アイランド２上の半導体チップ１の近傍において樹脂パッケー
ジ部４の剥離が生じたとしても、アイランド２の周縁側に向かう剥離の進行は、半導体チ
ップ１の周囲に形成されているスリット９によって阻止されることになる。したがって、
上記スリット９によって剥離の広がりを防止することができる。また、第１ワイヤ１１は
、アイランド２上においてスリット９の形成位置よりスリット９の周縁側の部位に接続さ
れているため、上記剥離の影響を受けず、アイランド２に対するボンディング状態を良好
に確保することができる。
【００２９】
なお、上記スリット９のアイランド２における形成位置は、樹脂パッケージ部４の剥離を
防止する目的では、アイランド２の段差６の内方側に設けられてもよいが、このようにア
イランド２を形成すれば、水分がスリット９の内面を伝ってアイランド２の上面２ａに達
する可能性があるので、スリット９は、薄肉部５の厚み方向に貫通するように形成される
ことがより望ましい。
【００３０】
また、上記スリット９に代わり、アイランド２上に凹部を形成するようにしてもよいが、
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凹部では、その深さによっては樹脂パッケージ部４の剥離の広がりを阻止することが困難
である場合がある。よって、アイランド２上には、上記スリット９を形成することがより
望ましい。
【００３１】
図３は、上記半導体装置Ｓの変形例を示す断面図である。この変形例によれば、側壁面部
７の構成が上記した半導体装置Ｓとは異なり、側壁面部７が半導体チップ１の中心に向か
って斜め上方に傾斜されて形成されている。換言すれば、側壁面部７がアイランド２の内
方に食い込むように形成されている。その他の構成については、上記した実施の形態の構
成と略同様である。
【００３２】
この構成により、樹脂パッケージ部４を形成するパッケージング樹脂は、アイランド２の
内方に食い込むように充填されるので、アイランド２と樹脂パッケージ部４との密着性を
より高めることができる。なお、側壁面部７の形状は、アイランド２と樹脂パッケージ部
４との密着性を維持できるものであれば、これらの形状に限定されるものではない。
【００３３】
次に、この半導体装置Ｓの製造方法について説明する。まず、一定方向に延びる長尺状の
導体フレーム１５を準備し、導体フレーム１５に対して、図４に示すように、打ち抜きプ
レス加工を施す。具体的には、この導体フレーム１５に対して、多数の送り孔１６が一定
間隔で穿設された２条の側縁部１７の間に、半導体チップ１を搭載するためのアイランド
２がその長手方向に一定間隔で複数個形成されるように形成する。そして、上記アイラン
ド２には、その角にアイランド２を支持するサポートリード１８を形成し、その周縁近傍
に複数のスリット９を形成する。また、アイランド２から離反した位置には、複数条のイ
ンナーリード３を設ける。
【００３４】
次いで、アイランド２の下面２ｂの周縁近傍をエッチングにより除去することにより、薄
肉部５を形成する。この場合、たとえばウェットエッチングによって、アイランド２の厚
みが約１／２になる程度に周縁近傍を除去する。なお、薄肉部５は、他の部分の厚みが所
定値以上の厚みを有するときには、上記した打ち抜きプレス加工において他の形状を成形
する際に同時に形成するようにしてもよい。あるいは、図４に示す導体フレーム１５の形
状を、エッチングによって形成するようにしてもよい。
【００３５】
その後、アイランド２の表面中央部に半導体チップ１をダイボンディングする。そして、
半導体チップ１のパッド状電極とアイランド２の上面２ａとの間に、第１ワイヤ１１をボ
ンディングする。この場合、第１ワイヤ１１の他端は、アイランド２上のスリット９より
周縁近傍の部位にボンディングされる。また、半導体チップ１の他のパッド状電極と各イ
ンナーリード３との間に、第２ワイヤ１２をそれぞれボンディングする。
【００３６】
次いで、図５に示すように、導体フレーム１５を上金型２１と下金型２２との間に挟み込
み、閉空間２３に、溶融したエポキシ樹脂等のパッケージング樹脂を充填し、固化させる
。この場合、アイランド２の下面２ｂおよびインナーリード３の下面３ｂを、下金型２２
に密着するように載置し、樹脂パッケージ部４を形成する。そして、樹脂の固化後、樹脂
封止された半導体装置Ｓを上金型２１と下金型２２との間から取り出し、インナーリード
３等の不要部分を切除することにより、樹脂封止型の半導体装置Ｓが得られる。このとき
、インナーリード３と下金型２２との間、およびアイランド２と下金型２２との間には隙
間が生じていないので、それらの間に樹脂が浸透することはない。一方、薄肉部５の下方
には、薄肉部５を回り込むように、パッケージング樹脂が充填される。そのため、アイラ
ンド２と樹脂パッケージ部４との界面に水分が侵入したとしても、アイランド２の上面２
ａに達することはない。
【００３７】
もちろん、この発明の範囲は上述した実施の形態に限定されるものではない。たとえば、
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半導体チップ１の構成やアイランド２の材質、形状、大きさ等は、上記した実施形態に限
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明に係る半導体装置の平面透視図である。
【図２】図１の半導体装置のII－II方向に見た断面図である。
【図３】半導体装置の変形例である。
【図４】半導体装置の製造方法を示す図である。
【図５】半導体装置の製造方法を示す図である。
【図６】従来の半導体装置の平面透視図である。
【図７】図６の半導体装置のVII－VII方向に見た断面図である。
【図８】パッケージ樹脂の剥離を示す図である。
【符号の説明】
１　半導体チップ
２　アイランド
３　インナーリード
５　薄肉部
９　スリット
１１　第１ワイヤ
１２　第２ワイヤ
Ｓ　半導体装置

【図１】

【図２】

【図３】
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