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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部材搭載領域が設けられている第１主面及び当該第１主面に対向しており、半導体チッ
プ搭載領域が設けられている第２主面を有していて、前記部材搭載領域内であってかつ前
記半導体チップ搭載領域外に、前記第１主面及び前記第２主面間を貫通して設けられてい
る１つ又は２つ以上の開口部を備えたダイパッドを有するリードフレームと、
　第１の電極パッドを有し、前記開口部において前記第１の電極パッドが前記第２主面側
に露出するように前記部材搭載領域に搭載された部材と、
　前記半導体チップ搭載領域に搭載され、且つ表面に第２の電極パッドを有する半導体チ
ップと、
　前記第１の電極パッドと前記第２の電極パッドを直接接続するボンディングワイヤと、
を含む半導体装置。
【請求項２】
　前記開口部は、前記部材搭載領域に搭載される部材に設けられている前記第１の電極パ
ッドを露出させる最低限の面積及び個数として設けられていることを特徴とする請求項１
に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記ダイパッドは、前記第１の電極パッドを露出できる最低限の広さまで、前記開口部
の面積を縮小させてあり、前記面積の縮小分だけ前記半導体チップ搭載領域の面積を拡張
して、前記ダイパッドの全面積に対する前記半導体チップ搭載領域の割合を大きくしてあ
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ることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記リードフレームは、一端が前記ダイパッドの端縁に向かう方向に延在し、当該ダイ
パッドを囲んで設けられている複数のリードをさらに有していることを特徴とする請求項
１～３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記ダイパッドは、ベースに設けられているデバイスホール内に支持リードにより吊ら
れており、
　前記複数のリードは、一端が前記ダイパッドの端縁に向かう方向に前記デバイスホール
内に突出し、かつ他端側が前記ベース上を延在して設けられていることを特徴とする請求
項４に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体装置に関し、特にダイパッド上に搭載されている複数の半導体チッ
プを封止したマルチチップパッケージに用いるリードフレームを備えた半導体装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置、すなわち半導体チップを封止したパッケージについては、様々なパッケー
ジ形態が提案されている。
【０００３】
　このようなパッケージ形態の１つに、リードフレーム、すなわちいわゆるリードフレー
ムを用いるマルチチップパッケージがある。
【０００４】
　リードフレームを用いるマルチチップパッケージの一例として、ダイパッドを有するリ
ードフレームと、複数のチップのボンディングパッドのそれぞれと電気的に接続される複
数の第１のボンディングパッドと、複数の第２のボンディングパッドと、ダイパッドに対
して固定されている信号位置変換部とを具えるマルチチップパッケージが知られている（
特許文献１参照。）。
【０００５】
　このマルチチップパッケージでは、内部に配線された導線を介して第１のボンディング
パッドとリードフレームのリードとがそれぞれ一対一に対応して電気的に接続されている
。
【０００６】
　さらに、上述の第２のボンディングパッドのそれぞれとリードフレームのリードとがワ
イヤボンディングによって電気的に接続されている。
【０００７】
　また、リードフレームを用いるマルチチップパッケージのさらなる例として、基板の対
向する第１及び第２の主面の少なくとも一方の主面上に積層された複数のベアチップと、
これらベアチップのうち、上下に隣接して位置された２つのベアチップの間に配置される
スペーサと、基板を挟んで水平方向両側に配置され、ベアチップのパッドにボンディング
ワイヤを介して接続されるインナーリードとを具えるマルチチップパッケージが知られて
いる（特許文献２参照。）。
【０００８】
　このマルチチップパッケージでは、スペーサの一端側のベアチップのパッドを対応する
インナーリードに接続するボンディングワイヤは、同じスペーサの他端側のベアチップに
接触しないように配置されている。
【０００９】
　上述した従来のパッケージには、さらなる高性能化、高機能化、及び高密度実装が常に



(3) JP 5620437 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－００７２７７号公報
【特許文献２】特開２００６－２９４７９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述したような構成を有する従来のマルチチップパッケージにおいて、基板のダイパッ
ドへの搭載は、ダイパッドの基板搭載面の周端縁に、幅２ｍｍ程度の閉環状の接着領域を
確保し、この接着領域に従来公知の任意好適な接着材を塗布して互いに接合することによ
り行われる。
【００１２】
　また、上述した特許文献２には、例えばフラッシュメモリチップといった記憶型の半導
体チップを複数個封止したマルチチップパッケージが開示されている。
【００１３】
　特に記憶型の半導体チップを封止したマルチチップパッケージには、さらなる大容量化
が求められる事例が多々ある。
【００１４】
　このような場合には封止される半導体チップの外形サイズがより大型化されることが多
く、このような大型化された半導体チップを収容するためにマルチチップパッケージのさ
らなる大容量化を実現する必要がある。このマルチチップパッケージの大容量化に際し、
パッケージサイズは不変とすることを要求される場合がある。
【００１５】
　例えば、特許文献１が開示する構成でかかる要求を実現するためには、ダイパッドにお
いて開口部の占める面積をより大きく拡張する必要がある。
【００１６】
　しかしながら、特許文献１が開示するダイパッドの構成において、この開口部の占める
面積をより大きくしようとすると、下記のような問題が発生するおそれがある。
【００１７】
　すなわち、ダイパッドと基板とを接着するために必要な接着領域をダイパッドに確保す
ることが困難となる。結果として、ダイパッドとこれに搭載される基板との接合強度が不
足してしまうため、パッケージの信頼性が損なわれるおそれがある。
【００１８】
　また、この接着領域を確保するためにはダイパッド全体の占める面積をより大きくする
必要がある。結果として、封止部の体積をより大きくしなければならなくなる。すなわち
、この場合にはパッケージ全体のサイズをより大型化せざるを得ない。
【００１９】
　さらに、ダイパッドの平面サイズを拡張することなく開口部の占める面積を拡大すると
ダイパッド自体の強度が不足するため、特にパッケージの製造工程において、リードフレ
ームに歪みや変形が生じてしまうおそれがある。結果として、例えばダイパッドと基板と
の接合形態、半導体チップと基板との接合形態、及びボンディングワイヤの接続に予期せ
ぬ変形が生じてしまい、パッケージの強度及び電気的特性といったパッケージの信頼性の
要因が損なわれるおそれがある。
【００２０】
　この発明は、上記従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、パッケージ全体のサ
イズを大型化することなく、外形サイズ、特にパッケージの上面をみた場合の平面的なサ
イズのより大きな半導体チップを複数個搭載して封止することができるダイパッドを有す
るリードフレームを備えた半導体装置を提供することを目的としている。
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【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記課題を解決するため、この発明の半導体装置は、下記のような構成上の特徴を有し
ている。
【００２２】
　半導体装置は、リードフレームを含む。リードフレームは、その構成部分としてのダイ
パッドを有している。ダイパッドは、第１主面と、第１主面に対向した第２主面とを有し
ている。第１主面には部材搭載領域が設定されている。また、第２主面には、半導体チッ
プ搭載領域が設定されている。
【００２３】
　ダイパッドは、部材搭載領域内であってかつ半導体チップ搭載領域外に、第１主面及び
第２主面間を貫通して設けられている１つ又は２つ以上の開口部を有している。
　半導体装置は、第１の電極パッドを有し且つ開口部において第１の電極パッドが第２主
面側に露出するように部材搭載領域に搭載された部材と、半導体チップ搭載領域に搭載さ
れ且つ表面に第２の電極パッドを有する半導体チップと、第１の電極パッドと第２の電極
パッドを直接接続するボンディングワイヤと、を含む。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明の半導体装置が有するリードフレームの構成によれば、第１主面側の部材搭載
領域内であってかつ第２主面側の半導体チップ搭載領域外に、搭載される部材に設けられ
ている第１の電極パッドを露出させる１つ又は２つ以上の開口部を有しているダイパッド
有している。従って、このダイパッドに、部材及び半導体チップを搭載することによって
、パッケージサイズを大型化することなく平面サイズのより大きな半導体チップを封止し
て、半導体装置をより高性能化することができる。
【００２５】
　また、この発明の半導体装置が有するリードフレームの開口部は、その面積を第１の電
極パッドを露出できる最低限の広さにまで縮小させてあるため、この面積の縮小分だけ、
半導体チップ搭載領域の面積をより拡張して、ダイパッドの全面積に対する半導体チップ
搭載領域の割合を大きくすることができる。よって、ダイパッドの強度を確保しつつ平面
サイズのより大きな半導体チップを封止することができる。結果として、半導体装置の信
頼性を向上させ、さらなる高機能化及び高性能化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】（Ａ）は、半導体装置を上側からみた概略的な平面図であり、（Ｂ）は、下側か
らみた概略的な平面図である。
【図２】図１（Ａ）及び（Ｂ）に示したＩ－Ｉ’一点鎖線による切り口を示す概略図であ
る。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は、製造方法を説明するための工程図である。
【図４】（Ａ）及び（Ｂ）は、図３に続く工程図である。
【図５】半導体装置を切断した切り口を示す概略図である。
【図６】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、製造方法を説明するための工程図である。
【図７】半導体装置を切断した切り口を示す概略図である。
【図８】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、製造方法を説明するための工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図を参照して、この発明の実施の形態につき説明する。なお、添付の図面は、こ
の発明が理解できる程度に、構成要素の形状、大きさ及び配置が概略的に示されているに
過ぎず、これによりこの発明が特に限定されるものではない。また、以下の説明に用いる
各図において、同様の構成成分については同一の符号を付して示し、その重複する説明を
省略する場合がある。
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【００２８】
　第１の実施の形態
　　（１）半導体装置の構成例
　図１及び図２を参照して、この発明のリードフレームを具えた半導体装置の構成例につ
き説明する。
【００２９】
　図１（Ａ）は、この半導体装置を上側からみた概略的な平面図であり、図１（Ｂ）は、
下側からみた概略的な平面図である。
【００３０】
　なお、図１（Ａ）及び（Ｂ）では、封止部内の構成要素をより分かり易く示すために、
この半導体装置の最外層を構成する封止部の図示を省略し、その輪郭のみを点線で示して
ある。
【００３１】
　図２は、図１（Ａ）及び（Ｂ）に示したＩ－Ｉ’一点鎖線に沿って取った切り口を示す
概略図である。
【００３２】
　図１（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、この半導体装置１０は、個片化前にリードフレー
ム２０の一部であった、後述する基材２１、デバイスホール２２、リード２８及び支持リ
ード２９を含んでいる。このリードフレーム２０自体は、例えば任意好適な材料から形成
されている従来公知のリードフレームと同様のものを使用することができる。
【００３３】
　この、半導体装置１０は、図２に示すように、第１主面２４ａ及びこの第１主面２４ａ
に対向している第２主面２４ｂを有しているダイパッド２４を含んでいる。ダイパッド２
４の平面形状はこの例では長方形状である。ダイパッド２４には、基板及び半導体チップ
が搭載される。
【００３４】
　このダイパッド２４の第１主面２４ａに基板搭載領域２４ａａが予め設定されている。
また、第２主面２４ｂにはダイパッド側半導体チップ搭載領域２５が予め設定されている
。
【００３５】
　ダイパッド２４は、基板搭載領域２４ａａ内であってかつダイパッド側半導体チップ搭
載領域２５外に、第１主面２４ａ及び第２主面２４ｂ間を貫通して設けられている１つ又
は２つ以上の開口部２６を有している。
【００３６】
　開口部２６は、後述する説明から明らかなように、基板３０の第２主表面３０ｂに設け
られている第２電極パッド３４を露出させるためのものである。従って、この開口部２６
は第２電極パッド３４を露出させることができることを条件として可能な限り小さい面積
となるようにするのがよい。
【００３７】
　すなわち、このダイパッド２４は、開口部２６の面積を基板３０の１つ又は２つ以上の
第２電極パッド２４を露出できる最低限の広さにまで縮小させてある点に特徴を有してい
る。従って、この面積の縮小分だけ、ダイパッド側半導体チップ搭載領域２５の面積を拡
張することができるため、ダイパッド２４の全面積に対するダイパッド側半導体チップ搭
載領域２５の割合を大きくすることができる。
【００３８】
　このようにすれば、より大型の半導体チップを搭載することができる。また、大型の半
導体チップを搭載した場合でも、ダイパッド２４の強度を従来と比較してより効果的に確
保することができる。
【００３９】
　上述の第１主面２４ａには、基板搭載領域２４ａａより内側、すなわちこの例では第１



(6) JP 5620437 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

主面２４ａの輪郭より内側に最小でも幅２ｍｍ程度の環状の接着領域２７が予め設定され
ている。この接着領域２７は基板３０を搭載するに際して、接着材が設けられて実質的に
接着される領域であるいわゆる接着しろである。
【００４０】
　上述の開口部２６は、この例では２個所に設けられていて、その形状は長方形である。
これら開口部２６は、互いにダイパッド側半導体チップ搭載領域２５を挟んでダイパッド
２４の短辺に沿ってかつそれぞれの長辺を短辺と平行にして、設けられている。
【００４１】
　さらに、このダイパッド２４は、支持リード２９を一体的に有している。この例では短
冊状の２本の支持リード２９は、ダイパッド２４の長方形の両短辺の中央近傍にそれぞれ
の一端が一体的に接続されていて、かつ、両短辺の中央を結ぶ線上をダイパッド２４から
離間する方向に対して一直線状に延在している。
【００４２】
　一方、図１（Ａ）、（Ｂ）及び図２に示す短冊状の複数のリード２８は、リードフレー
ム２０が有していたリード２８であり、これらリード２８は、半導体装置１０の外部端子
として機能する。
【００４３】
　これらリード２８は、図示例では上面側からみた平面形状が長方形をしていて、しかも
それぞれの一端をダイパッド２４の端縁に対向させて並置されている。なお、リード２８
の形状は、選択されたリードフレームの形態、切断位置等の選択により任意好適な形状と
することができる。
【００４４】
　従って、これらリード２８は、それぞれの支持リード２９の両側に、この例では同数ず
つ配列して、かつダイパッド２４を両側から囲むようにして設けられている。なお、リー
ド２８の数、及び配置位置は、リードフレームの選択、搭載される基板及び半導体チップ
の選択により任意好適なものとすることができる。
【００４５】
　この例ではそれぞれのリード２８は、長方形のダイパッド２４の対向する２本の短辺に
沿う方向に、この短辺とは離間して、互いに長尺方向を平行にして配列されている。
【００４６】
　なお、リード２８は、銅、又はアルミニウムといった導電性材料による従来公知の構成
を有している。
【００４７】
　この半導体装置１０は基板３０を含んでいる。この例では基板３０はプリント配線基板
である。このプリント配線基板は、平面形状が長方形状の板状部材である。基板３０は、
この例ではその表面、裏面及び／又は厚み内に１層又は２層以上の配線層を含む。複数層
の配線層を有するプリント配線基板は、例えば埋込みヴィア、スルーホールを埋め込む貫
通電極といった構成によりこれらが互いに電気的に接続された配線構造を有する。
【００４８】
　基板３０は、好ましくは例えば後述する各種の電極パッドに入力される信号を任意好適
な他の電極パッドに位置変換して出力する機能を有している。
【００４９】
　基板３０は、第１主表面３０ａ及びこの第１主表面３０ａと対向している第２主表面３
０ｂを有している。
【００５０】
　この第１主表面３０ａには、基板側半導体チップ搭載領域３０ａａが予め設定されてい
る。第１主表面３０ａの、この基板側半導体チップ搭載領域３０ａａ外の領域には、半導
体チップ接続用第１電極パッド３２が設けられている。半導体チップ接続用第１電極パッ
ド３２は複数個、すなわちこの例では４つが基板３０の短辺に沿って配列されている。
【００５１】
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　さらに、第１主表面３０ａには、リード接続用電極パッド３６が設けられている。リー
ド接続用電極パッド３６は複数個、この例では４つが半導体チップ接続用第１電極パッド
３２の配列より外側の領域に基板３０の短辺に沿って、配列されている。
【００５２】
　一方、第２主表面３０ｂは、基板３０がダイパッド２４の基板搭載領域２４ａａに搭載
される面である。この第２主表面３０ｂには、複数の半導体チップ接続用第２電極パッド
３４が設けられている。
【００５３】
　既に説明したとおり、ダイパッド２４には、互いに平行な２つの開口部２６が設けられ
ているので、半導体チップ接続用第２電極パッド３４は、基板３０がダイパッド２４に搭
載されると、第２主表面３０ｂの、ダイパッド２４の開口部２６から露出する。この実施
の形態例では、基板３０の短辺に沿って４つ互いに平行に配列されている半導体チップ接
続用第２電極パッド３４全てを一組として各開口部２６に露出するようにそれぞれ搭載さ
れている。
【００５４】
　この開口部２６は、基板３０の電極パッドの配置によって、任意好適な形状及び個数と
することができる。例えば基板３０が、一方の短辺のみに沿って配列されている複数の半
導体チップ接続用第２電極パッド３４を有している場合には、これらの電極パッド３４を
一括して露出させる開口部２６を１つ形成すればよい。
【００５５】
　搭載に際しては、ダイパッド２４の接着領域２７に、従来公知の任意好適な例えばエポ
キシ樹脂といった接着材を塗布することによって、ダイパッド２４と基板３０とを接着す
る。
【００５６】
　この例では、基板３０の上面側からみた輪郭サイズとダイパッド２４の上面側からみた
輪郭形状及びサイズとを実質的に同一形状及び同一サイズに揃えてある。すなわち、ダイ
パッド２４と搭載されている状態の基板３０の輪郭は、突出する支持リード２９部分を除
き一致している。なお、基板３０の上面側からみた輪郭サイズとダイパッド２４の輪郭形
状及びサイズとは必ずしも一致させなくともよい。パッケージ全体のバランス、利点を損
なわない範囲で、例えば基板３０の端縁がダイパッド２４の端縁から若干突出する態様と
することもできる。
【００５７】
　なお、リード接続用電極パッド３６は、基板３０の第２主表面３０ｂ側に設けることも
できる。この場合には、開口部２６を半導体チップ接続用第２電極パッド３４及びリード
接続用電極パッド３６をともに露出させる構成とするのがよい。
【００５８】
　半導体装置１０は、第１半導体チップ４０Ａを含んでいる。この第１半導体チップ４０
Ａは、ダイパッド２４のダイパッド側半導体チップ搭載領域２５に搭載されている。
【００５９】
　第１半導体チップ４０Ａは、表面４０Ａａ及びこの表面４０Ａａと対向する裏面４０Ａ
ｂを有する直方体状の形状を有している。第１半導体チップ４０Ａの表面４０Ａａ及び裏
面４０Ａｂは、略正方形として示してあるがこれに限定されない。
【００６０】
　第１半導体チップ４０Ａは、ダイパッド２４のダイパッド側半導体チップ搭載領域２５
に、裏面４０Ａｂを対向させて搭載されている。
【００６１】
　第１半導体チップ４０Ａは、表面４０Ａａ側から露出して設けられている複数のチップ
電極パッド４２Ａを有している。
【００６２】
　複数のチップ電極パッド４２Ａは、対向する２辺それぞれに沿って各辺と平行に配列さ
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れている。
【００６３】
　第１半導体チップ４０Ａは、チップ電極パッド４２Ａが配列されている辺が、ダイパッ
ド２４の開口部２６から露出している基板３０の半導体チップ接続用第２電極パッド３４
の配列に対して略平行となるように、ダイパッド２４に搭載されている。
【００６４】
　第１半導体チップ４０Ａは、好ましくは例えばフラッシュメモリチップといった任意好
適な所望の機能を有する半導体チップとすることができる。
【００６５】
　半導体装置１０は、第１ボンディングワイヤ５０Ａを具えている。第１ボンディングワ
イヤ５０Ａは、半導体チップ接続用第２電極パッド３４及び第１半導体チップ４０Ａのチ
ップ電極パッド４２Ａ間を接続している。
【００６６】
　半導体装置１０は、第２半導体チップ４０Ｂを含んでいる。第２半導体チップ４０Ｂは
、基板３０の半導体チップ接続用第１電極パッド３２に挟まれた基板側半導体チップ搭載
領域３０ａａに搭載されている。
【００６７】
　第２半導体チップ４０Ｂは、表面４０Ｂａ及びこの表面４０Ｂａと対向する裏面４０Ｂ
ｂを有し、第１半導体チップ４０Ａと同様の外形を有している。
【００６８】
　第２半導体チップ４０Ｂは、基板側半導体チップ搭載領域３０ａａに裏面４０Ｂｂを対
向させて搭載されている。
【００６９】
　第２半導体チップ４０Ｂは、複数のチップ電極パッド４２Ｂを有している。チップ電極
パッド４２Ｂは、表面４０Ｂａから露出して設けられている。
【００７０】
　この例では複数のチップ電極パッド４２Ｂは、対向する２辺それぞれに沿って配列され
ている。
【００７１】
　第２半導体チップ４０Ｂは、チップ電極パッド４２Ｂが配列されている辺が基板３０の
半導体チップ接続用第１電極パッド３２の配列に対して略平行となるように、基板３０に
搭載されている。
【００７２】
　半導体装置１０は、第２ボンディングワイヤ５０Ｂを具えている。第２ボンディングワ
イヤ５０Ｂは、半導体チップ接続用第１電極パッド３２及び第２半導体チップ４０Ｂのチ
ップ電極パッド４２Ｂ間を接続している。
【００７３】
　第２半導体チップ４０Ｂの形状は、第１半導体チップ４０Ａの形状とは同一であっても
又は異なっていてもよい。さらに、第２半導体チップ４０Ｂの機能は、第１半導体チップ
４０Ａの機能とは同一であってもよく、又は異なっていてもよい。
【００７４】
　半導体装置１０は、第３ボンディングワイヤ５０Ｃを具えている。第３ボンディングワ
イヤ５０Ｃは、基板３０のリード接続用電極パッド３６及びリード２８間を接続している
。
【００７５】
　半導体装置１０は、封止部６０を具えている。封止部６０は、ダイパッド２４、基板３
０、第１半導体チップ４０Ａ、第２半導体チップ４０Ｂ、第１ボンディングワイヤ５０Ａ
、第２ボンディングワイヤ５０Ｂ及び第３ボンディングワイヤ５０Ｃを覆い、かつリード
２８の一部分を露出させている。
【００７６】
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　この半導体装置の構成によれば、ダイパッドには、このダイパッドに搭載される基板の
電極パッドを露出させるための最小限度の広さ、すなわち面積の開口部を設けてあるので
、基板に対するダイパッドの接着領域を確保することができる。従って、平面サイズのよ
り大きな半導体チップを封止した場合であっても封止部の外形サイズ、すなわち半導体装
置の外形サイズを大型化することなくマルチチップパッケージを得ることができる。
【００７７】
　また、開口部は、電極パッドのみを露出させるために必要最小限度の広さ、すなわち面
積でダイパッドに設けられているので、ダイパッド全体としての残存する面積が従来より
も著しく大きい、その結果として、ダイパッドの強度を維持しつつ平面サイズのより大き
な半導体チップを封止することができる。このように、半導体装置をより大型の高性能な
半導体チップの搭載により高機能化しつつその信頼性を維持することができる。
【００７８】
　　（２）半導体装置の製造方法例
　次に、図３及び図４を参照して、この半導体装置の製造方法の実施の形態例につき説明
する。
【００７９】
　図３（Ａ）及び（Ｂ）は、この半導体装置の製造方法を説明するための工程図である。
【００８０】
　図４（Ａ）及び（Ｂ）は、図３に続く、工程図である。
【００８１】
　まず、リードフレーム２０を準備する。リードフレーム自体は種々の形態のものが市場
にて入手可能である。
【００８２】
　なお、この半導体装置は、製造工程においてリードフレームから切り出される、すなわ
ち個片化されることにより完成するが、ダイパッド２４以外の個片化工程前のリードフレ
ーム２０の構成については従来用いられているリードフレームと何ら変わるところはない
ので、ここでは基本的な形状につき簡単に説明する。
【００８３】
　リードフレーム２０は、従来公知の任意好適な例えば銅といった素材により形成された
長尺のいわゆるベース（図示せず。）を含んでいる。
【００８４】
　ベースには長尺辺の延在方向に沿って複数のデバイスホール２２が順次に配列されて設
けられている。各デバイスホール２２内にはダイパッド２４が支持リード２９により、吊
られて支持されている。
【００８５】
　なお、リードフレーム２０は、ベースの長尺方向に直列に配置されたデバイスホール２
２を具えているが、１つのデバイスホール２２、すなわち１つのダイパッド２４のみを示
して製造工程につき説明する。
【００８６】
　この半導体装置の製造工程に適用して好適なリードフレーム２０は、既に説明したとお
り、半導体チップ搭載領域２５外の領域に開口部２６が形成されているダイパッド２４を
有している点に構成上の特徴を有している。
【００８７】
　このダイパッド２４の構成例については、図１（Ａ）、（Ｂ）及び図２を参照して既に
説明したので、その詳細な説明は省略する。
【００８８】
　図３（Ａ）に示すように、基板３０を既に説明した構成を有するリードフレーム２０の
ダイパッド２４の基板搭載領域２４ａａに搭載する。この搭載工程は、エポキシ樹脂とい
った従来公知の接着材を用いて常法に従って行うことができる。
【００８９】
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　接着は、リードフレーム２０の基板搭載領域２４ａａの一部分である接着領域２７を接
着しろとして用いる。すなわち接着領域２７に接着材を塗布することにより行えばよい。
【００９０】
　図１（Ａ）、（Ｂ）及び図２を参照して、既に説明したように、搭載される基板３０は
、第１主表面３０ａ側に基板側半導体チップ搭載領域３０ａａを有している。加えて、基
板３０は、基板側半導体チップ搭載領域３０ａａ外に複数の半導体チップ接続用第１電極
パッド３２を有している。なお、この基板３０についての詳細な説明は、重複する説明を
回避するために省略する。
【００９１】
　上述したような構成を有する基板３０を、リードフレーム２０の基板搭載領域２４ａａ
に搭載する。
【００９２】
　このとき、基板３０は、第２主表面３０ｂ側の複数の半導体チップ接続用第２電極パッ
ド３４をダイパッド２４の開口部２６から露出させて搭載する。
【００９３】
　次に、図３（Ｂ）に示すように、第１半導体チップ４０Ａを、ダイパッド側半導体チッ
プ搭載領域２５に、その裏面４０Ａｂを対向させて搭載する。この工程は従来公知のダイ
ボンディング材、すなわち任意好適な接着材を用いて常法に従って行えばよい。
【００９４】
　さらに、基板３０の半導体チップ接続用第２電極パッド３４及び第１半導体チップ４０
Ａのチップ電極パッド４２Ａを接続する第１ボンディングワイヤ５０Ａを設ける。この工
程は従来公知のいわゆるボンディングツールを用いて行うことができる。
【００９５】
　次いで、図４（Ａ）に示すように、第１ボンディングワイヤ５０Ａの形成までが終了し
た製造途中の構造体、すなわちリードフレーム２０を裏返して、基板３０の第１主表面３
０ａを上側に向けて露出させる。
【００９６】
　次に、第２半導体チップ４０Ｂを基板３０に搭載する。第２半導体チップ４０Ｂは、表
面４０Ｂａ及びこの表面４０Ｂａと対向する裏面４０Ｂｂを有している。また、第２半導
体チップ４０Ｂは、表面４０Ｂａ側に設けられている複数のチップ電極パッド４２Ｂを有
している。
【００９７】
　第２半導体チップ４０Ｂは、第２半導体チップ４０Ｂの裏面４０Ｂｂを基板３０の基板
側半導体チップ搭載領域３０ａａに対向させて搭載する。この工程は従来公知のダイボン
ディング材を用いて常法に従って行えばよい。
【００９８】
　次に、第２ボンディングワイヤ５０Ｂを常法に従って設ける。この第２ボンディングワ
イヤ５０Ｂは、基板３０の半導体チップ接続用第１電極パッド３２及び第２半導体チップ
４０Ｂのチップ電極パッド４２Ｂを接続する。
【００９９】
　さらに、図４（Ｂ）に示すように、常法に従って、第３ボンディングワイヤ５０Ｃを設
ける。第３ボンディングワイヤ５０Ｃは、基板３０のリード接続用電極パッド３６及びリ
ードフレーム２０のリード２８を接続する。
【０１００】
　次に、封止部６０を、常法に従って形成する。封止部６０は、ダイパッド２４、基板３
０、第１半導体チップ４０Ａ、第２半導体チップ４０Ｂ、第１ボンディングワイヤ５０Ａ
、第２ボンディングワイヤ５０Ｂ及び第３ボンディングワイヤ５０Ｃを覆い、かつリード
２８の一部分を露出させる形態で形成する。
【０１０１】
　封止部６０は、好ましくは例えば従来公知のモールド樹脂、液状樹脂等の任意好適な材
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料を用いて、いわゆる封止金型を用いる従来公知の封止工程により形成することができる
。
【０１０２】
　封止部６０は、例えば所定の形状及び容積の空間、すなわちキャビティを画成すること
ができる金型を用い、封止樹脂材料をこのキャビティ内に供給してこれを硬化することに
より形成することができる。
【０１０３】
　封止部６０の硬化後、金型を取り外して個片化工程を行う。この個片化工程は、例えば
回転するブレードを用いて、残存するデバイスホール２２内のリード２８及び支持リード
２９を切断することにより行えばよい。
【０１０４】
　この個片化工程により封止部６０から露出したリード２８は外部端子として機能できる
ようになる。このようにしてリードフレーム２０から半導体装置１０が切り出されて完成
する。
【０１０５】
　第２の実施の形態
　　（１）半導体装置の構成例
　図５を参照して、この半導体装置の第２の実施の形態の構成例につき説明する。
【０１０６】
　なお、平面図については、既に説明した図１とほぼ同様になるので図示及びその詳細な
説明を省略する。
【０１０７】
　図５は、半導体装置を図１（Ａ）及び（Ｂ）に示したＩ－Ｉ’一点鎖線と同じ位置で切
断した切り口を示す概略図である。
【０１０８】
　この第２の実施の形態の半導体装置１０は、複数のスペーサ基板、すなわち第１及び第
２スペーサ基板７０Ａ及び７０Ｂを挟んで搭載される複数の半導体チップが基板及びダイ
パッドに搭載されている点に構成上の特徴を有している。
【０１０９】
　なお、スペーサ基板を除いて、ダイパッド、すなわちリードフレーム２０、搭載されて
いる基板３０及び半導体チップといった半導体装置の構成要素については既に説明した第
１の実施の形態と同様であるのでこれらの具体的な構成についての詳細な説明は省略する
。
【０１１０】
　図５に示すように、この半導体装置１０は、個片化前にリードフレーム２０の一部を構
成していたダイパッド２４を含んでいる。
【０１１１】
　このダイパッド２４の第１主面２４ａに基板３０が搭載されている。
【０１１２】
　この例では、基板３０の上面側からみた輪郭サイズとダイパッド２４の上面側からみた
輪郭サイズとを同一サイズに揃えてある。すなわち、ダイパッド２４と搭載されている状
態の基板３０の輪郭は、突出する支持リード２９部分（図１（Ａ）及び（Ｂ）参照。）を
除き一致している。
【０１１３】
　半導体装置１０は、第１半導体チップ４０Ａを含んでいる。この第１半導体チップ４０
Ａは、ダイパッド２４のダイパッド側半導体チップ搭載領域２５に搭載されている。
【０１１４】
　第１半導体チップ４０Ａは、ダイパッド２４のダイパッド側半導体チップ搭載領域２５
に、裏面４０Ａｂを対向させて搭載されている。
【０１１５】
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　第１半導体チップ４０Ａは、チップ電極パッド４２Ａが配列されている辺が、ダイパッ
ド２４の開口部２６から露出している基板３０の半導体チップ接続用第２電極パッド３４
の配列に対して略平行となるようにダイパッド２４に搭載されている。
【０１１６】
　半導体装置１０は、第１ボンディングワイヤ５０Ａを具えている。第１ボンディングワ
イヤ５０Ａは、半導体チップ接続用第２電極パッド３４及び第１半導体チップ４０Ａのチ
ップ電極パッド４２Ａを接続している。
【０１１７】
　第１半導体チップ４０Ａの表面４０Ａａ上には、第１スペーサ基板７０Ａが搭載されて
いる。
【０１１８】
　第１スペーサ基板７０Ａは、表面７０Ａａ及びこの表面７０Ａａと対向する裏面７０Ａ
ｂを有している板状部材である。第１スペーサ基板７０Ａは、複数のチップ電極パッド４
２Ａを露出させて搭載されている。
【０１１９】
　第１スペーサ基板７０Ａの平面形状は、第１半導体チップ４０Ａの平面形状と相似形で
ある。また、第１スペーサ基板７０Ａの平面形状の大きさは、チップ電極パッド４２Ａを
露出させることができる程度に、第１半導体チップ４０Ａより小さい面積とされる。
【０１２０】
　第１スペーサ基板７０Ａは、好ましくは例えばシリコン基板とするのがよい。なお、シ
リコン基板のみならず、放熱性等を考慮して、任意好適な他の材料からなる基板を用いる
こともできる。
【０１２１】
　第１スペーサ基板７０Ａの表面７０Ａａ上には、第２半導体チップ４０Ｂが搭載されて
いる。
【０１２２】
　第２半導体チップ４０Ｂは、この例では第１半導体チップ４０Ａと同一形状及び同一サ
イズのチップである。すなわち、第２半導体チップ４０Ｂは、表面４０Ｂａ及びこの表面
４０Ｂａと対向する裏面４０Ｂｂを有している。
【０１２３】
　第２半導体チップ４０Ｂは、その裏面４０Ｂｂを第１スペーサ基板７０Ａの表面７０Ａ
ａに対向させて搭載されている。
【０１２４】
　このとき、第２半導体チップ４０Ｂは、その平面的な輪郭を第１半導体チップ４０Ａの
平面的な輪郭に一致するよう重ね合わせて搭載されている。
【０１２５】
　第２ボンディングワイヤ５０Ｂは、ダイパッド２４の開口部２６から露出する半導体チ
ップ接続用第２電極パッド３４及び第２半導体チップ４０Ｂのチップ電極パッド４２Ｂを
接続している。
【０１２６】
　半導体装置１０は、さらに、第３半導体チップ４０Ｃを含んでいる。第３半導体チップ
４０Ｃは、基板３０の半導体チップ接続用第１電極パッド３２に挟まれた基板側半導体チ
ップ搭載領域３０ａａに搭載されている。
【０１２７】
　第３半導体チップ４０Ｃは、表面４０Ｃａ及びこの表面４０Ｃａと対向する裏面４０Ｃ
ｂを有しており、第１及び第２半導体チップ４０Ａ及び４０Ｂと同様の外形を有している
。
【０１２８】
　第３半導体チップ４０Ｃは、基板側半導体チップ搭載領域３０ａａに裏面４０Ｃｂを対
向させて搭載されている。
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【０１２９】
　第３ボンディングワイヤ５０Ｃは、半導体チップ接続用第１電極パッド３２及び第３半
導体チップ４０Ｃのチップ電極パッド４２Ｃを接続している。
【０１３０】
　第３半導体チップ４０Ｃの表面４０Ｃａ上には、第１スペーサ基板７０Ａと同様の形態
を有している第２スペーサ基板７０Ｂが搭載されている。
【０１３１】
　第２スペーサ基板７０Ｂは、表面７０Ｂａ及びこの表面７０Ｂａと対向する裏面７０Ｂ
ｂを有している板状部材である。第２スペーサ基板７０Ｂは、第３半導体チップ４０Ｃの
複数のチップ電極パッド４２Ｃを露出させて搭載されている。
【０１３２】
　第２スペーサ基板７０Ｂの表面７０Ｂａ上には、第４半導体チップ４０Ｄが搭載されて
いる。
【０１３３】
　第４半導体チップ４０Ｄは、この例では第１半導体チップ４０Ａと同一形状及び同一サ
イズのチップである。すなわち、第４半導体チップ４０Ｄは、表面４０Ｄａ及びこの表面
４０Ｄａと対向する裏面４０Ｄｂを有している。
【０１３４】
　第４半導体チップ４０Ｄは、その裏面４０Ｄｂを第２スペーサ基板７０Ｂの表面７０Ｂ
ａに対向させて搭載されている。
【０１３５】
　このとき、第４半導体チップ４０Ｄは、その平面的な輪郭を第３半導体チップ４０Ｃの
平面的な輪郭に一致するよう重ね合わせて搭載されている。
【０１３６】
　第４ボンディングワイヤ５０Ｄは、半導体チップ接続用第１電極パッド３２及び第４半
導体チップ４０Ｄのチップ電極パッド４２Ｄを接続している。
【０１３７】
　半導体装置１０は、第５ボンディングワイヤ５０Ｅを具えている。第５ボンディングワ
イヤ５０Ｅは、基板３０のリード接続用電極パッド３６及びリード２８を接続している。
【０１３８】
　半導体装置１０は、封止部６０を具えている。封止部６０は、ダイパッド２４、基板３
０、第１半導体チップ４０Ａ、第２半導体チップ４０Ｂ、第３半導体チップ４０Ｃ、第４
半導体チップ４０Ｄ、第１ボンディングワイヤ５０Ａ、第２ボンディングワイヤ５０Ｂ、
第３ボンディングワイヤ５０Ｃ、第４ボンディングワイヤ５０Ｄ及び第５ボンディングワ
イヤ５０Ｅを覆い、かつリード２８の一部分を露出させている。
【０１３９】
　この実施の形態の半導体装置の構成によれば、既に説明した第１の実施の形態と同様に
、ダイパッドに搭載される基板の電極パッドを露出させるための最小限度の広さ、すなわ
ち面積の開口部を設けてあるので、基板に対するダイパッドの接着領域を確保することが
できる。従って、平面サイズのより大きな半導体チップを封止した場合であっても封止部
の外形サイズ、すなわち半導体装置の外形サイズを大型化することなくマルチチップパッ
ケージを得ることができる。
【０１４０】
　また、開口部は、電極パッドのみを露出させるために必要最小限度の広さ、すなわち面
積でダイパッドに設けられているので、ダイパッド全体としての残存する面積が従来より
も著しく大きい、その結果として、ダイパッドの強度を維持しつつ平面サイズのより大き
な半導体チップを封止することができる。このように、半導体装置をより大型の高性能な
半導体チップの搭載により高機能化しつつその信頼性を維持することができる。
【０１４１】
　なお、この例では、同一形状及び同一サイズの複数個の半導体チップを搭載する構成に
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ついて説明したが、この発明の目的を損なわない範囲でこれに限定されず、搭載される半
導体チップは、互いに異なる機能、異なる形状、異なるサイズのいずれか又はこれらの組
み合わせにより選択される任意好適な複数個の半導体チップを組み合わせることができる
。
【０１４２】
　また、上述の説明において、４個の半導体チップを搭載する例を説明したが、搭載され
る半導体チップの個数は例示に過ぎず、例えば基板上に搭載する半導体チップを１個のみ
とする、すなわち全体として３個の半導体チップを搭載する構成とするか、又は上述した
４個の半導体チップを搭載する例に、さらなる半導体チップを、スペーサ基板を介して積
層することもできる。
【０１４３】
　　（２）半導体装置の製造方法例
　次に、図６を参照して、図５に示した半導体装置の製造方法の実施の形態につき説明す
る。
【０１４４】
　図６（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、この例の半導体装置の製造方法の一例を説明するた
めの工程図である。
【０１４５】
　なお、この例の製造工程は、第１の実施の形態で既に説明した図３（Ｂ）に示した構造
に至る工程までは同様であるため、かかる工程までは説明を省略し、図６（Ａ）以下を図
３（Ｂ）に続く図として説明する。
【０１４６】
　まず、リードフレーム２０を準備する。リードフレーム自体は種々の形態のものが市場
にて入手可能である。
【０１４７】
　この半導体装置の製造工程に適用して好適なリードフレーム２０は、開口部２６を具え
るダイパッド２４を含む点に構成上の特徴を有している。
【０１４８】
　ダイパッド２４は、第１主面２４ａ及びこの第１主面２４ａに対向している第２主面２
４ｂを有している。ダイパッド２４には、基板及び半導体チップが搭載される領域が予め
設定されている。
【０１４９】
　このダイパッド２４の第１主面２４ａに基板搭載領域２４ａａが設けられている。また
、第２主面２４ｂにはダイパッド側半導体チップ搭載領域２５が設けられている。
【０１５０】
　ダイパッド２４は、基板搭載領域２４ａａ内であってかつダイパッド側半導体チップ搭
載領域２５外に、第１主面２４ａから第２主面２４ｂに貫通して設けられている１つ又は
２つ以上の開口部２６を有している。
【０１５１】
　第１主面２４ａには、基板搭載領域２４ａａより内側、すなわちこの例では第１主面２
４ａの輪郭より内側に最小でも幅２ｍｍ程度の環状の接着領域２７が予め設定されている
。
【０１５２】
　次いで、図６（Ａ）に示すように、図３（Ｂ）に示す第１半導体チップ４０Ａの表面４
０Ａａ上に、第１スペーサ基板７０Ａを、第１半導体チップ４０Ａの複数のチップ電極パ
ッド４２Ａを露出させて搭載する。
【０１５３】
　この工程は、従来公知のエポキシ樹脂といったダイボンディング材を用いて常法に従っ
て行うことができる。
【０１５４】
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　さらに、この第１スペーサ基板７０Ａの表面７０Ａａ上に第２半導体チップ４０Ｂを搭
載する。このとき、第２半導体チップ４０Ｂの裏面４０Ｂｂを第１スペーサ基板７０Ａの
表面７０Ａａに対向させて搭載する。また、この例では第２半導体チップ４０Ｂの輪郭を
第１半導体チップ４０Ａの輪郭に重ね合わせて一致するよう搭載する。
【０１５５】
　この工程は、従来公知のエポキシ樹脂といったダイボンディング材を用いて常法に従っ
て行うことができる。
【０１５６】
　さらに、開口部２６から露出している基板３０の半導体チップ接続用第２電極パッド３
４及び第２半導体チップ４０Ｂのチップ電極パッド４２Ｂを、第２ボンディングワイヤ５
０Ｂにより接続する。第２ボンディングワイヤ５０Ｂは、第１ボンディングワイヤ５０Ａ
と同様にして設けることができる。
【０１５７】
　次いで、図６（Ｂ）に示すように、第２ボンディングワイヤ５０Ｂの形成までが終了し
た製造途中の構造体、すなわちリードフレーム２０を裏返して、基板３０の第１主表面３
０ａを上側に向けて露出させる。
【０１５８】
　次に、第３半導体チップ４０Ｃを、基板３０の基板側半導体チップ搭載領域３０ａａに
、常法に従って搭載する。このとき、第３半導体チップ４０Ｃの裏面４０Ｃｂを基板側半
導体チップ搭載領域３０ａａに対向させて搭載する。第３半導体チップ４０Ｃは、基板３
０の半導体チップ接続用第１電極パッド３２を露出させて搭載する。
【０１５９】
　さらに、基板３０の半導体チップ接続用第１電極パッド３２及び第３半導体チップ４０
Ｃのチップ電極パッド４２Ｃを接続する第３ボンディングワイヤ５０Ｃを設ける。第３ボ
ンディングワイヤ５０Ｃは、既に説明した他のボンディングワイヤと同様の工程により設
けることができる。
【０１６０】
　次いで、第２スペーサ基板７０Ｂを、第３半導体チップ４０Ｃの表面４０Ｃａ上に、第
２スペーサ基板７０Ｂの裏面７０Ｂｂを対向させて搭載する。このとき、複数の第３半導
体チップ４０Ｃのチップ電極パッド４２Ｃが第２スペーサ基板７０Ｂの輪郭から露出する
よう第１スペーサ基板７０Ａの搭載と同様にして搭載する。
【０１６１】
　次に、第４半導体チップ４０Ｄを、第２スペーサ基板７０Ｂの表面７０Ｂａ上に搭載す
る。このとき、第４半導体チップ４０Ｄの裏面４０Ｄｂを第２スペーサ基板７０Ｂの表面
７０Ｂａに対向させて、他の半導体チップの搭載と同様の工程により搭載する。また、こ
の例では第４半導体チップ４０Ｄの輪郭を第３半導体チップ４０Ｃの輪郭に重ね合わせて
一致するよう搭載する。
【０１６２】
　さらに、基板３０の半導体チップ接続用第１電極パッド３２及び第４半導体チップ４０
Ｄのチップ電極パッド４２Ｄを接続する第４ボンディングワイヤ５０Ｄを設ける。第４ボ
ンディングワイヤ５０Ｄは、既に説明した他のボンディングワイヤと同様の工程により設
けることができる。
【０１６３】
　次いで、基板３０のリード接続用電極パッド３６及びリードフレーム２０のリード２８
を接続する第５ボンディングワイヤ５０Ｅを、既に説明した他のボンディングワイヤと同
様の工程により設ける。
【０１６４】
　図６（Ｃ）に示すように、封止部６０を形成する。この封止部６０は、ダイパッド２４
、基板３０、第１半導体チップ４０Ａ、第２半導体チップ４０Ｂ、第３半導体チップ４０
Ｃ、第４半導体チップ４０Ｄ、第１スペーサ基板７０Ａ、第２スペーサ基板７０Ｂ、第１
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ボンディングワイヤ５０Ａ、第２ボンディングワイヤ５０Ｂ、第３ボンディングワイヤ５
０Ｃ、第４ボンディングワイヤ５０Ｄ、及び第５ボンディングワイヤ５０Ｅを覆い、かつ
リード２８の一部分を露出させて形成する。
【０１６５】
　封止部６０は、好ましくは例えば従来公知のモールド樹脂、液状樹脂等の任意好適な材
料を用いて、既に説明した第１の実施の形態と同様の封止工程により形成することができ
る。
【０１６６】
　最後に個片化工程を行う。この個片化工程は、例えば回転するブレードを用いて、残存
するデバイスホール２２内のリード２８及び支持リード２９を切断することにより行えば
よい。
【０１６７】
　この個片化工程により封止部６０から露出したリード２８は外部端子として機能できる
ようになる。このようにしてリードフレーム２０から半導体装置１０が切り出されて完成
する。
【０１６８】
　　（３）変形例の構成
　図７を参照して、上述した第２の実施の形態の半導体装置の変形例につき説明する。
【０１６９】
　なお、平面図については、既に説明した図１とほぼ同様になるので図示及びその詳細な
説明を省略する。
【０１７０】
　図７は、半導体装置を図１（Ａ）及び（Ｂ）に示したＩ－Ｉ’一点鎖線と同じ位置で切
断した切り口を示す概略図である。
【０１７１】
　この例の半導体装置１０は、基板３０及びダイパッド２４に搭載されている最外側の半
導体チップ上にさらなるスペーサ基板が搭載されており、かつこれら最外側のスペーサ基
板の表面が封止部６０から露出している点に構成上の特徴を有している。
【０１７２】
　これら最外側のスペーサ基板以外の構成は、既に説明した第２の実施の形態の半導体装
置の構成例と何ら変わるところがないので、第２の実施の形態と共通の構成要素について
は同一番号を付して詳細な説明は省略する。
【０１７３】
　図７に示すように、半導体装置１０は第３スペーサ基板７０Ｃを具えている。すなわち
、第２半導体チップ４０Ｂの表面４０Ｂａ上には、この例では第１スペーサ基板７０Ａと
同一形状の第３スペーサ基板７０Ｃが第１スペーサ基板７０Ａの輪郭に重なるように、第
２半導体チップ４０Ｂの複数のチップ電極パッド４２Ｂを露出させて設けられている。
【０１７４】
　また、半導体装置１０は、第４スペーサ基板７０Ｄをさらに具えている。すなわち、第
４半導体チップ４０Ｄの表面４０Ｄａ上には、この例では第２スペーサ基板７０Ｂと同一
形状の第４スペーサ基板７０Ｄが第２スペーサ基板７０Ｂの輪郭に重なるように、第４半
導体チップ４０Ｄの複数のチップ電極パッド４２Ｄを露出させて設けられている。
【０１７５】
　この例の封止部６０は、第３スペーサ基板７０Ｃの表面７０Ｃａの全面及び第４スペー
サ基板７０Ｄの表面７０Ｄａの全面を露出させて設けられている。
【０１７６】
　このように、封止部から最上層のスペーサ基板の表面を露出させる構成とすれば、スペ
ーサ基板の表面が外部環境、すなわち大気に露出する。よって、動作時の半導体チップ及
び基板の発生する熱を、スペーサ基板により伝導させて、より効率的に外部環境に放熱さ
せることができる。結果として、放熱性が良好なため、半導体装置の動作、すなわち電気
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的特性をより安定させることができる。また、発熱こそ大きいがより高性能な半導体チッ
プを採用することができるため、半導体装置全体としての性能をより向上させることがで
きる。
【０１７７】
　これら、第１スペーサ基板７０Ａ、第２スペーサ基板７０Ｂ、第３スペーサ基板７０Ｃ
及び第４スペーサ基板７０Ｄはいずれも、熱伝導性、放熱性といった観点から好ましくは
例えばシリコン基板とするのがよい。
【０１７８】
　（４）変形例の製造方法
　次に、図８を参照して、この例の半導体装置の製造方法につき説明する。
【０１７９】
　図８（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、この例の半導体装置の製造方法を説明するための工
程図である。
【０１８０】
　この例の製造方法における各工程は既に説明した第２の実施の形態と何ら変わるところ
がないため、その詳細な説明は省略する。
【０１８１】
　なお、この例の製造工程は、第２の実施の形態で既に説明した図６（Ａ）に示した構造
に至る工程までは同様であるため、図８（Ａ）以下を図６（Ａ）に続く図として説明する
。
【０１８２】
　図８（Ａ）に示すように、第２半導体チップ４０Ｂの搭載終了後、さらに第３スペーサ
基板７０Ｃを搭載する。
【０１８３】
　すなわち、第３スペーサ基板７０Ｃを第２半導体チップ４０Ｂの表面４０Ｂａ上に、第
３スペーサ基板７０Ｃの裏面７０Ｃｂを対向させて、他のスペーサ基板と同様の工程によ
り搭載する。
【０１８４】
　この例では第１スペーサ基板７０Ａと同一形状の第３スペーサ基板７０Ｃを下側に位置
する第１スペーサ基板７０Ａの輪郭に重なるように、かつ第２半導体チップ４０Ｂの複数
のチップ電極パッド４２Ｂを露出するように搭載される。
【０１８５】
　次いで、図８（Ｂ）に示すように、製造途中の構造体、すなわちリードフレーム２０を
裏返して、基板３０の第１主表面３０ａを上側に向けて露出させる。
【０１８６】
　次に、第３半導体チップ４０Ｃを、基板３０の基板側半導体チップ搭載領域２５に、常
法に従って搭載する。
【０１８７】
　さらに、基板３０の半導体チップ接続用第１電極パッド３２及び第３半導体チップ４０
Ｃのチップ電極パッド４２Ｃを接続する第３ボンディングワイヤ５０Ｃを設ける。
【０１８８】
　次いで、第３半導体チップ４０Ｃの表面４０Ｃａ上に、第２スペーサ基板７０Ｂの裏面
７０Ｂｂを対向させて搭載する。
【０１８９】
　次に、第４半導体チップ４０Ｄを、第２スペーサ基板７０Ｂの表面７０Ｂａ上に搭載す
る。
【０１９０】
　さらに、基板３０の半導体チップ接続用第１電極パッド３２及び第４半導体チップ４０
Ｄのチップ電極パッド４２Ｄを接続する第４ボンディングワイヤ５０Ｄを設ける。
【０１９１】
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　次いで、基板３０のリード接続用電極パッド３６及びリードフレーム２０のリード２８
を接続する第５ボンディングワイヤ５０Ｅを、既に説明した他のボンディングワイヤと同
様の工程により設ける。
【０１９２】
　次に、第４スペーサ基板７０Ｄを、他のスペーサ基板の搭載と同様の工程により第４半
導体チップ４０Ｄ上に搭載する。すなわち、第４半導体チップ４０Ｄの表面４０Ｄａ上に
は、この例では第２スペーサ基板７０Ｂと同一形状の第４スペーサ基板７０Ｄを第２スペ
ーサ基板７０Ｂの輪郭に重なるように、第４半導体チップ４０Ｄの複数のチップ電極パッ
ド４２Ｄを露出させて搭載する。
【０１９３】
　図８（Ｃ）に示すように、封止部６０を形成する。この封止部６０は、ダイパッド２４
、基板３０、第１半導体チップ４０Ａ、第２半導体チップ４０Ｂ、第３半導体チップ４０
Ｃ、第４半導体チップ４０Ｄ、第１スペーサ基板７０Ａ、第２スペーサ基板７０Ｂ、第１
ボンディングワイヤ５０Ａ、第２ボンディングワイヤ５０Ｂ、第３ボンディングワイヤ５
０Ｃ、第４ボンディングワイヤ５０Ｄ、及び第５ボンディングワイヤ５０Ｅを覆い、かつ
リード２８の一部分を露出させて形成する。
【０１９４】
　このとき、封止部６０は、第３スペーサ基板７０Ｃの表面７０Ｃａの全面及び第４スペ
ーサ基板７０Ｄの表面７０Ｄａの全面が露出するよう、既に説明した封止工程により形成
する。
【０１９５】
　最後に個片化工程を行う。この個片化工程は、例えば回転するブレードを用いて、残存
するデバイスホール２２内のリード２８及び支持リード２９を切断することにより行えば
よい。
【０１９６】
　この個片化工程により封止部６０から露出したリード２８は外部端子として機能できる
ようになる。このようにしてリードフレーム２０から半導体装置１０が切り出されて完成
する。
【符号の説明】
【０１９７】
１０：半導体装置
２０：リードフレーム
２１：基材
２２：デバイスホール
２４：ダイパッド
２４ａ：第１主面
２４ｂ：第２主面
２４ａａ：基板搭載領域
２５：ダイパッド側半導体チップ搭載領域
２６：開口部
２７：接着領域
２８：リード
２９：支持リード
３０：基板
３０ａ：第１主表面
３０ｂ：第２主表面
３０ａａ：基板側半導体チップ搭載領域
３２：半導体チップ接続用第１電極パッド
３４：半導体チップ接続用第２電極パッド
３６：リード接続用電極パッド
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４０Ａ：第１半導体チップ
４０Ａａ、４０Ｂａ、４０Ｃａ、４０Ｄａ、７０Ａａ、７０Ｂａ、７０Ｃａ、７０Ｄａ：
表面
４０Ａｂ、４０Ｂｂ、４０Ｃｂ、４０Ｄｂ、７０Ａｂ、７０Ｂｂ、７０Ｃｂ、７０Ｄｂ：
裏面
４２Ａ、４２Ｂ、４２Ｃ、４２Ｄ：チップ電極パッド
４０Ｂ：第２半導体チップ
４０Ｃ：第３半導体チップ
４０Ｄ：第４半導体チップ
５０Ａ：第１ボンディングワイヤ
５０Ｂ：第２ボンディングワイヤ
５０Ｃ：第３ボンディングワイヤ
５０Ｄ：第４ボンディングワイヤ
５０Ｅ：第５ボンディングワイヤ
６０：封止部
７０Ａ：第１スペーサ基板
７０Ｂ：第２スペーサ基板
７０Ｃ：第３スペーサ基板
７０Ｄ：第４スペーサ基板
 

【図１】 【図２】
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