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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チップ支持面、及び前記チップ支持面とは反対側の裏面を有するチップ搭載部と、
　第１主面、前記第１主面に形成された複数のパッド、及び前記第１主面とは反対側の第
２主面を有し、前記第２主面が前記チップ支持面と対向するように、前記チップ搭載部の
前記チップ支持面上に搭載された半導体チップと、
　前記チップ搭載部の周囲に配置された複数のリードと、
　前記半導体チップの前記複数のパッドと前記複数のリードとをそれぞれ電気的に接続す
る複数のワイヤと、
　上面、前記上面とは反対側の下面、及び前記上面と前記下面との間に位置する側面を有
し、前記半導体チップ、前記複数のリード及び前記複数のワイヤを封止する封止部と、
　を含み、
　前記複数のリードのそれぞれは、封止部形成面と、前記封止部形成面とは反対側の被実
装面と、前記封止部形成面と前記被実装面との間に位置し、かつ前記チップ搭載部と向か
い合う内側端面と、前記封止部形成面と前記被実装面との間に位置し、かつ前記内側端面
とは反対側の外側端面と、前記封止部形成面と前記被実装面との間に位置し、かつ前記内
側端面と前記外側端面との間に位置するリード側面と、前記封止部形成面と前記内側端面
とが交わる第１内側端部と、前記被実装面と前記内側端面とが交わる第２内側端部とを有
しており、
　前記ワイヤは、前記リードの前記封止部形成面に接続されており、



(2) JP 4945508 B2 2012.6.6

10

20

30

40

50

　前記複数のリードのそれぞれの前記被実装面は、前記封止部の前記下面から露出してお
り、
　前記第１内側端部は、前記第２内側端部よりも前記外側端面側に位置しており、
　前記複数のリードのそれぞれは、前記封止部形成面における前記リードの延在方向と交
差する方向の幅が、前記被実装面における前記リードの延在方向と交差する方向の幅より
も広いことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、前記複数のリードのそれぞれの前記リード側面は
、湾曲していることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置において、前記封止部は、前記複数のリードのそれぞれの前
記被実装面が前記封止部の前記下面から露出するように、かつ前記複数のリードのそれぞ
れの前記外側端面が前記封止部の前記側面から露出するように、前記半導体チップ、前記
複数のリードのそれぞれの前記一部及び前記複数のワイヤを封止していることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項４】
　請求項１または３記載の半導体装置において、前記チップ搭載部の外形寸法は、前記半
導体チップの外形寸法よりも小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項４記載の半導体装置において、前記チップ搭載部の前記裏面は、前記封止部の前
記下面から露出していることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項４記載の半導体装置において、前記チップ搭載部の厚さは、前記複数のリードの
それぞれの厚さよりも薄く形成されており、前記チップ搭載部の前記裏面は、前記封止部
で覆われていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項４記載の半導体装置において、前記半導体チップの前記第２主面における周縁部
は、前記内側端面と対向していることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体装置において、前記チップ支持面は、前記複数のリードのそれぞ
れの前記封止部形成面と同じ位置に配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１記載の半導体装置において、前記リード側面は、前記被実装面に対して傾斜し
ていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１記載の半導体装置において、前記チップ搭載部の外形寸法は、前記半導体チッ
プの外形寸法よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置技術に関し、特に、搭載可能チップサイズの拡大化に適用して有
効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　小型化を図った半導体装置として、ＱＦＮ（Quad Flat Non-leaded Package) と呼ばれ
る半導体チップより若干大きい程度の小型半導体パッケージが開発されており、樹脂モー
ルドによって形成された封止部の裏面の周縁部に外部端子となる複数のリードが露出して
配置され、このような構造の半導体パッケージは、ペリフェラル形と呼ばれている。
【０００３】
　ＱＦＮの構造については、例えば、非特許文献１に記載されている。
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【非特許文献１】株式会社プレスジャーナル１９９８年７月２７日発行、「月刊Ｓｅｍｉ
ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｗｏｒｌｄ増刊号' ９９半導体組立・検査技術」、５３～５７頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＱＦＮでは、各リードが封止部の裏面に露出しており、それぞれのリードと封止用樹脂
との接合面積が非常に少ないため、したがって、各リードと封止部との接合強度を高める
ための工夫が種々考案されている。
【０００５】
　また、ＱＦＮでは、図１４の比較例に示すように、各リード１ａの封止部３の裏面３ａ
に露出して、外部端子として機能する被実装面１ｄの延在方向の長さ（Ｐ）は、その反対
側に位置しており、樹脂封止部によって覆われている封止部形成面１ｇの長さ（Ｑ）と比
べて、Ｑ≧Ｐの関係にある。
【０００６】
　これは、各リード１ａの封止部形成面１ｇにはリード切断時のワイヤ接合部への応力付
与を防止するとともに各リードの水平方向に対しての引き抜き強度を増加させるための複
数の凹部１ｍが形成されており、したがって、封止部形成面１ｇの長さ（Ｑ）が長くなり
、その結果、Ｑ≧Ｐの関係となっている。
【０００７】
　このような状況において顧客からの要求などにより、パッケージサイズを変えずにさら
に大きな半導体チップを搭載しようとした際、被実装面１ｄの延在方向の長さ（Ｐ）は、
パッケージサイズごとにＥＩＡＪ規格（Standards of Electronic Industries Associati
on of Japan)で定められているため、パッケージサイズを固定させて考えると長さ（Ｐ）
を短くすることはできない。
【０００８】
　したがって、パッケージサイズを変えずにさらに大きな半導体チップの搭載ができない
ことが問題となる。
【０００９】
　本発明の目的は、半導体装置において搭載可能チップサイズの拡大化を図ることができ
る技術を提供することにある。
【００１０】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下の
とおりである。
【００１２】
　すなわち、本発明は、チップ支持面、及び前記チップ支持面とは反対側の裏面を有する
チップ搭載部と、第１主面、前記第１主面に形成された複数のパッド、及び前記第１主面
とは反対側の第２主面を有し、前記第２主面が前記チップ支持面と対向するように、前記
チップ搭載部の前記チップ支持面上に搭載された半導体チップと、前記チップ搭載部の周
囲に配置された複数のリードと、前記半導体チップの前記複数のパッドと前記複数のリー
ドとをそれぞれ電気的に接続する複数のワイヤと、上面、前記上面とは反対側の下面、及
び前記上面と前記下面との間に位置する側面を有し、前記半導体チップ、前記複数のリー
ド及び前記複数のワイヤを封止する封止部と、を含み、前記複数のリードのそれぞれは、
封止部形成面と、前記封止部形成面とは反対側の被実装面と、前記封止部形成面と前記被
実装面との間に位置し、かつ前記チップ搭載部と向かい合う内側端面と、前記封止部形成
面と前記被実装面との間に位置し、かつ前記内側端面とは反対側の外側端面と、前記封止
部形成面と前記被実装面との間に位置し、かつ前記内側端面と前記外側端面との間に位置
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するリード側面と、前記封止部形成面と前記内側端面とが交わる第１内側端部と、前記被
実装面と前記内側端面とが交わる第２内側端部とを有しており、前記ワイヤは、前記リー
ドの前記封止部形成面に接続されており、前記複数のリードのそれぞれの前記被実装面は
、前記封止部の前記下面から露出しており、前記第１内側端部は、前記第２内側端部より
も前記外側端面側に位置しており、前記複数のリードのそれぞれは、前記封止部形成面に
おける前記リードの延在方向と交差する方向の幅が、前記被実装面における前記リードの
延在方向と交差する方向の幅よりも広いものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば、以下のとおりである。
【００１４】
　パッケージサイズを変えることなく搭載可能チップサイズの拡大化を図ることができ、
より大きな半導体チップを搭載することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１６】
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明などの関係にある。
【００１７】
　また、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言
及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合などを
除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良いものとす
る。
【００１８】
　なお、実施の形態を説明するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の
符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００１９】
　（実施の形態１）
　図１、図２に示す本実施の形態１の半導体装置は、図７に示すリードフレーム１を用い
て組み立てられ、かつこのリードフレーム１の片方の面側に樹脂モールディングによって
封止部３が形成された片面モールドの樹脂封止型の小型半導体パッケージであり、さらに
、封止部３の裏面３ａの周縁部に複数のリード１ａの被実装面１ｄを露出させて配置した
ペリフェラル形のものでもあり、前記半導体装置の一例として、ＱＦＮ５を取り上げて説
明する。
【００２０】
　したがって、ＱＦＮ５の各リード１ａは、封止部３に埋め込まれたインナリードと、封
止部３の裏面３ａの周縁部に露出するアウタリードとの両者の機能を兼ねている。
【００２１】
　なお、図２に示すＱＦＮ５は、チップ搭載部であるタブ１ｂが、その裏面１ｌがハーフ
エッチングなどの加工で削られてリード１ａの半分程度の厚さに形成されており、したが
って、タブ１ｂの裏面１ｌ側にも封止用樹脂がまわり込んで樹脂モールディングが行われ
たものである。つまり、ＱＦＮ５は、タブ１ｂが封止部３に埋め込まれたタブ埋め込み構
造のものであるが、タブ１ｂの裏面１ｌが封止部３の裏面３ａに露出するタブ露出構造で
あってもよい。
【００２２】
　さらに、ＱＦＮ５は、タブ１ｂの大きさが半導体チップ２の大きさより小さい小タブ構
造のものであるが、ＱＦＮ５は、小タブ構造に限らず、タブ１ｂの大きさが半導体チップ
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２と同等か、またはそれ以上であってもよい。
【００２３】
　図１、図２に示すＱＦＮ５の構成について説明すると、半導体チップ２を支持するチッ
プ支持面１ｃを備え、かつこのチップ支持面１ｃに半導体チップ２が搭載されたタブ１ｂ
と、半導体チップ２が樹脂封止されて形成された封止部３と、タブ１ｂを支持するタブ吊
りリード１ｅと、封止部３の裏面３ａの周縁部に露出する被実装面１ｄとその反対側に配
置されるとともに封止部３の側面３ｂに接触する封止部形成面１ｇとを有した複数のリー
ド１ａと、半導体チップ２の表面電極であるパッド２ａとこれに対応するリード１ａとを
接続する複数のワイヤ４とからなり、複数のリード１ａのうち、対向して配置されたリー
ド１ａ同士における封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さ（Ｍ）が被実装面１ｄの内
側端部１ｈ間の長さ（Ｌ）より長くなるように形成されている。
【００２４】
　すなわち、図２に示すように、各リード１ａが、それぞれ対向するリード１ａ間で、長
さ（Ｍ）＞長さ（Ｌ）となるように形成されている。
【００２５】
　また、各リード１ａにおいて封止部形成面１ｇの長さ（Ｑ）＜被実装面１ｄの長さ（Ｐ
）となっている。
【００２６】
　これにより、各リード１ａの封止部形成面１ｇの内側端部１ｈによって囲まれて形成さ
れるチップ搭載領域を拡大することができ、その結果、パッケージサイズを変えることな
く搭載可能チップサイズの拡大化を図ることができる。
【００２７】
　したがって、より大きな半導体チップ２を搭載することができる。
【００２８】
　ここで、図２に示す本実施の形態１のＱＦＮ５と、図１４に示す比較例のＱＦＮ型半導
体装置とで、それぞれの搭載可能チップサイズの最大値を比較すると、まず、図１４の比
較例のＱＦＮ型半導体装置では、対向して配置されたリード１ａ同士の被実装面１ｄの内
側端部１ｈ間の長さ（Ｌ）を３ｍｍとすると、封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さ
（Ｍ）は２.9ｍｍであり、ダイボンダの搭載精度を考慮すると、半導体チップ２の縁から
0.１ｍｍのマージンが必要であり、搭載可能チップサイズの最大値（Ｎ）は、長さ（Ｍ）
－0.２ｍｍより２.7ｍｍ（２.7ｍｍ×２.7ｍｍのこと）となる。
【００２９】
　これに対して、本実施の形態１の図２に示すＱＦＮ５の場合、パッケージサイズは同じ
として、対向して配置されたリード１ａ同士の被実装面１ｄの内側端部１ｈ間の長さ（Ｌ
）を同じく３ｍｍとすると、封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さ（Ｍ）は３.2ｍｍ
であり、その結果、搭載可能チップサイズの最大値（Ｎ）は、３.0ｍｍ（３.0ｍｍ×３.0
ｍｍのこと）となる。
【００３０】
　したがって、パッケージサイズを同じとしても、本実施の形態１の図２に示すＱＦＮ５
の方が、図１４に示す比較例のＱＦＮ型半導体装置よりも大きな半導体チップ２を搭載で
きる。
【００３１】
　また、図２に示す本実施の形態１のＱＦＮ５によれば、各リード１ａの封止部形成面１
ｇの内側端部１ｈによって囲まれて形成されるチップ搭載領域を拡大することができるた
め、ダイボンディングの際のボンディング精度を緩和することができる。
【００３２】
　さらに、リード１ａの封止部形成面１ｇ側の内側端部１ｈが被実装面１ｄ側の内側端部
１ｈより半導体チップ２から逃げる方向に位置されているため、大きな半導体チップ２を
搭載している場合に、レジン注入圧力によってチップ上下動が起こった際にもリード１ａ
と半導体チップ２との接触を防ぐことができ、チップ損傷を低減できる。
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【００３３】
　なお、図２に示すＱＦＮ５では、図４、図５に示すように、各リード１ａにおいてボン
ディングポイント１ｆより外側で、かつモールドライン１ｋより内側の領域に１つの凹部
１ｍが形成されている。
【００３４】
　この凹部１ｍは、リード切断工程でリード切断時にそのストレスがリード１ａに付与さ
れた際に、ストレスを受ける箇所であり、凹部１ｍが形成されていることによってワイヤ
接合部にストレスが付与されるのを防ぐことができ、リード１ａ切断時のワイヤ４の断線
を防ぐことができる。
【００３５】
　さらに、凹部１ｍが形成されていることにより、リード１ａのパッケージ水平方向に対
しての引き抜き強度を向上できる。
【００３６】
　また、図２に示すＱＦＮ５では、図３、図４および図６に示すように封止部形成面１ｇ
の少なくとも一部の幅が被実装面１ｄの幅より広く形成されている。つまり、図６に示す
ように、下側に配置される被実装面１ｄの幅より上側の封止部形成面１ｇの幅が広く形成
され、リード厚み方向に対して逆台形形状を有している。
【００３７】
　これにより、リード１ａのパッケージ垂直方向に対しての引き抜き強度を向上できる。
【００３８】
　また、図２に示すように、半導体チップ２は、タブ１ｂのチップ支持面１ｃ上にダイボ
ンド材（例えば、銀ペーストなど）によって固定されている。
【００３９】
　さらに、ＱＦＮ５の封止部３の裏面３ａの周縁部に並んで配置された外部端子であるリ
ード１ａの被実装面１ｄには、厚さ１０μｍ程度の半田メッキ層６が形成されている。
【００４０】
　また、タブ１ｂ、タブ吊りリード１ｅおよび各リード１ａは、例えば、銅などの薄板材
によって形成され、その厚さは、0.１５～0.２ｍｍ程度である。
【００４１】
　さらに、半導体チップ２のパッド２ａとこれに対応するリード１ａとを接続するワイヤ
４は、例えば、金線などである。
【００４２】
　また、封止部３は、モールド方法による樹脂封止によって形成され、その際用いられる
封止用樹脂は、例えば、熱硬化性のエポキシ樹脂などである。
【００４３】
　次に、本実施の形態１によるＱＦＮ５（半導体装置）の製造方法について説明する。
【００４４】
　まず、半導体チップ２を支持可能なタブ１ｂと、タブ１ｂを支持するタブ吊りリード１
ｅと、タブ１ｂの周囲に配置された複数のリード１ａとを有し、かつ対向して配置された
リード１ａ同士の封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さが、被実装面１ｄの内側端部
１ｈ間の長さより長く形成された図７に示すリードフレーム１を準備する。
【００４５】
　すなわち、図２に示すように、各リード１ａがそれぞれ封止部形成面１ｇの長さ（Ｑ）
＜被実装面１ｄの長さ（Ｐ）となったリードフレーム１を準備する。
【００４６】
　また、リードフレーム１には、図７に示すようにタブ１ｂおよびその周囲のリード１ａ
を区画する切断部１ｊが形成されている。なお、図７に示す点線部は、モールド後のモー
ルドライン１ｋである。
【００４７】
　さらに、リードフレーム１は、１枚のリードフレーム１から複数個のＱＦＮ５を製造す
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ることが可能な短冊状の細長い多連のものであり、さらに、１枚のリードフレーム１上で
マトリクス配列でＱＦＮ５を製造可能とし、したがって、１枚のリードフレーム１には、
１個のＱＦＮ５に対応したパッケージ領域がマトリクス配列で複数個形成されている。
【００４８】
　また、リードフレーム１は、例えば、銅（Ｃｕ）などによって形成された薄板材であり
、その厚さは、例えば、0.１５～0.２ｍｍ程度であるが、前記材料や前記厚さなどは、こ
れらに限定されるものではない。
【００４９】
　その後、主面２ｂに半導体集積回路が形成された半導体チップ２を準備し、複数のリー
ド１ａそれぞれの封止部形成面１ｇの内側端部１ｈによって囲まれた領域内のタブ１ｂ上
に半導体チップ２を配置する。
【００５０】
　その後、この半導体チップ２の裏面２ｃとタブ１ｂのチップ支持面１ｃとを接合するダ
イボンディング（ペレットボンディングまたはチップマウントともいう）を行う。
【００５１】
　すなわち、リードフレーム１のタブ１ｂのチップ支持面１ｃに半導体チップ２を搭載す
る。
【００５２】
　その際、リードフレーム１のタブ１ｂにダイボンド材（例えば、銀ペーストなど）を介
して主面２ｂを上方に向けて半導体チップ２を固定する。
【００５３】
　続いて、図２に示すように、半導体チップ２のパッド２ａとこれに対応する図４に示す
リード１ａの封止部形成面１ｇのボンディングポイント１ｆ付近とをボンディング用のワ
イヤ４によってワイヤボンディングして接続する。
【００５４】
　その後、樹脂モールディング（ここでは、トランスファーモールディング）によって半
導体チップ２および複数のワイヤ４を樹脂封止してリードフレーム１の封止部形成面１ｇ
側に封止部３を形成する（片面モールドを行う）。
【００５５】
　その際、封止部３の裏面３ａの周縁部に複数のリード１ａの被実装面１ｄが露出して並
ぶように樹脂モールディングを行う。
【００５６】
　ここでは、成形金型８（図３５参照）のキャビティ８ｃとＱＦＮ５とが１対１に対応し
た個片モールドタイプの前記成形金型８を用いて樹脂モールディングを行う。
【００５７】
　これによって、リードフレーム１上に複数の封止部３がマトリクス配置で形成される。
【００５８】
　その後、封止部３から突出する各リード１ａおよびタブ吊りリード１ｅをリードフレー
ム１から切断分離するリード切断（個片化）を行う。
【００５９】
　ここでは、リードフレーム１の切断部１ｊに沿って各リード１ａを切断し、図２に示す
ＱＦＮ５を取得する。
【００６０】
　次に本実施の形態１の変形例のＱＦＮ５について説明する。
【００６１】
　図８、図９は、変形例のＱＦＮ５を示すものであり、また、図１０～図１２は、変形例
のＱＦＮ５の各リード１ａの形状を示すものである。
【００６２】
　すなわち、図８、図９に示すＱＦＮ５は、図２に示すＱＦＮ５とほぼ同じ構造であるが
、相違点は、各リード１ａの封止部形成面１ｇの形状であり、各リード１ａの封止部形成
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面１ｇの内側端部１ｈに図１２に示すような切り欠き部１ｉが形成されている。
【００６３】
　つまり、各リード１ａの封止部形成面１ｇの内側コーナ部に封止部形成面１ｇより下が
った段差部を有する切り欠き部１ｉが設けられている。
【００６４】
　この切り欠き部１ｉを設けたことにより、対向して配置されたリード１ａ同士の封止部
形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さ（Ｍ）が、被実装面１ｄの内側端部１ｈ間の長さ（Ｌ
）より長く形成されており、図２に示すＱＦＮ５と同様に、各リード１ａが、封止部形成
面１ｇの長さ（Ｑ）＜被実装面１ｄの長さ（Ｐ）となっている。
【００６５】
　なお、図９に示す変形例のＱＦＮ５では、各リード１ａにおいて封止部形成面１ｇから
一段下がった切り欠き部１ｉにワイヤ４を接続している。
【００６６】
　したがって、図１３に示すように、ワイヤボンディング時にリード１ａの切り欠き部１
ｉにボンディングツールであるキャピラリ７が入り込めるように、半導体チップ２の端部
とキャピラリ７との間隔（Ｑ）を見極めて搭載可能チップサイズを設定する必要がある。
【００６７】
　例えば、図２に示すＱＦＮ５とパッケージサイズを同じとして、かつ前記間隔（Ｑ）を
見極めて（例えば、Ｑ＝０.0５ｍｍ程度として）搭載可能チップサイズを算出する。まず
、図９に示すように、対向して配置されたリード１ａ同士の被実装面１ｄの内側端部１ｈ
間の長さ（Ｌ）を同じく３ｍｍとすると、封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さ（Ｍ
）は３.8４であり、ダイボンダの搭載精度とワイヤボンダのボンダビリティを考慮すると
、例えば、半導体チップ２の縁から0.３２ｍｍのマージンが必要であり、搭載可能チップ
サイズの最大値（Ｎ）は、長さ（Ｍ）－0.６４より３.2ｍｍ（３.2ｍｍ×３.2ｍｍのこと
）となる。
【００６８】
　この場合、リード１ａの封止部形成面１ｇの内側端部１ｈに切り欠き部１ｉが形成され
ているため、図２のＱＦＮ５と比較してもさらに大きな半導体チップ２を搭載することが
可能になる。
【００６９】
　なお、図９に示す変形例のＱＦＮ５のその他の構造および組み立て方法ならびにその他
の作用効果については、図２に示すＱＦＮ５のものと同様であるため、その重複説明は省
略する。
【００７０】
　（実施の形態２）
　本実施の形態２は、実施の形態１で説明したＱＦＮ５とほぼ同様の構造のＱＦＮ９につ
いて説明するものである。
【００７１】
　図１５は、図１６に示すタブ１ｂが半導体チップ２の主面２ｂより小さく形成された小
タブ構造で、かつタブ１ｂの裏面１ｌ側に封止部３の一部が配置されたタブ埋め込み構造
のＱＦＮ９において、このＱＦＮ９の組み立てにおける樹脂モールディング時のレジン（
封止用樹脂）の流動状態を示したものである。すなわち、チップサイズが大きくなると、
半導体チップ２の裏面２ｃ側においてタブ１ｂの側面とリード１ａとの間の領域に封止用
樹脂が回り込みにくくなるが、本実施の形態２のＱＦＮ９は、図１６に示すようにタブ１
ｂの裏面１ｌをハーフエッチングなどで薄く加工して、樹脂モールディング時にタブ１ｂ
の裏面１ｌ側にも封止用樹脂を周り込ませるものである。
【００７２】
　これによって、タブ１ｂの裏面１ｌ側で図１５に示すようなレジン流動方向１０に沿っ
て封止用樹脂が流れ、その結果、チップ裏面におけるタブ１ｂの側面とリード１ａとの間
の領域に封止用樹脂を回り込ませることができ、前記領域におけるボイドの発生を防ぐこ
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とができる。
【００７３】
　なお、タブ１ｂの裏面１ｌを薄くする加工方法としては、コイニング加工を採用しても
よい。また、図１５および図１６に示すＱＦＮ９では、タブ上げ加工は施されていないた
め、タブ１ｂのチップ搭載側の面であるチップ支持面１ｃと、各リード１ａの封止部形成
面１ｇとは同じ高さに配置されている。
【００７４】
　次に、図１７に示す変形例のＱＦＮ９は、タブ上げ加工が施されたタブ埋め込み構造の
ものであり、タブ１ｂのチップ支持面１ｃが、リード１ａの封止部形成面１ｇよりチップ
主面側の方向に遠ざかった位置に配置されている。この場合も、図１５に示すＱＦＮ９と
同様にタブ１ｂの裏面１ｌ側においてレジン流動方向１０に沿って封止用樹脂が流れるた
め、チップ裏面におけるタブ１ｂの側面とリード１ａとの間の領域に封止用樹脂を回り込
ませることができ、前記領域におけるボイドの発生を防ぐことができる。
【００７５】
　したがって、チップ端部がリード１ａに近づいているような大きなサイズの半導体チッ
プ２を搭載したＱＦＮ９では、タブ１ｂを薄くすることやタブ上げ加工を施すことが、チ
ップ裏面でのタブ１ｂの側面に形成されるボイドの低減化に有効である。
【００７６】
　次に、本実施の形態２のＱＦＮ９のリード形状について説明する。
【００７７】
　図１８～図２０に示すリード１ａは、実施の形態１のＱＦＮ５のリード１ａと同様の形
状であり、封止部形成面１ｇのワイヤ接合箇所に相当するボンディングポイント１ｆより
外側に１つの窪みである凹部１ｍが形成されている。この凹部１ｍは、樹脂モールディン
グ後のリード切断時にリード１ａのワイヤ接合箇所にかかる応力を緩和する応力緩和手段
であり、前記応力をワイヤ接合箇所の外側の凹部１ｍに集中させて凹部１ｍより内側のワ
イヤ接合箇所には応力がかからないようにし、これにより、ワイヤ剥がれやワイヤ切断を
防ぐことができる。
【００７８】
　なお、１つのリード１ａの封止部形成面１ｇにおいて凹部１ｍは１つ形成されているこ
とが好ましい。すなわち、封止部形成面１ｇのボンディングポイント１ｆの周囲はボンデ
ィングエリアとして確保しなければならず、ボンディングエリアを除いて凹部１ｍを複数
形成しようとするとそれぞれの凹部１ｍを十分深く形成するのが難しくなる。凹部１ｍは
、その深さが浅くなると封止用樹脂と凹部１ｍの接合力が弱まり、応力緩和の作用も小さ
くなる。
【００７９】
　また、凹部１ｍを深く形成しようとすると、加工上、凹部１ｍの幅をある程度確保しな
ければならず、封止部形成面１ｇのボンディングエリア以外の領域で凹部２個分の領域を
確保するのは非常に困難となる。
【００８０】
　さらに、ＱＦＮ９のワイヤボンディングでは、図３６に示すように、半導体チップ側に
１ｓｔボンディングを行い、リード側に２ｎｄボンディングを行っており、その際、２ｎ
ｄボンディングは、１ｓｔボンディングのように、金線（ワイヤ４）のボールを押し付け
て接続する方法とは異なり、ワイヤ４を潰して切ってリード１ａに接続するため、１ｓｔ
ボンディングの領域よりは広い面積の領域が必要になる。
【００８１】
　したがって、応力緩和の効果を十分に得るためには、１つのリード１ａで１つの凹部１
ｍを形成することが好ましい。
【００８２】
　次に、ＱＦＮ９のリード１ａでは、封止部形成面１ｇに、リード１ａの延在方向に直角
な方向に対して封止部形成面１ｇの幅より小さな幅の凹部１ｍが形成されている。つまり
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、凹部１ｍはリード１ａの両側面まで至らず、封止部形成面１ｇ内で終端しており、図１
９に示すように凹部１ｍのリード１ａの幅方向の両端部には端部肉部１ｎが形成されてい
る。
【００８３】
　凹部１ｍのリード幅方向の両端に端部肉部１ｎが形成されていることにより、リード１
ａの強度を確保して樹脂モールディング時のリード１ａの変形を防止することができる。
【００８４】
　すなわち、ＱＦＮ９の組み立ての樹脂モールディング工程で、図３８に示すようにフィ
ルム１１を用いた樹脂モールディングを採用する際には、各リード１ａの被実装面１ｄに
封止用樹脂が回り込まないように、リード下にフィルム１１を配置して成形金型８のクラ
ンプによってフィルム１１に各リード１ａを潜り込ませて、この状態で樹脂モールディン
グを行う。
【００８５】
　その際、各リード１ａの強度が弱いと、成形金型８のクランプ時の反力によってリード
１ａが変形してしまうという不具合が発生するが、図１９に示すリード形状のように、凹
部１ｍのリード幅方向の両端に端部肉部１ｎが形成されていることにより、リード１ａの
強度を確保して樹脂モールディング時のリード１ａの変形を防ぐことができる。
【００８６】
　また、ＱＦＮ９のリード１ａは、図１９に示すように、チップ側に配置されるワイヤ接
合部１ｑと、封止部３の側面３ｂの内側と外側とに跨がる基端部１ｐとを有しており、ワ
イヤ接合部１ｑにおける封止部形成面１ｇの幅は、基端部１ｐにおける封止部形成面１ｇ
の幅より広く形成されている。
【００８７】
　すなわち、リード１ａにおいては、外側寄りの基端部１ｐとこれより内側のワイヤ接合
部１ｑとで、その封止部形成面１ｇの幅が異なっており、内側のワイヤ接合部１ｑの封止
部形成面１ｇの方が幅が広い。つまり、封止部形成面１ｇの幅広の部分はリード１ａのチ
ップ側端部から外側に向かって延在しているが、封止部３の側面３ｂの手前で終端してお
り、そこから基端部１ｐとなって封止部形成面１ｇの幅が狭くなっている。
【００８８】
　これにより、リード１ａのその延在方向の引き抜き強度を高めることができ、リード１
ａの封止部３からの脱落を防止することができる。
【００８９】
　また、ワイヤ接合部１ｑでは、封止部形成面１ｇの方がその反対側の被実装面１ｄより
幅広に形成されており、ワイヤ接合部１ｑにおけるリード１ａの幅方向の断面形状は、図
２１に示すように、下底より上低の長さが長い逆向きの略台形形状を成している。
【００９０】
　これにより、リード１ａのパッケージ厚さ方向に対する引き抜き強度を高めることがで
きる。
【００９１】
　また、本実施の形態２のＱＦＮ９のリード１ａは、そのリードパターンの加工において
、エッチング加工を採用しており、エッチング加工の際にはリード１ａの表裏面の両側か
らエッチング液を塗布するため、表裏両面側からリード１ａを削ることになる。
【００９２】
　したがって、図２１および図２２に示す各リードの断面形状において、各リード１ａの
厚さ方向の中央付近に湾曲結合部１ｒが形成されており、この湾曲結合部１ｒによってリ
ード１ａの強度の向上と引き抜き強度の向上を図ることができる。
【００９３】
　なお、リードパターンの加工は、エッチング加工に限らず、プレス加工を採用してもよ
い。
【００９４】
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　次に、本実施の形態２の図２３～図３４に示す種々の変形例のリード形状について説明
する。
【００９５】
　図２３～図２５に示すリード１ａは、外形的には、図１８～図２０に示すリード１ａと
同じであり、図２５に示すように、リード１ａの延在方向の封止部形成面１ｇと被実装面
１ｄとにおいてそれぞれのモールドライン１ｋからチップ側端部までの長さが、長さ（Ｒ
）＜長さ（Ｐ）となっており、さらに、ワイヤ接合部１ｑの封止部形成面１ｇに、図１９
に示すような凹部１ｍが形成されていないものであり、封止部形成面１ｇが平坦面のみと
なっている。このリード形状は、樹脂モールディング後のリード切断工程で、パンチによ
る切断ではなく、図３７に示すようなブレード１２を用いたダイシング切断を採用した場
合に有効な形状である。
【００９６】
　すなわち、ダイシング切断は、パンチ切断に比較してリード切断時にリード１ａにかか
る応力が小さいため、ワイヤ接合箇所に与えるダメージも小さく、したがって、応力緩和
手段である凹部１ｍを設けなくても済む。
【００９７】
　その結果、リード１ａのワイヤ接合部１ｑの封止部形成面１ｇにおいてボンディング領
域を広く確保することができ、２ｎｄボンディングを打ち易くすることができる。
【００９８】
　なお、ダイシング切断を行う場合は、樹脂モールディングが一括モールド、すなわち、
図３７に示すような複数のデバイス領域を成形金型８の１つのキャビティ８ｃで覆って樹
脂モールディングする場合である。
【００９９】
　次に、図２６～図２８に示す変形例のリード形状は、各リード１ａに対してそのワイヤ
接合部１ｑの両側面にそれぞれ応力緩和手段として凹部１ｍを形成したものである。
【０１００】
　すなわち、リード１ａのワイヤ接合部１ｑにおいて、封止部形成面１ｇの凹部１ｍと両
側面の凹部１ｍとで合計３つの凹部１ｍが形成されており、リード１ａのワイヤ接合部１
ｑのボンディングポイント１ｆより外側領域の断面積を十分に小さくできるため、パンチ
によるリード切断の際のボンディング領域にかかる応力を十分に小さくしてリード切断時
のワイヤ剥がれやワイヤ切断などの不具合の発生を防ぐことができる。
【０１０１】
　なお、応力緩和手段としては、各リード１ａにおいて、そのボンディングポイント１ｆ
より外側箇所にリード１ａの断面積を小さくするような形状を有していればよく、例えば
、凹部１ｍやスリットまたは切り欠きなどである。
【０１０２】
　次に、図２９～図３１に示す変形例のリード形状は、封止部形成面１ｇを平坦面とし、
かつ各リード１ａに対してそのワイヤ接合部１ｑの両側面にそれぞれ応力緩和手段である
凹部１ｍを形成したものである。
【０１０３】
　これにより、封止部形成面１ｇには凹部１ｍが形成されずに平坦面のみであるため、ボ
ンディング領域を広く確保することができるとともに、リード切断時の応力は両側面に形
成された凹部１ｍによって緩和することができる。
【０１０４】
　また、図３２～図３４に示す変形例のリード形状は、封止部形成面１ｇを平坦面とし、
かつ各リード１ａに対してそのワイヤ接合部１ｑの両側面にそれぞれ応力緩和手段である
凹部１ｍを２つずつ形成したものである。
【０１０５】
　これにより、ボンディング領域を広く確保しつつ、リード切断時の応力をさらに緩和す
ることができる。
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【０１０６】
　次に、本実施の形態２の半導体装置の製造方法について説明する。
【０１０７】
　まず、図３５を用いて個片モールドタイプのＱＦＮ９の組み立てについて説明する。
【０１０８】
　ステップＳ１に示すように、半導体チップ２を支持可能なタブ１ｂと、タブ１ｂを支持
するタブ吊りリード１ｅと、タブ１ｂの周囲に配置され、かつ被実装面１ｄおよび封止部
形成面１ｇを有する複数のリード１ａとを有しており、さらに対向して配置されたリード
１ａ同士の封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さが、被実装面１ｄの内側端部１ｈ間
の長さより長く形成され、かつ各リード１ａに応力緩和手段である凹部１ｍが設けられた
リードフレーム１を準備する。
【０１０９】
　すなわち、図２に示すように各リード１ａがそれぞれ封止部形成面１ｇの長さ（Ｑ）＜
被実装面１ｄの長さ（Ｐ）となったリードフレーム１を準備する。
【０１１０】
　なお、リードフレーム１は、１枚のリードフレーム１から複数個のＱＦＮ９を製造する
ことが可能な短冊状の細長い多連のものであり、さらに、１枚のリードフレーム１上でマ
トリクス配列でＱＦＮ９を製造可能とし、したがって、１枚のリードフレーム１には、１
個のＱＦＮ９に対応したパッケージ領域がマトリクス配列で複数個形成されている。
【０１１１】
　その後、ステップＳ２に示すダイボンディングを行う。
【０１１２】
　ここでは、主面２ｂに半導体集積回路が形成された半導体チップ２を準備し、複数のリ
ード１ａそれぞれの封止部形成面１ｇの内側端部１ｈによって囲まれた領域内のタブ１ｂ
上に半導体チップ２を配置する。
【０１１３】
　その後、この半導体チップ２の裏面２ｃとタブ１ｂのチップ支持面１ｃとを接合するダ
イボンディング（ペレットボンディングまたはチップマウントともいう）を行う。
【０１１４】
　すなわち、リードフレーム１のタブ１ｂのチップ支持面１ｃに半導体チップ２を搭載す
る。
【０１１５】
　その際、リードフレーム１のタブ１ｂにダイボンド材（例えば、銀ペースト、ボンディ
ングフィルム（接着テープ）など）を介して主面２ｂを上方に向けて半導体チップ２を固
定する。
【０１１６】
　続いて、ステップＳ３に示すワイヤボンディングを行う。
【０１１７】
　ここでは、半導体チップ２のパッド２ａと、これに対応する図１９に示すリード１ａの
凹部１ｍより内側領域の封止部形成面１ｇのボンディングポイント１ｆ付近とを金線など
の導電性のワイヤ４によってワイヤボンディングして接続する。
【０１１８】
　その際、まず、半導体チップ２のパッド２ａとワイヤ４とを接続する１ｓｔボンディン
グを行い、その後、ワイヤ４と、リード１ａのワイヤ接合部１ｑの封止部形成面１ｇの凹
部１ｍより内側のボンディングポイント１ｆ付近とを接続する２ｎｄボンディングを行う
。
【０１１９】
　前記２ｎｄボンディングでは、図３６に示すように、ワイヤ４を潰して切ってリード１
ａに接続するため、１ｓｔボンディングの領域よりは広い面積のボンディング領域が必要
になるが、本実施の形態２のリード１ａの場合、リード１ａの封止部形成面１ｇに凹部１
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ｍが１つしか形成されていないため、２ｎｄボンディングの領域を確保し易く、２ｎｄボ
ンディングを容易に行うことができる。
【０１２０】
　その後、ステップＳ４のトランスファーモールディングを行う。ここでは、成形金型８
のキャビティ８ｃとＱＦＮ９とが１対１に対応した個片モールドタイプの前記成形金型８
を用いて樹脂モールディングを行う。
【０１２１】
　その際、封止部３の裏面３ａの周縁部に複数のリード１ａの被実装面１ｄが露出して並
ぶように樹脂モールディングを行う。これによって、半導体チップ２および複数のワイヤ
４を樹脂封止してリードフレーム１の封止部形成面１ｇ側に封止部３を形成する（片面モ
ールドを行う）。
【０１２２】
　これによって、リードフレーム１上に複数の封止部３がマトリクス配置で形成される。
【０１２３】
　その後、ステップＳ５の外装メッキを行って、リード１ａの被実装面１ｄに半田メッキ
層６を形成する。
【０１２４】
　その後、ステップＳ６のマークを行ってＱＦＮ９の封止部３などに所望のマークを付す
。
【０１２５】
　その後、ステップＳ７の切断を行ってＱＦＮ９の個片化を行う。
【０１２６】
　その際、それぞれのリード１ａの応力緩和手段である凹部１ｍより外側箇所を切断金型
１３で挟持し、この状態で封止部３から突出する各リード１ａをパンチによって切断して
リードフレーム１から分離する（個片化する）。
【０１２７】
　切断時には、凹部１ｍが形成されている箇所、すなわちリード１ａのワイヤ接合部１ｑ
の断面積が最も小さい箇所に応力が集中する。その際、凹部１ｍが２ｎｄボンディングの
ワイヤ接合箇所より外側に位置しているため、切断時の応力は凹部１ｍに集中し、したが
って、リード切断時のワイヤ剥がれやワイヤ切断などの不具合の発生を防ぐことができる
。
【０１２８】
　これにより、リード切断を終了し、ステップＳ８に示すＱＦＮ９の製品完成となる。
【０１２９】
　次に、図３７を用いて一括モールドタイプのＱＦＮ９の組み立てについて説明する。
【０１３０】
　なお、複数のデバイス領域を成形金型８の１つのキャビティ８ｃで覆って樹脂モールデ
ィングを行う一括封止では、リード切断をダイシングによって行う。ダイシングによるリ
ード切断では、切断時のリード１ａにかかる応力がパンチ切断よりは小さいため、リード
１ａの形状としては、図２４に示すような封止部形成面１ｇが平坦面のみのものを採用す
ることも可能であるが、ここでは、図１９に示す封止部形成面１ｇに１つの凹部１ｍが形
成されたリード１ａを採用する場合を説明する。
【０１３１】
　まず、ステップＳ１１に示すように、半導体チップ２を支持可能なタブ１ｂと、タブ１
ｂを支持するタブ吊りリード１ｅと、タブ１ｂの周囲に配置され、かつ被実装面１ｄおよ
び封止部形成面１ｇを有する複数のリード１ａとを有しており、さらに対向して配置され
たリード１ａ同士の封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さが、被実装面１ｄの内側端
部１ｈ間の長さより長く形成され、かつ各リード１ａの封止部形成面１ｇに、リード１ａ
の延在方向に直角な方向に対して封止部形成面１ｇの幅より小さな幅の応力緩和手段であ
る凹部１ｍが設けられたリードフレーム１を準備する。
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【０１３２】
　すなわち、図２に示すように、各リード１ａがそれぞれ封止部形成面１ｇの長さ（Ｑ）
＜被実装面１ｄの長さ（Ｐ）となっており、さらに、各凹部１ｍのリード幅方向の両端に
は、図１９に示す端部肉部１ｎが形成されたリードフレーム１を準備する。
【０１３３】
　なお、リードフレーム１は、１枚のリードフレーム１から複数個のＱＦＮ９を製造する
ことが可能な短冊状の細長い多連のものであり、さらに、１枚のリードフレーム１上でマ
トリクス配列でＱＦＮ９を製造可能とし、したがって、１枚のリードフレーム１には、１
個のＱＦＮ９に対応したパッケージ領域がマトリクス配列で複数個形成されている。
【０１３４】
　その後、ステップＳ１２に示すダイボンディングを行う。
【０１３５】
　ここでは、主面２ｂに半導体集積回路が形成された半導体チップ２を準備し、図２に示
す複数のリード１ａそれぞれの封止部形成面１ｇの内側端部１ｈによって囲まれた領域内
のタブ１ｂ上に半導体チップ２を配置する。
【０１３６】
　その後、この半導体チップ２の裏面２ｃとタブ１ｂのチップ支持面１ｃとを接合するダ
イボンディング（ペレットボンディングまたはチップマウントともいう）を行う。
【０１３７】
　すなわち、リードフレーム１のタブ１ｂのチップ支持面１ｃに半導体チップ２を搭載す
る。
【０１３８】
　その際、リードフレーム１のタブ１ｂにダイボンド材（例えば、銀ペーストなど）を介
して主面２ｂを上方に向けて半導体チップ２を固定する。
【０１３９】
　続いて、ステップＳ１３に示すワイヤボンディングを行う。
【０１４０】
　ここでは、半導体チップ２のパッド２ａと、これに対応する図１９に示すリード１ａの
凹部１ｍより内側領域の封止部形成面１ｇのボンディングポイント１ｆ付近とを金線など
の導電性のワイヤ４によってワイヤボンディングして接続する。
【０１４１】
　その際、まず、半導体チップ２のパッド２ａとワイヤ４とを接続する１ｓｔボンディン
グを行い、その後、ワイヤ４と、リード１ａのワイヤ接合部１ｑの封止部形成面１ｇの凹
部１ｍより内側のボンディングポイント１ｆ付近とを接続する２ｎｄボンディングを行う
。本実施の形態２のリード１ａの場合、リード１ａの封止部形成面１ｇに凹部１ｍが１つ
しか形成されていないため、２ｎｄボンディングの領域を確保し易く、２ｎｄボンディン
グを容易に行うことができる。
【０１４２】
　その後、ステップＳ１４のモールドを行う。ここでは、成形金型８の１つのキャビティ
８ｃによって複数のデバイス領域を一括して覆って樹脂モールディングを行う一括モール
ドを行う。
【０１４３】
　その際、各デバイス領域では、封止部３の裏面３ａの周縁部に複数のリード１ａの被実
装面１ｄが露出して並ぶように樹脂モールディングを行う。一括モールドの際には、まず
、図３８に示すように、成形金型８の下型８ｂの金型面上にフィルム１１を配置して複数
のデバイス領域を成形金型８の上型８ａの１つのキャビティ８ｃで覆った状態で型締め（
クランプ）を行う。この型締めによって、図３８の部分拡大図に示すように、リード１ａ
の被実装面１ｄをフィルム１１に潜り込ませて樹脂成形を行う。これにより、裏面３ａの
周縁部に複数のリード１ａの被実装面１ｄが露出して並ぶように一括封止部１４を形成す
る。
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【０１４４】
　なお、リード１ａにおいて凹部１ｍのリード幅方向の両端に図１９に示す端部肉部１ｎ
が形成されていることにより、リード１ａの強度を確保することができ、成形金型８のク
ランプ時の反力によってリード１ａが変形してしまうという不具合の発生を防止できる。
【０１４５】
　モールド後、ステップＳ１５の外装メッキを行って、リード１ａの被実装面１ｄに半田
メッキ層６を形成する。
【０１４６】
　その後、ステップＳ１６のマークを行ってそれぞれのＱＦＮ９の封止部３に相当する箇
所に所望のマークを付す。
【０１４７】
　その後、ステップＳ１７の切断を行ってＱＦＮ９の個片化を行う。
【０１４８】
　その際、ここでは、ダイシングによって各リード１ａおよび一括封止部１４を切断して
リードフレーム１から分離する。すなわち、ブレード１２を用いて各リード１ａおよび一
括封止部１４を切断し、これによって個片化する。
【０１４９】
　なお、ブレード１２を用いたダイシングによる切断では、パンチ切断に比較してリード
切断時にリード１ａにかかる応力が小さいため、ワイヤ接合箇所に与えるダメージも小さ
く、ワイヤ剥がれやワイヤ切断などの不具合の発生を防ぐことができる。
【０１５０】
　これにより、リード切断を終了し、ステップＳ１８に示すＱＦＮ９の製品完成となる。
【０１５１】
　（実施の形態３）
　本実施の形態３は、ＱＦＮ構造の半導体装置において、放熱性を高める構造を説明する
ものである。すなわち、実施の形態１で説明したＱＦＮ５は、対向して配置されたリード
１ａ同士における封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さ（Ｍ）が被実装面１ｄの内側
端部１ｈ間の長さ（Ｌ）より長くなるように形成され、したがって、長さ（Ｍ）＞長さ（
Ｌ）であり、その結果、各リード１ａの封止部形成面１ｇの内側端部１ｈによって囲まれ
るチップ搭載領域を拡大することができ、パッケージサイズを変えることなく搭載可能チ
ップサイズの拡大化を図るものであるが、このような半導体装置において、本実施の形態
３のＱＦＮ１５は、図３９や図４１に示すように、チップ端部が各リード１ａに近づくぐ
らいに大きな半導体チップ２を搭載したものである。
【０１５２】
　この場合、半導体チップ２が大きくなるにつれてその放熱性も高める必要があるため、
タブ１ｂを封止部３の裏面３ａから露出させるとともに、半導体チップ２とほぼ同じ大き
さまで大きくした構造である。
【０１５３】
　図３９、図４０に示すＱＦＮ１５は、半導体チップ２より僅かに大きなタブ１ｂを採用
して、このタブ１ｂを封止部３の裏面３ａに露出させたものであり、その結果、ＱＦＮ１
５の放熱性を向上できる。
【０１５４】
　また、図４１、図４２に示すＱＦＮ１５は、半導体チップ２より僅かに小さなタブ１ｂ
を採用した場合であり、このタブ１ｂを封止部３の裏面３ａに露出させてＱＦＮ１５の放
熱性を向上できる。
【０１５５】
　なお、図４３の部分拡大図に示すように、半導体チップ２がタブ１ｂの外側にオーバー
ハングする構造のＱＦＮ１５の場合には、半導体チップ２のタブ１ｂの端部からの突出し
た長さ（オーバーハング長さ：Ｒ）を、リード１ａの被実装面１ｄにおけるリード延在方
向の長さ（Ｓ）以下とすることが望ましい。すなわち、（Ｒ）≦（Ｓ）にすることが望ま
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しい。
【０１５６】
　これにより、半導体チップ２のタブ１ｂの端部からの突出長さを抑えることができ、そ
の結果、チップ端部とリード１ａの内側端部１ｈとの間に隙間（Ｔ）を設けることができ
る。したがって、樹脂モールディング時に、半導体チップ２の裏面２ｃ側におけるタブ１
ｂの側面にも封止用樹脂を回り込ませることができ、これにより、タブ１ｂの側面にボイ
ドが形成されることを防止できる。
【０１５７】
　（実施の形態４）
　本実施の形態４は、ＱＦＮ構造の半導体装置のさらに小型化を図る技術であり、主にＧ
ＮＤ電位などの固定電位の安定化を図った半導体装置である。ここでは、一例として、高
周波で動作する回路が組み込まれた半導体チップ２を有するＱＦＮ１６を取り上げて説明
する。
【０１５８】
　すなわち、実施の形態１で説明した図２に示すＱＦＮ５は、対向して配置されたリード
１ａ同士における封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さ（Ｍ）が被実装面１ｄの内側
端部１ｈ間の長さ（Ｌ）より長くなるように形成され、その結果、各リード１ａの封止部
形成面１ｇの内側端部１ｈによって囲まれるチップ搭載領域を拡大することができ、パッ
ケージサイズを変えることなく搭載可能チップサイズの拡大化を図るものであるが、この
ような半導体装置において、本実施の形態４のＱＦＮ１６は、リード１ａに割り当てるＧ
ＮＤ端子などの共通端子を増やさずに、タブ吊りリード１ｅの一部を共通端子用の外部端
子として用いてＧＮＤ電位などの固定電位の安定化を図るものである。
【０１５９】
　したがって、タブ吊りリード１ｅの一部をＧＮＤ用の外部端子として用いることにより
、従来リード１ａに割り当てていたＧＮＤ用リードを空きリードにすることもでき、これ
により、リード数を減らして半導体装置の小型化を図ることも可能である。
【０１６０】
　図４４、図４５に示すＱＦＮ１６は、図２に示すＱＦＮ５と同様に、対向して配置され
たリード１ａ同士における封止部形成面１ｇの内側端部１ｈ間の長さ（Ｍ）が被実装面１
ｄの内側端部１ｈ間の長さ（Ｌ）より長くなるように形成され、その結果、各リード１ａ
の封止部形成面１ｇの内側端部１ｈによって囲まれるチップ搭載領域を拡大することがで
きるとともに、タブ吊りリード（吊りリード）１ｅの被実装面１ｎの反対側の面である上
面１ｑの前記被実装面１ｎに対向する領域に、一端が半導体チップ２のパッド２ａに接続
された導電性のワイヤ４の他端が接続されているものである。
【０１６１】
　すなわち、半導体チップ２のＧＮＤ用のパッド２ａとタブ吊りリード１ｅとをワイヤ４
で接続したものであり、４本のタブ吊りリード１ｅそれぞれがタブ１ｂに連結されている
ため、４本のタブ吊りリード１ｅをＧＮＤ用の共通の外部端子として用いるものである。
【０１６２】
　その際、ワイヤ４のタブ吊りリード１ｅへの接続箇所は、タブ吊りリード１ｅの露出部
１ｐの被実装面１ｎと対向する上面１ｑである。
【０１６３】
　すなわち、図４５に示すように、タブ吊りリード１ｅの板厚方向において偏心が行われ
ていない箇所（例えば、板厚の変更や曲げ加工などが行われていない箇所）にワイヤ４を
接続している。図４５に示すＱＦＮ１６は、タブ１ｂおよびタブ吊りリード１ｅの一部が
ハーフエッチングされたものであり、タブ吊りリード１ｅの板厚が変わっていない露出部
１ｐにワイヤ４が接続されている。
【０１６４】
　なお、タブ吊りリード１ｅへのワイヤボンディングは、ワイヤボンディング時の安定性
を向上させるために、タブ吊りリード１ｅのなるべく外側にボンディングすることが好ま
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しい。これは、ワイヤボンディング時のヒートブロックを確実に露出部１ｐに密着させる
ためであり、これにより、ワイヤボンディング時の熱や超音波をタブ吊りリード１ｅの露
出部１ｐから確実に伝えてタブ吊りリード１ｅへのワイヤボンディングを安定させること
ができる。
【０１６５】
　さらに、半導体チップ２の大形化にも対応し易くなるため、したがって、タブ吊りリー
ド１ｅへのワイヤボンディングは、タブ吊りリード１ｅのなるべく外側に行うことが好ま
しい。
【０１６６】
　また、ＱＦＮ１６のタブ吊りリード１ｅの露出部１ｐの上面１ｑには、そのワイヤ４の
接続箇所より外側にスリットである凹部１ｒが形成されている。この凹部１ｒは、図４６
および図４７に示す樹脂モールディング後の構造においてリード切断を行う際に、タブ吊
りリード１ｅの引きちぎりによる切断時のタブ吊りリード１ｅのワイヤ４の接続箇所にか
かる応力を緩和するものである。
【０１６７】
　すなわち、タブ吊りリード１ｅの引きちぎりによる切断は、図４７に示すタブ吊りリー
ド１ｅの切り欠き部１ｕに回転の応力を掛けて引きちぎるようにして切断するものであり
、その際、凹部１ｒに切断時のリード厚さ方向のストレスを集中させてワイヤ４の接続箇
所に切断ストレスが掛からないようにする。これにより、タブ吊りリード１ｅの切断時の
ワイヤ剥がれの発生を防ぐことができる。
【０１６８】
　さらに、凹部１ｒによって、タブ吊りリード１ｅ上のリークパスを長くすることができ
、タブ吊りリード１ｅに沿って浸入する水を低減することができる。
【０１６９】
　また、タブ吊りリード１ｅの露出部１ｐのワイヤ４が接続する箇所より外側の両側面に
は、突起部１ｓが設けられている。この突起部１ｓは、凹部１ｒと同様にタブ吊りリード
１ｅの引きちぎりによる切断時のタブ吊りリード１ｅのワイヤ４の接続箇所にかかる応力
を緩和するものであるが、タブ吊りリード１ｅの切断時のリード水平方向のストレスを緩
和させるものである。すなわち、タブ吊りリード１ｅの切断時にこの突起部１ｓがリード
水平方向の切断ストレスを受けて、ワイヤ４の接続箇所には切断ストレスが掛からないよ
うにするものである。
【０１７０】
　さらに、この突起部１ｓによってもタブ吊りリード１ｅ上のリークパスを長くすること
ができ、タブ吊りリード１ｅに沿って浸入する水を低減することができる。
【０１７１】
　また、図５０および図５１の変形例のＱＦＮ１６に示すように、タブ吊りリード１ｅの
露出部１ｐの上面１ｑのワイヤ４の接続箇所の内側に、さらにもう１つの凹部１ｔを形成
してもよい。このワイヤ４の接続箇所より内側に形成された凹部１ｔは、ＱＦＮ１６を実
装基板１７（図５３参照）に実装した状態での信頼性テスト（温度サイクルテスト）時の
熱応力を吸収するものであり、信頼性テスト時に熱応力がワイヤ４の接続箇所に掛かるの
を防ぐことができる。
【０１７２】
　なお、本実施の形態４のＱＦＮ１６は、タブ吊りリード１ｅをＧＮＤ用の外部端子とし
て使用する際に、リード１ａの本数を減らさないように、封止部３の裏面３ａの４つの角
部の面取り部３ｃにタブ吊りリード１ｅの露出部１ｐの被実装面１ｎを配置している。
【０１７３】
　すなわち、元々ＱＦＮ構造の半導体装置では、タブ吊りリード１ｅは封止部３の角部に
配置されているため、これを利用して封止部３の角部にタブ吊りリード１ｅの露出部１ｐ
の被実装面１ｎを配置し、この被実装面１ｎをＧＮＤ用の外部端子とすることにより、リ
ード１ａの本数を減らさずに済む。言い換えると、タブ吊りリード１ｅをＧＮＤ用の外部
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端子として用いることにより、従来リード１ａに割り当てていたＧＮＤ用リードを空きリ
ードにすることもでき、リード数を減らして半導体装置の小型化を図ることも可能である
。
【０１７４】
　これによって、ＱＦＮ１６の実装面積を低減することができる。
【０１７５】
　また、図４８および図４９に示す変形例のＱＦＮ１６は、タブ１ｂの位置をリード１ａ
より高くしたタブ上げ加工を施した構造のものであり、これによって、タブ１ｂが封止部
３によって封止されたタブ埋め込み構造となる。なお、図４４および図４５に示すＱＦＮ
１６は、タブ１ｂの裏面１ｌがハーフエッチング加工されて薄く形成されたものであり、
この場合にもタブ１ｂが封止部３によって封止されたタブ埋め込み構造となる。
【０１７６】
　このようにタブ埋め込み構造を採用することにより、タブ１ｂが封止部３の裏面３ａに
露出していないため、図５３に示す実装基板１７において、ＱＦＮ実装時のタブ１ｂの下
方に対応する領域にも配線を引き回すことができ、実装基板１７における配線の引き回し
の自由度を向上できる。
【０１７７】
　次に、図５２および図５３を用いて、ＱＦＮ実装時の外部端子（リード１ａおよびタブ
吊りリード１ｅ）と実装基板１７の端子１７ａとの配置関係について説明する。
【０１７８】
　まず、図５２に示すようにタブ吊りリード１ｅの露出部１ｐのリード延在方向の被実装
面１ｎの長さ（Ｕ）は、タブ吊りリード１ｅの露出部１ｐの厚さより長いことが好ましい
。一例としては、露出部１ｐの板厚（リードフレームの板厚）が0.２ｍｍの場合、Ｕ＝0.
５５ｍｍである。ただし、露出部１ｐの厚さや長さ（Ｕ）はこれらの数値に限定されるも
のではない。
【０１７９】
　このようにタブ吊りリード１ｅの露出部１ｐの長さ（Ｕ）を長くすることにより、実装
基板１７の端子１７ａとの接続面積が増えるため、ＱＦＮ１６の放熱性を向上できる。
【０１８０】
　ただし、タブ吊りリード１ｅの露出部１ｐの被実装面１ｎより内側領域において、隣接
するリード１ａとの最短距離部は封止部３によって封止されている。すなわち、放熱性を
考慮した場合、露出部１ｐの被実装面１ｎは内側に長く延在されている方が好ましいが、
図５２に示すように、タブ吊りリード１ｅの両側には隣接するリード１ａが配置されてい
るため、半田リークに注意しなければならない。
【０１８１】
　したがって、タブ吊りリード１ｅの被実装面１ｎより内側領域における隣接するリード
１ａとの最短距離部を封止部３によって封止しておくことにより、実装基板１７への実装
時の半田リークを防ぐことができる。
【０１８２】
　さらに、タブ吊りリード１ｅに隣接するリード１ａと接続する実装基板１７の端子１７
ａは、図５３に示すようにその内側端部１７ｂがリード１ａの被実装面１ｄの内側端部１
ｈと面一またはそれより外側に配置されることが好ましい。
【０１８３】
　すなわち、実装基板１７にＱＦＮ１６を実装した際に、実装基板１７の端子１７ａの内
側端部１７ｂが、これに対応するリード１ａの被実装面１ｄの内側端部１ｈと面一かそれ
よりも外側に逃げて配置されていることにより、実装基板１７の端子１７ａがタブ吊りリ
ード１ｅの露出部１ｐに接触する程度に近づくことを防止でき、実装基板１７への実装時
の半田リークを防ぐことができる。
【０１８４】
　次に、本実施の形態４のＱＦＮ１６の電気的特性検査について説明する。
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【０１８５】
　図５４および図５５は、ＱＦＮ１６の電気的特性検査の方法について示した図であり、
検査の際には、図５６および図５７に示すように、ソケット１８の本体１８ａの位置決め
台１８ｃにＱＦＮ１６を配置し、蓋部１８ｂを閉じてパッケージ押さえ１８ｄによってＱ
ＦＮ１６を押さえ付けてソケット１８にＱＦＮ１６を装着する。
【０１８６】
　これにより、図５５に示すようにコンタクトピン１８ｅとタブ吊りリード１ｅの露出部
１ｐの被実装面１ｎが接触して電気的特性検査を行うことができる。
【０１８７】
　その際、図５８に示すように、独立したＧＮＤ用のリード１ａからＧＮＤ電位をパッド
２ａおよび高周波アンプ２ｄを介して高周波のＡ回路に供給した状態で、加えて共通端子
であるタブ吊りリード１ｅの露出部１ｐからパッド２ａおよび高周波アンプ２ｄを介して
高周波のＡ回路にＧＮＤ電位を供給してテストを行う。
【０１８８】
　このように、ＧＮＤ電位を十分に供給してＧＮＤ電位の安定化を図り、Ａ回路の高周波
特性を確保した条件でテストを行うことにより、半導体チップ２の高周波特性を改善でき
る。すなわち、高周波のＡ回路の特性を、製品として実際に使用される状況により近い状
態でテストを行うことができる。
【０１８９】
　なお、ソケット１８にＱＦＮ１６を装着した際には、信号用のリード１ａそれぞれに信
号用のコンタクトピン１８ｅも接触しているため、必要に応じて所定のリード１ａを介し
て電気信号を入力して所望の電気的特性検査を行う。
【０１９０】
　（実施の形態５）
　図５９は本実施の形態５のＱＦＮ１９の構造を示しており、ＱＦＮ１９は、タブ吊りリ
ード１ｅへのワイヤ４の接続は行われているが、各リード１ａにおいて、図２に示すよう
な被実装面１ｄの長さ（Ｐ）と封止部形成面１ｇの長さ（Ｑ）の関係が、Ｐ＞Ｑではなく
、Ｐ＝Ｑの場合である。
【０１９１】
　すなわち、被実装面１ｄと封止部形成面１ｇの長さが等しい構造を有している。
【０１９２】
　このような構造のＱＦＮ１９においても、タブ吊りリード１ｅにワイヤ４を接続する技
術や、タブ吊りリード１ｅに凹部１ｒ，１ｔおよび突起部１ｓを設ける技術によって、実
施の形態４のＱＦＮ１６と同様の効果を得ることができる。
【０１９３】
　以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが
、本発明は前記発明の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
で種々変更可能であることは言うまでもない。
【０１９４】
　例えば、前記実施の形態１では、図７に示すようなパッケージ領域（切断部１ｊによっ
て囲まれた領域）がマトリクス配列で複数個形成されたリードフレーム１を用いてＱＦＮ
５を組み立てる場合を説明したが、半導体装置（ＱＦＮ５）の組み立てとしては、前記パ
ッケージ領域が１列に複数個並んで形成された短冊状の多連のリードフレーム１を用いて
組み立ててもよい。
【０１９５】
　また、実施の形態４で説明したタブ吊りリード１ｅに凹部１ｒ，１ｔや突起部１ｓを設
けてワイヤ４の接続箇所に掛かる応力を緩和する技術については、ＱＦＮ構造の半導体装
置に限らず、ノンリードタイプの半導体装置であれば、リード１ａが対向する２方向に延
在する半導体装置などであってもよい。
【産業上の利用可能性】
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【０１９６】
　本発明は、封止部の裏面の端部に各リードの一部が露出して配置されたノンリードタイ
プの半導体装置に好適であり、特に、４方向にリードが延在するＱＦＮに好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１９７】
【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置（ＱＦＮ）の構造を封止部を透過してそのフ
レーム構造の一例を示す平面図である。
【図２】図１に示すＱＦＮの構造を示す断面図である。
【図３】図１に示すＱＦＮの組み立てで用いられるリードフレームのリードの構造を示す
拡大部分底面図である。
【図４】図３に示すリードの拡大部分平面図である。
【図５】図３に示すリードの拡大部分断面図である。
【図６】図４に示すリードのＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図７】図１に示すＱＦＮの組み立てで用いられるリードフレームの構造の一例を示す部
分平面図である。
【図８】本発明の実施の形態１の変形例の半導体装置（ＱＦＮ）の構造を封止部を透過し
てそのフレーム構造を示す平面図である。
【図９】図８に示すＱＦＮの構造を示す断面図である。
【図１０】図８に示すＱＦＮの組み立てで用いられるリードフレームのリードの構造を示
す拡大部分底面図である。
【図１１】図１０に示すリードの拡大部分平面図である。
【図１２】図１１に示すリードの拡大部分断面図である。
【図１３】図８に示すＱＦＮの組み立てにおけるワイヤボンディング時の半導体チップと
キャピラリの間隔の一例を示す部分側面図である。
【図１４】本発明の実施の形態１のＱＦＮに対する比較例のＱＦＮの構造を示す断面図で
ある。
【図１５】本発明の実施の形態２のＱＦＮにおける封止用樹脂の流動状態の一例を示す平
面図である。
【図１６】図１５に示すＱＦＮの構造を示す断面図である。
【図１７】本発明の実施の形態２の変形例の半導体装置（ＱＦＮ）の構造を示す断面図で
ある。
【図１８】図１５に示すＱＦＮの組み立てで用いられるリードフレームのリードの構造を
示す拡大部分底面図である。
【図１９】図１８に示すリードの拡大部分平面図である。
【図２０】図１８に示すリードの拡大部分断面図である。
【図２１】図１９に示すリードのＪ－Ｊ線に沿った断面図である。
【図２２】図１９に示すリードのＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図２３】本発明の実施の形態２の変形例のリードの構造を示す拡大部分底面図である。
【図２４】図２３に示すリードの拡大部分平面図である。
【図２５】図２３に示すリードの拡大部分断面図である。
【図２６】本発明の実施の形態２の変形例のリードの構造を示す拡大部分底面図である。
【図２７】図２６に示すリードの拡大部分平面図である。
【図２８】図２６に示すリードの拡大部分断面図である。
【図２９】本発明の実施の形態２の変形例のリードの構造を示す拡大部分底面図である。
【図３０】図２９に示すリードの拡大部分平面図である。
【図３１】図２９に示すリードの拡大部分断面図である。
【図３２】本発明の実施の形態２の変形例のリードの構造を示す拡大部分底面図である。
【図３３】図３２に示すリードの拡大部分平面図である。
【図３４】図３２に示すリードの拡大部分断面図である。
【図３５】図１５に示すＱＦＮ（個片モールドタイプ）の組み立て手順の一例を示す製造
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プロセスフロー図である。
【図３６】図３５に示す組み立てにおけるワイヤボンディング時の構造の一例を示す拡大
部分断面図である。
【図３７】本発明の実施の形態２の変形例（一括モールドタイプ）の組み立て手順を示す
製造プロセスフロー図である。
【図３８】図３７に示す組み立てにおける樹脂モールディング時の構造の一例を示す部分
断面図と拡大部分断面図である。
【図３９】本発明の実施の形態３のＱＦＮの構造の一例を封止部を透過して示す平面図で
ある。
【図４０】図３９に示すＱＦＮの構造を示す断面図である。
【図４１】本発明の実施の形態３の変形例のＱＦＮの構造を封止部を透過して示す平面図
である。
【図４２】図４１に示すＱＦＮの構造を示す断面図である。
【図４３】図４２に示すＣ部の構造を示す拡大部分断面図である。
【図４４】本発明の実施の形態４のＱＦＮの構造の一例を封止部を透過して示す平面図で
ある。
【図４５】図４４に示すＤ－Ｄ線に沿って切断した構造を示す断面図である。
【図４６】図４４に示すＱＦＮの組み立てにおける樹脂モールディング後の構造の一例を
封止部を透過して示す部分平面図である。
【図４７】図４６に示すＥ－Ｅ線に沿って切断した構造を示す部分断面図である。
【図４８】本発明の実施の形態４の変形例のＱＦＮの構造を封止部を透過して示す平面図
である。
【図４９】図４８に示すＦ－Ｆ線に沿って切断した構造を示す断面図である。
【図５０】本発明の実施の形態４の変形例のＱＦＮの構造を封止部を透過して示す平面図
である。
【図５１】図５０に示すＧ－Ｇ線に沿って切断した構造を示す断面図である。
【図５２】本発明の実施の形態４のＱＦＮの実装基板への実装構造における各リードの被
実装面と基板の端子との関係の一例を示す拡大部分平面図である。
【図５３】図５２に示す実装構造のリードにおける基板の端子との接続状態を示す拡大部
分断面図である。
【図５４】本発明の実施の形態４のＱＦＮの組み立て後の電気的特性検査時の状態の一例
を封止部を透過して示す平面図である。
【図５５】図５４に示すＨ－Ｈ線に沿って切断した構造を示す断面図である。
【図５６】本発明の実施の形態４のＱＦＮの組み立て後の電気的特性検査時のソケット装
着状態の一例を示す断面図である。
【図５７】図５６に示すＩ部の構造を示す拡大部分断面図である。
【図５８】図５６に示す電気的特性検査時のＧＮＤ電位の供給状態の一例を示す部分平面
図である。
【図５９】本発明の実施の形態５のＱＦＮの構造の一例を封止部を透過して示す平面図で
ある。
【符号の説明】
【０１９８】
　　１　リードフレーム
　１ａ　リード
　１ｂ　タブ
　１ｃ　チップ支持面
　１ｄ　被実装面
　１ｅ　タブ吊りリード
　１ｆ　ボンディングポイント
　１ｇ　封止部形成面
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　１ｈ　内側端部
　１ｉ　切り欠き部
　１ｊ　切断部
　１ｋ　モールドライン
　１ｌ　裏面
　１ｍ　凹部
　１ｎ　端部肉部
　１ｐ　基端部
　１ｑ　ワイヤ接合部
　１ｒ　湾曲結合部
　１ｓ　突起部
　１ｔ　凹部
　１ｕ　切り欠き部
　　２　半導体チップ
　２ａ　パッド
　２ｂ　主面
　２ｃ　裏面
　２ｄ　高周波アンプ
　　３　封止部
　３ａ　裏面
　３ｂ　側面
　３ｃ　面取り部
　　４　ワイヤ
　　５　ＱＦＮ
　　６　半田メッキ層
　　７　キャピラリ
　　８　成形金型
　８ａ　上型
　８ｂ　下型
　８ｃ　キャビティ
　　９　ＱＦＮ
　１０　レジン流動方向
　１１　フィルム
　１２　ブレード
　１３　切断金型
　１４　一括封止部
　１５　ＱＦＮ
　１６　ＱＦＮ
　１７　実装基板
１７ａ　端子
１７ｂ　内側端部
　１８　ソケット
１８ａ　本体
１８ｂ　蓋部
１８ｃ　位置決め台
１８ｄ　パッケージ押さえ
１８ｅ　コンタクトピン
　１９　ＱＦＮ
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