
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップと、この半導体チップの電極に電気的に接続された複数の導体と、これら
複数の導体および半導体チップを封止する樹脂パッケージと、を有しており 記各導体
は、厚みが相違する厚肉部と薄肉部とを有し、かつ上記厚肉部の下面部が上記樹脂パッケ
ージの底面から露出した面実装用の端子部とされている、半導体装置であって、
　上記複数の導体のうちの少なくとも１つの厚肉部は、その全体または一部の幅が不均一
な非矩形状に形成されて

いることを特徴とする、半導体装
置。
【請求項２】
　上記各導体は、上記第１の側面から露出した端部を有しており、かつこの端部には凹部
が形成されている、請求項 記載の半導体装置。
【請求項３】
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、上

おり、上記樹脂パッケージは、ｘ方向に間隔を隔てた一対の第１
の側面と、ｘ方向に直交するｙ方向に間隔を隔てた一対の第２の側面とを有しているとと
もに、上記複数の導体は、それらの端子部がｘ方向に間隔を隔てて対をなすように設けら
れており、かつ、
　上記非矩形状に形成された厚肉部は、上記樹脂パッケージの中央寄りになるほどｙ方向
の幅が小さくなる先細形状部を有しており、上記薄肉部は上記樹脂パッケージの中央寄り
に向かってｙ方向の幅が次第に大きくなる肩部を有して

１に

上記露出した端部は、一定幅で厚み方向に延びており、かつ、上記凹部は、厚み方向に



請求項２に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、樹脂パッケージ型の半導体装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の半導体装置の一例を図９に示す。図示された半導体装置は、半導体チップ９と、金
属板からなる一対の導体８Ａ，８Ｂと、これらを封止する樹脂パッケージ７とを具備して
構成されている。導体８Ａは、半導体チップ９を搭載しており、この導体８Ａと半導体チ
ップ９の下面の電極（図示略）とは導通している。半導体チップ９の上面の電極９０と導
体８Ｂとは、ワイヤＷを介して導通している。一対の導体８Ａ，８Ｂは、厚肉部８１ａ，
８１ｂと薄肉部８２ａ，８２ｂとを有しており、厚肉部８１ａ，８１ｂの下面部は、樹脂
パッケージ７の底面から露出した面実装用の端子部８３ａ，８３ｂとされている。これら
の端子部８３ａ，８３ｂは、同図（ｂ）に示すように、矩形状である。
【０００３】
このような構成によれば、端子部８３ａ，８３ｂを利用することにより、半導体装置を所
望箇所に面実装することができる。導体８Ａ，８Ｂの上面部分のサイズは、端子部８３ａ
，８３ｂの面積よりも大きいために、それらの部分に半導体チップ９やワイヤＷのボンデ
ィングを適切に行なうこともできる。導体８Ａ，８Ｂの薄肉部８２ａ，８２ｂについては
、樹脂パッケージ７の内部に埋没していることにより、これら薄肉部８２ａ，８２ｂの下
方には樹脂パッケージ７の構成樹脂の一部が存在するために、このことによって樹脂パッ
ケージ７の導体８Ａ，８Ｂに対する固定保持力を高めることも可能となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の半導体装置においては、次のような不具合を生じていた。
【０００５】
すなわち、この種の半導体装置の技術分野においては、全体の小型化が強く要請されるこ
とにより、半導体装置全体の縦横の寸法や高さを所定の寸法以下に設定しなければならな
い場合がある。このような要請に応えるべく半導体装置の小型化を図る場合、導体８Ａに
ついては半導体チップ９を搭載可能なサイズにする必要があることから、導体８Ｂの全体
のサイズをあまり大きくとることができない場合がある。その一方、そのよう場合であっ
ても、端子部８３ｂについては、面実装を適切に行なうことができるようにある程度の大
きさにしなければならない。
【０００６】
端子部８３ｂをある程度の大きさにする手段としては、図９（ａ）に示された厚肉部８１
ｂの寸法ｂを大きくすることが考えられる。ところが、このようにしたのでは、薄肉部８
２ｂの寸法ａが小さくなり、この薄肉部８２ｂの直下に存在する樹脂パッケージ７の樹脂
量が少なくなる。これでは、樹脂パッケージ７の導体８Ｂに対する固定保持力が低くなり
、薄肉部８２ｂの下方の樹脂部分にクラックが生じ易くなる。
【０００７】
また、上記とは異なり、図９（ｂ）に示された厚肉部８１ｂの幅ｃを大きくすることによ
って端子部８３ｂの面積を大きくしようとすると、樹脂パッケージ７のうち、厚肉部８１
ｂの両側方部分の幅ｄが小さくなる。したがって、この部分にクラックを生じ易くなって
しまう。とくに、上記の幅ｄが小さくなると、樹脂パッケージ７の樹脂成形時において、
樹脂パッケージ７の隅部分に対する樹脂の充填性が悪くなるために、クラックが一層生じ
易いものとなる。
【０００８】
このように、従来においては、半導体装置全体の小型化を図る場合に、樹脂パッケージ７
にクラックが発生し易くなる虞れがあり、これが半導体装置の小型化を促進する上で問題
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延びる溝状に形成されている、



となっていた。なお、上記説明は、導体８Ｂのサイズを小さくする場合にその近傍にクラ
ックが発生し易くなる場合を一例としているが、実際には上記したような不具合は導体８
Ａと樹脂パッケージ７との関係においても当てはまる場合があった。
【０００９】
本願発明は、このような事情のもとで考え出されたものであって、全体の小型化を図る場
合であっても、樹脂パッケージにクラックが発生する虞れが少なく、かつ所望箇所への面
実装も適切に行なうことが可能な半導体装置を提供することをその課題としている。
【００１０】
【発明の開示】
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。
【００１１】
　本願発明によって提供される半導体装置は、半導体チップと、この半導体チップの電極
に電気的に接続された複数の導体と、これら複数の導体および半導体チップを封止する樹
脂パッケージと、を有しており 記各導体は、厚みが相違する厚肉部と薄肉部とを有し
、かつ上記厚肉部の下面部が上記樹脂パッケージの底面から露出した面実装用の端子部と
されている、半導体装置であって、上記複数の導体のうちの少なくとも１つの厚肉部は、
その全体または一部の幅が不均一な非矩形状に形成されて

いることを特徴としている。
【００１２】
本願発明によれば、上記非矩形状に形成された厚肉部は、その全体または一部の幅が不均
一であるために、この厚肉部は、その幅が相対的に広い部分と狭い部分とを有するものと
なる。導体は、厚肉部と薄肉部とを有しており、厚肉部の一部の幅を狭くすると、それに
対応する分量だけ薄肉部のサイズを増加させることが可能となる。したがって、本願発明
においては、導体全体のサイズをあまり大きくできない場合であっても、従来技術とは異
なり、薄肉部の面積を極端に小さくするようなことなく、厚肉部およびこの厚肉部によっ
て構成される面実装用の端子部を面実装に必要な大きさにすることが可能となる。その結
果、本願発明によれば、半導体装置全体の小型化を図る場合に、樹脂パッケージにクラッ
クが発生する虞れを少なくしつつ、所望箇所への面実装も適切に行なえるものにすること
ができ、半導体装置の小型化を好適に促進することができる。
【００１４】
　 上記樹脂パッケージを金型を利用して成形するときに、上記先細形状部は、成形
用の樹脂を上記樹脂パッケージの隅部（第１および第２の側面が互いに交差して繋がって
いる部分）に相当する箇所へスムーズに流れ込むようにガイドする役割を果たすこととな
る。したがって、上記樹脂パッケージの隅部に樹脂の未充填部分が発生しないようにして
、上記樹脂パッケージにクラックがより生じ難くすることが可能となる。
【００１５】
本願発明の好ましい実施の形態においては、上記各導体は、上記第１の側面から露出した
端部を有しており、かつこの端部には凹部が形成されている。
【００１６】
このような構成によれば、半導体装置の面実装時に、ハンダを上記凹部に進入させること
ができ、これによって上記各導体とハンダとの接合面積を大きくして、半導体装置の実装
強度を高めることが可能となる。
【００１７】
本願発明のその他の特徴および利点については、以下に行う発明の実施の形態の説明から
、より明らかになるであろう。
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、上

おり、上記樹脂パッケージは、
ｘ方向に間隔を隔てた一対の第１の側面と、ｘ方向に直交するｙ方向に間隔を隔てた一対
の第２の側面とを有しているとともに、上記複数の導体は、それらの端子部がｘ方向に間
隔を隔てて対をなすように設けられており、かつ、上記非矩形状に形成された厚肉部は、
上記樹脂パッケージの中央寄りになるほどｙ方向の幅が小さくなる先細形状部を有してお
り、上記薄肉部は上記樹脂パッケージの中央寄りに向かってｙ方向の幅が次第に大きくな
る肩部を有して

また、



【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本願発明の好ましい実施の形態について、図面を参照しつつ具体的に説明する。
【００１９】
図１は、本願発明に係る半導体装置の一例を示している。本実施形態の半導体装置Ａは、
半導体チップ１、一対の導体２Ａ，２Ｂ、および樹脂パッケージ３を具備して構成されて
いる。
【００２０】
半導体チップ１は、上面の電極１０ａと下面の電極（図示略）とを有している。半導体チ
ップ１としては、種々のものを用いることができ、その具体的な機能や内部の回路構成は
一切限定されない。樹脂パッケージ３は、たとえばエポキシ樹脂からなり、半導体チップ
１、一対の導体２Ａ，２Ｂ、および後述するワイヤＷを一纏めにして覆っている。この樹
脂パッケージ３は、略直方体状であり、上面３０ａ，底面３０ｂ、同図のｘ方向に間隔を
隔てて位置する一対の第１の側面３０ｃ，３０ｄ、およびｘ方向に直交するｙ方向に間隔
を隔てて位置する一対の第２の側面３０ｅ，３０ｆを有している。
【００２１】
一対の導体２Ａ，２Ｂは、銅板などの金属板からなり、これらは後述する所定形状の半導
体装置製造用のフレーム５から作製することができる。導体２Ａの上面部には、半導体チ
ップ１が搭載されており、この半導体チップ１の下面の電極と導体２Ａとは導通している
。導体２Ｂの上面部には、一端が半導体チップ１の電極１０ａにボンディングされたワイ
ヤＷの他端がボンディングされている。このように、導体２Ａは半導体チップ１を搭載す
るものであるのに対し、導体２Ｂはワイヤボンディングを行なうものであるから、導体２
Ｂは導体２Ａよりも全体のサイズが小さくされている。これら一対の導体２Ａ，２Ｂは、
ｘ方向に間隔を隔てるように配されている。
【００２２】
導体２Ａ，２Ｂは、半導体チップ１の搭載あるいはワイヤＷのボンディングが適切に行な
うことができるように、その上面部はフラットに形成されている。ただし、これらの導体
２Ａ，２Ｂは、それらの下面側に段差が形成されていることにより、厚肉部２１ａ，２１
ｂと、これよりも肉厚が薄い薄肉部２２ａ，２２ｂとを有している。このような厚みの差
は、導体２Ａ，２Ｂにスタンピング（押しつぶし）を行なうことにより、あるいはそれら
の下面側にエッチング処理を施すことにより得ることが可能である。
【００２３】
厚肉部２１ａ，２１ｂの下面部は、樹脂パッケージ３の底面３０ｂと略面一状とされてこ
の底面３０ｂから露出しており、この部分が面実装用の端子部２３ａ，２３ｂとなってい
る。また、導体２Ａ，２Ｂのｘ方向におけるそれぞれの一端部２４ａ，２４ｂも、樹脂パ
ッケージ３の第１の側面３０ｃ，３０ｄの側方に若干量露出している。それら一端部２４
ａ，２４ｂの端面には凹部２５ａ，２５ｂが形成されており、これらの凹部２５ａ，２５
ｂは、導体２Ａ，２Ｂの厚み方向に延びている。
【００２４】
同図（ｃ）によく表われているように、厚肉部２１ａ，２１ｂは、線対称であり、いずれ
も先細形状部２９を一部に含む形状とされている。より具体的には、厚肉部２１ａ，２１
ｂは、一端部２４ａ，２４ｂ寄りの一定長さｓ１の領域においてはその幅ｗ１が一定であ
るのに対し、その部分よりも樹脂パッケージ３の中央寄りの一定長さｓ２の領域は、樹脂
パッケージ３の中央寄りになるほど幅ｗ２が徐々に小さくなる底面視略台形状の先細形状
部２９として形成されている。
【００２５】
導体２Ａ，２Ｂのうち、上記した厚肉部２１ａ，２１ｂ以外の部分が薄肉部２２ａ，２２
ｂである。同図（ａ）に示すように、これら薄肉部２２ａ，２２ｂは、その下面が樹脂パ
ッケージ３の底面から露出するようなことなく樹脂パッケージ３内に埋没している。
【００２６】
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同図（ｂ）によく表われているように、導体２Ａのｘ方向に延びた両側縁部には一対の肩
部２６ａが形成されている。導体２Ａは、それらの肩部２６ａを境として、一端部２４ａ
寄り部分の幅ｗ１よりも、樹脂パッケージ３の中央寄り部分の幅ｗ３の方が大きくなって
いる。同様に、導体２Ｂの両側縁部にも一対の肩部２６ｂが形成されており、導体２Ｂの
一端部２４ｂ寄りの幅ｗ１よりも樹脂パッケージ３の中央寄り部分の幅ｗ３の方が大きく
なっている。このような構成によれば、導体２Ａ，２Ｂに矢印Ｎ１方向の抜け力が作用し
たときに、上記した肩部２６ａ，２６ｂが樹脂パッケージ３との引っ掛かりによって大き
な抵抗力を発揮することとなり、導体２Ａ，２Ｂの上記方向への抜けを防止するのに好ま
しいものとなる。また、上記したように、幅ｗ１が小さくされていれば、樹脂パッケージ
３の四隅部分３１ａ～３１ｄの樹脂の幅（ｙ方向の幅）を大きくして、それら四隅部分３
１ａ～３１ｄにクラックを発生し難くすることができる。
【００２７】
上記した半導体装置Ａは、たとえば次のようにして製造することができる。
【００２８】
まず、図２に示すような製造用のフレーム５を作製する。このフレーム５は、一定の厚み
を有する長尺帯状または矩形状などの銅板を所定形状に打ち抜きプレスしたものである。
このフレーム５には、上記した半導体装置Ａの導体２Ａ，２Ｂに相当する複数ずつのリー
ド２ A', ２ B'が形成されている。リード２ A', ２ B'には、スタンピングまたはエッチング
処理を施すことによりその一部分の薄肉化を図り、このことによって上述した半導体装置
Ａの薄肉部２２ａ，２２ｂおよび厚肉部２１ａ，２１ｂにそれぞれ対応する部分も設けて
おく。リード２ A', ２ B'には、貫通穴２５ a'，２５ b'も形成しておく。これらの貫通穴２
５ a'，２５ b'も、後述するように半導体装置Ａの樹脂パッケージ３にクラックが発生する
ことを防止するのに役立つ。
【００２９】
図３に示すように、フレーム５の複数のリード２ A'上には、半導体チップ１を搭載してか
らワイヤＷのボンディング作業を行なう。次いで、たとえばトランスファモールド成形法
により、図４に示すように、複数の樹脂パッケージ３を成形する。その後は、同図の仮想
線Ｌ１，Ｌ２で示す箇所において、複数のリード２ A', ２ B'を切断する。この切断により
、複数のリード２ A', ２ B'の一部分が半導体装置Ａの導体２Ａ，２Ｂとして仕上げられる
。上記切断は、貫通穴２５ a'，２５ b'を通過する位置で行なう。このようにすれば、貫通
穴２５ a'，２５ b'が設けられている分だけ複数のリード２ A', ２ B'の切断が容易化される
ために、切断時の衝撃が小さくなり、その衝撃によって樹脂パッケージ３にクラックが発
生する虞れを無くすことできる。また、リード２ A', ２ B'の貫通穴２５ a'，２５ b'は、リ
ード２ A', ２ B'が切断されることにより、その一部分が半導体装置Ａの凹部２５ａ，２５
ｂとなる。上記した一連の工程によれば、複数の半導体装置Ａを一括して効率良く製造す
ることができる。
【００３０】
次に、上記した半導体装置Ａの作用について説明する。
【００３１】
まず、図１（ａ）に示すように、この半導体装置Ａは、導体２Ａ，２Ｂの端子部２３ａ，
２３ｂを利用して所望の基板６に面実装可能である。より具体的には、この半導体装置Ａ
は、ハンダリフローの手法を用いることにより、端子部２３ａ，２３ｂをハンダ６０を介
して基板６の各導体パッド６１に電気的および機械的に接続することができる。導体２Ａ
，２Ｂの一端部２４ａ，２４ｂに対しては、ハンダ６０の一部分を凹部２５ａ，２５ｂに
進入させるようにして付着させることができるために、このことによってハンダ６０の接
合面積を大きくし、半導体装置Ａの実装強度を高めることも可能である。
【００３２】
導体２Ｂは、導体２Ａと比較するとサイズが小さいものの、半導体装置Ａの実装を適切に
行なうためには、端子部２３ｂの面積をある程度の大きさにしてハンダ６０を充分に付着
可能にする必要がある。そのための手段としては、図１（ｃ）に示す端子部２３ｂのｘ方
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向の寸法ｓ３を大きくすればよい。このように寸法ｓ３を大きくすると、端子部２３ｂの
先端縁２３ b'から薄肉部２２ｂの先端縁２２ b'までのはみ出し量ｓ４が小さくなる。とこ
ろが、厚肉部２１ｂは、先細形状部２９を有しており、この先細形状部２９は樹脂パッケ
ージ３の中央寄りになるほどｙ方向の幅が徐々に狭くなっているために、厚肉部２１ｂが
そのような幅狭とされていることに対応する分量だけ薄肉部２２ｂのｙ方向の有効幅を広
げてその面積を大きくすることができる。したがって、薄肉部２２ｂの下方には樹脂パッ
ケージ３の構成樹脂を多く存在させることができる。その結果、導体２Ｂを樹脂パッケー
ジ３の底面から下方に引き抜く方向の力が発生した場合に、樹脂パッケージ３の構成樹脂
がそれに対する充分な抵抗力を発揮することとなって、上記力に起因して樹脂パッケージ
３にクラックが発生する虞れが無くなり、あるいは少なくなる。
【００３３】
導体２Ａについては、導体２Ｂよりも大きなサイズであるために、薄肉部２２ａや端子部
２３ａの面積を大きくとることは導体２Ｂと比べて比較的容易である。ただし、本実施形
態とは異なり、半導体チップ１として小サイズのものが用いられるなどして、この導体２
Ａが導体２Ｂと略同様な小サイズとされる場合もある。これに対し、この導体２Ａも、導
体２Ｂと同様に先細形状部２９を有する構成とされているために、導体２Ｂについて上述
したのと同様な作用が得られることとなる。
【００３４】
また、厚肉部２１ａ，２１ｂは、いずれも先細形状部２９を有していることにより樹脂パ
ッケージ３の中央寄りほど先細となっているために、厚肉部２１ａ，２１ｂと樹脂パッケ
ージ３の第２の側面３０ｅ，３０ｆとの間の寸法ｗ４は、樹脂パッケージ３の四隅部分３
１ａ～３１ｄから中央部分に向かうに連れて徐々に大きくなっている。このような構成に
よれば、樹脂パッケージ３を金型を利用して成形するときに、成形用樹脂が四隅部分３１
ａ～３１ｄに流れ易くなる。したがって、それらの部分に成形用樹脂が適切に充填されな
くなるといった不具合も解消し、それらの部分にもクラックを発生し難くすることが可能
となる。
【００３５】
図５ないし図８は、本願発明の他の例を示している。これらの図において、上記実施形態
と同一または類似の要素には、上記実施形態と同一の符号を付している。
【００３６】
図５に示す構成においては、厚肉部２１ａ，２１ｂのそれぞれの一部が略半円状の先細形
状部２９ａとして形成している。このような構成においても、その基本的な構成は、図１
に示した実施形態と同様であるから、上記実施形態と同様な作用が得られる。なお、先細
形状部２９ａの側面が滑らかな円弧状とされているために、樹脂パッケージ３の樹脂成形
時に成形用樹脂を四隅部分３１ａ～３１ｄに円滑に導くことをより促進する効果も期待で
きる。同図においては、図１に示した半導体装置Ａの凹部２５ａ，２５ｂに相当する手段
が設けられていないが、本願発明はこのようにしてもかまわない。
【００３７】
図６（ａ），（ｂ）に示す構成においては、半導体チップ１の上面に２つの電極１０ａが
形成されており、複数の導体としては、半導体チップ１を搭載した導体２Ａと、２つの電
極１０ａにワイヤ接続された２つの導体２Ｂ，２ B'とを備えている。この実施形態におい
ては、導体２Ａと対をなす２つの導体２Ｂ，２ B'を備えているために、これらの導体２Ｂ
，２ B'のそれぞれのサイズはより小さくなっている。これら導体２Ｂ，２ B'の厚肉部２１
ｂの一部分は、樹脂パッケージ３の中央寄りになるほど幅狭となる略台形状または略三角
形状の先細形状部２９ｂとして形成されている。
【００３８】
図７に示す構成においては、２つの導体２Ｂ，２ B'の各厚肉部２１ｂの一側面２１ b"が曲
面状とされている。このことにより、それ２つの導体２Ｂ，２ B'の一部分は、樹脂パッケ
ージ３の中央寄りになるほど幅狭となる先細形状部２９ｃとされている。
【００３９】
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これら図６および図７のいずれの構成においても、導体２Ｂ，２ B'の各厚肉部２１ｂのｘ
方向の寸法を長くすることによって端子部２３ｂ , ２３ b'の面積をある程度の大きさにす
ることができる一方、各厚肉部２１ｂに幅狭部分が設けられていることにより各薄肉部２
２ｂの面積も確保することが可能となる。このような実施形態から理解されるように、本
願発明においては、導体の数は２つに限らず、３つ、あるいは３つ以上であってもかまわ
ない。また、図６および図７に示した実施形態においては、２つの導体２Ｂ，２ B'のそれ
ぞれを半導体チップ１の電極と電気的に接続しているが、やはり本願発明はこれに限定さ
れない。本願発明においては、たとえば半導体チップ１として上面に１つの電極１０ａの
みを有するものを用いることによって、２つの導体２Ｂ，２ B'のいずれか一方のみを電極
１０ａとワイヤ接続し、かつ他方の導体をいわゆるダミー端子として形成することもでき
る。このダミー端子は、半導体チップとの電気的な接続はなされていないものの、ハンダ
を利用して半導体装置を所望箇所に面実装する場合に、ハンダ付けがなされるため、その
実装強度を高めるのに役立つ。また、半導体チップとしては、下面に電極が設けられてお
らず、かつ上面のみに電極が設けられているものもあり、このような半導体チップを用い
る場合には、半導体チップを搭載する導体（導体２Ａ）をダミー端子として利用すること
もできる。
【００４０】
図８は、２つの導体２Ａ，２Ｂのうち、導体２Ｂには先細形状部２９を形成しているのに
対し、導体２Ａにはそのような先細形状部は形成されておらず、その厚肉部２１ａは矩形
状とされている。このように、本願発明においては、複数の導体のうち、少なくとも１つ
の導体の厚肉部が本願発明が意図する非矩形状に形成されていればよい。複数の導体のう
ちの１つでも本願発明が意図する非矩形状に形成されていれば、従来技術と比べて樹脂パ
ッケージのクラック発生の虞れを少なくすることができるからである。
【００４１】
本願発明は、上述した実施形態の内容に限定されない。本願発明に係る半導体装置の各部
の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。
【００４２】
導体の厚肉部を非矩形状とする場合、上述した実施形態のように、樹脂パッケージの中央
部寄りほど幅が狭くなる形状にすれば、樹脂パッケージの成形時に樹脂パッケージの隅部
に対する成形用樹脂の流動性を良くすることができる利点が得られるが、本願発明はこれ
に限定されない。導体の厚肉部の全体または一部の幅が不均一な非矩形状とされていれば
、その具体的な形状を問わず、本願発明の技術的範囲に包摂される。
【００４３】
本願発明は、導体や樹脂パッケージの具体的な材質も問わない。既述したとおり、半導体
チップについては、その種類や内部の回路構成を問わないのに加え、その個数も１個に限
定されない。樹脂パッケージ内に複数の半導体チップが封止されている構成とすることも
可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は、本願発明に係る半導体装置の一例を示す断面図であり、（ｂ）は、（
ａ）の透視平面図であり、（ｃ）は、（ａ）の底面図である。
【図２】図１に示した半導体装置の製造に用いられるフレームの一例を示す要部平面図で
ある。
【図３】図１に示した半導体装置の製造工程の一例を示す要部平面図である。
【図４】図１に示した半導体装置の製造工程の一例を示す要部平面図である。
【図５】本願発明に係る半導体装置の他の例を示す底面図である。
【図６】（ａ）は、本願発明に係る半導体装置の他の例を示す透視平面図であり、（ｂ）
は、（ａ）の底面図である。
【図７】本願発明に係る半導体装置の他の例を示す底面図である。
【図８】本願発明に係る半導体装置の他の例を示す底面図である。
【図９】（ａ）は、従来技術の一例を示す断面図であり、（ｂ）は、（ａ）の底面図であ
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る。
【符号の説明】
Ａ　半導体装置
１　半導体チップ
２Ａ，２Ｂ，２ B'　導体
３　樹脂パッケージ
１０ａ　電極
２１ａ，２１ｂ　厚肉部
２２ａ，２２ｂ　薄肉部
２３ａ，２３ｂ　端子部
２５ａ，２５ｂ　凹部
３０ｂ　底面（樹脂パッケージの）
３０ｃ，３０ｄ　第１の側面（樹脂パッケージの）
３０ｅ，３０ｆ　第２の側面（樹脂パッケージの）

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(8) JP 4002476 B2 2007.10.31



【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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