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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一アクティブ面およびこの第一アクティブ面に形成された複数の第一電極を有する第
一半導体素子と、
　第二アクティブ面およびこの第二アクティブ面に形成された複数の第二電極を有する第
二半導体素子と、
　上記第一半導体素子および上記第二半導体素子に導通し、かつこれらを支持するととも
に、複数の導通要素を有する導通支持部材と、
　上記第一半導体素子および上記第二半導体素子を覆う樹脂パッケージと、
を備える半導体装置であって、
　上記第二半導体素子は、上記第一半導体素子と上記導通支持部材との間に位置しており
、
　上記第一半導体素子の上記第一電極と上記導通要素とに接続されたワイヤと、
　上記第二半導体素子の上記第二電極と上記ワイヤが接合された上記導通要素とを接合す
る導通接合材と、
を備え、
　上記導通支持部材は、上記複数の導通要素としての、金属からなる複数のリードを有し
、
　上記リードのうち上記第二半導体素子側は面一であり、かつ上記導通接合材が接合され
た部位は、厚さ方向両側が上記樹脂パッケージによって覆われていることを特徴とする、
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半導体装置。
【請求項２】
　上記リードのうち上記ワイヤが接合された部位は、厚さ方向における上記第二半導体素
子とは反対側が、上記樹脂パッケージから露出している、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　上記リードは、上記第二半導体素子とは反対側に段差部が形成されていることにより、
上記樹脂パッケージから上記第二半導体素子とは反対側に露出する実装面が設けられてい
る、請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　複数の導通支持部材は、上記ワイヤが接続され、かつ上記導通支持部材が接合されてい
るとともに、外部の接続対象物に接続されないものを含む、請求項１ないし３のいずれか
に記載の半導体装置。
【請求項５】
　上記第一半導体素子の上記第一アクティブ面は、上記導通支持部材とは反対側を向いて
おり、
　上記第二半導体素子の上記第二アクティブ面は、上記導通支持部材側を向いている、請
求項１ないし４のいずれか記載の半導体装置。
【請求項６】
　上記樹脂パッケージは、平面視矩形状であり、
　上記複数のリードは、上記樹脂パッケージの四辺のそれぞれから内方へと延びている、
請求項１ないし５のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項７】
　上記複数のリードのいずれかは、上記ワイヤおよび上記導通接合材が接合されていると
ともに、その全長にわたって厚さ方向両側が上記樹脂パッケージによって覆われており、
かつ上記樹脂パッケージからの露出端面が上記樹脂パッケージの側面と面一となっている
、請求項１ないし６のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項８】
平面視において、上記複数の第二電極の少なくともいずれかは、上記第一半導体素子の外
方に配置されている、請求項１ないし７のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項９】
平面視において、上記複数の第二電極のすべてが、上記第一半導体素子の外方に配置され
ている、請求項８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　上記第一半導体素子と上記第二半導体素子とは、絶縁接合材によって接合されている、
請求項１ないし９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１１】
　平面視において、上記第一半導体素子は、上記第二半導体素子よりも小である、請求項
１ないし１０のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１２】
　平面視において、上記第一半導体素子と上記第二半導体素子とは同サイズである、請求
項１ないし７のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１３】
　第一アクティブ面およびこの第一アクティブ面に形成された複数の第一電極を有する第
一半導体素子と、
　第二アクティブ面およびこの第二アクティブ面に形成された複数の第二電極を有する第
二半導体素子と、
　上記第一半導体素子および上記第二半導体素子に導通し、かつこれらを支持するととも
に、複数の導通要素を有する導通支持部材と、
　上記第一半導体素子および上記第二半導体素子を覆う樹脂パッケージと、
を備える半導体装置であって、
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　上記第二半導体素子は、上記第一半導体素子と上記導通支持部材との間に位置しており
、
　上記第一半導体素子の上記第一電極と上記導通要素とに接続されたワイヤと、
　上記第二半導体素子の上記第二電極と上記ワイヤが接合された上記導通要素とを接合す
る導通接合材と、
を備え、
　上記導通支持部材は、上記複数の導通要素としての、金属からなる複数のリードを有し
、
　上記複数のリードのいずれかは、上記ワイヤおよび上記導通接合材が接合されていると
ともに、その全長にわたって厚さ方向両側が上記樹脂パッケージによって覆われており、
かつ上記樹脂パッケージからの露出端面が上記樹脂パッケージの側面と面一となっている
ことを特徴とする、半導体装置。
【請求項１４】
　配線パターンを有する回路基板と、
　上記回路基板に実装された請求項１ないし１３のいずれかに記載の半導体装置と、を備
える電子機器であって、
　上記複数の導通要素のいずれかは、上記ワイヤおよび上記導通接合材に導通し、かつ上
記回路基板の上記配線パターンとは絶縁されていることを特徴とする、電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の高機能化を図りつつ大型化を回避する手法として、複数の半導体素子を積
層させた構成の半導体装置が提案されている。たとえば、特許文献１には、導通支持部材
としての基板に第一半導体素子および第二半導体素子が搭載された構成が開示されている
。この半導体装置においては、下方に配置された上記基板上に上記第二半導体素子が搭載
され、さらにこの第二半導体素子上に上記第一半導体素子が搭載されている。上記第一半
導体素子および上記第二半導体素子それぞれのアクティブ面は、いずれも上記基板とは反
対側の上方を向いている。また、上記第一半導体素子は、平面視寸法が上記第二半導体素
子よりも小である。このため、平面視においては、上記第二半導体素子の上記アクティブ
面が上記第一半導体素子からはみ出した構成となっている。上記第一半導体素子および上
記第二半導体素子それぞれの上記アクティブ面には、複数の電極が形成されている。これ
らの電極は、複数のワイヤによって上記基板と導通している。
【０００３】
　しかしながら、上記ワイヤはその材質および太さに制約があり、通電できる電流値が比
較的小さい。このため、上記第一半導体素子および上記第二半導体素子に大電流を通電す
ることが制限される。また、上記第一半導体素子の上記電極と上記第二半導体素子の上記
電極とを導通させる場合、ワイヤの配置が複雑となるおそれがある。さらに、上記第一半
導体素子の上記アクティブ面と上記第二半導体素子の上記アクティブ面とは、上記第一半
導体素子の厚さ程度にしか離間していない。これによる付加的な問題として、上記第一半
導体素子の上記アクティブ面と上記第二半導体素子の上記アクティブ面とが、互いに干渉
することにより、機能が低下するおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１１９６８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、第一半導体素子と第二半
導体素子とを適切に導通させることが可能な半導体装置および電子機器を提供することを
その課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第一の側面によって提供される半導体装置は、第一アクティブ面およびこの第
一アクティブ面に形成された複数の第一電極を有する第一半導体素子と、第二アクティブ
面およびこの第二アクティブ面に形成された複数の第二電極を有する第二半導体素子と、
上記第一半導体素子および上記第二半導体素子に導通し、かつこれらを支持するとともに
、複数の導通要素を有する導通支持部材と、上記第一半導体素子および上記第二半導体素
子を覆う樹脂パッケージと、を備える半導体装置であって、上記第二半導体素子は、上記
第一半導体素子と上記導通支持部材との間に位置しており、上記第一半導体素子の上記第
一電極と上記導通要素とに接続されたワイヤと、上記第二半導体素子の上記第二電極と上
記ワイヤが接合された上記導通要素とを接合する導通接合材と、を備えることを特徴とし
ている。
【０００７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、複数の導通支持部材は、上記ワイヤが接続さ
れ、かつ上記導通支持部材が接合されているとともに、外部の接続対象物に接続されない
ものを含む。
【０００８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第一半導体素子の上記第一アクティブ面
は、上記導通支持部材とは反対側を向いており、上記第二半導体素子の上記第二アクティ
ブ面は、上記導通支持部材側を向いている。
【０００９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記導通支持部材は、上記複数の導通要素と
しての、金属からなる複数のリードを有する。
【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記樹脂パッケージは、平面視矩形状であり
、上記複数のリードは、上記樹脂パッケージの四辺のそれぞれから内方へと延びている。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記リードのうち上記第二半導体素子側は面
一であり、かつ上記導通接合材が接合された部位は、厚さ方向両側が上記樹脂パッケージ
によって覆われている。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記リードのうち上記ワイヤが接合された部
位は、厚さ方向における上記第二半導体素子とは反対側が、上記樹脂パッケージから露出
している。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記リードは、上記第二半導体素子とは反対
側に段差部が形成されていることにより、上記樹脂パッケージから上記第二半導体素子と
は反対側に露出する実装面が設けられている。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記リードの厚さが一定であるとともに、上
記リードのうち上記導通接合材が接合された部位は、厚さ方向両側が上記樹脂パッケージ
によって覆われている。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記リードのうち上記ワイヤが接合された部
位は、厚さ方向両側が上記樹脂パッケージによって覆われている。
【００１６】
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　本発明の好ましい実施の形態においては、上記リードは、樹脂パッケージから側方に突
出する突出部を有する。
【００１７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記リードは、上記突出部に折り曲げ部が形
成されていることにより、実装面が設けられている。
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記複数のリードのいずれかは、上記ワイヤ
および上記導通接合材が接合されているとともに、その全長にわたって厚さ方向両側が上
記樹脂パッケージによって覆われており、かつ上記樹脂パッケージからの露出端面が上記
樹脂パッケージの側面と面一となっている。
【００１９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、平面視において、上記複数の第二電極の少な
くともいずれかは、上記第一半導体素子の外方に配置されている。
【００２０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、平面視において、上記複数の第二電極のすべ
てが、上記第一半導体素子の外方に配置されている。
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記導通支持部材は、絶縁材料からなり上記
第二半導体素子側の主面およびこの主面とは反対側を向く裏面を有する基材と、上記主面
に形成され上記導通要素を構成する主面側メッキ層、上記裏面に形成され上記導通要素を
構成する裏面側メッキ層と、上記主面側メッキ層および上記裏面側メッキ層の少なくとも
一部ずつを導通させ上記導通要素を構成するスルーホール導体とを具備しており、上記主
面側メッキ層の一部からなる複数の主面側電極、および上記裏面側メッキ層の一部からな
る複数の裏面側電極を有しており、
　上記ワイヤおよび上記導通接合材は、上記複数の主面側電極のいずれかに接合されてい
る。
【００２２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記主面側メッキ層は、一つ以上の上記ワイ
ヤおよび一つ以上の上記導通接続材と導通するとともに、上記複数の裏面側電極のいずれ
にも導通しない孤立要素を有する。
【００２３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第一半導体素子と上記第二半導体素子と
は、絶縁接合材によって接合されている。
【００２４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、平面視において、上記第一半導体素子は、上
記第二半導体素子よりも小である。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、平面視において、上記第一半導体素子と上記
第二半導体素子とは同サイズである。
【００２６】
　本発明の第二の側面によって提供される電子機器は、配線パターンを有する回路基板と
、上記回路基板に実装された本発明の第一の側面によって提供される半導体装置と、を備
える電子機器であって、上記複数の導通要素のいずれかは、上記ワイヤおよび上記導通接
合材に導通し、かつ上記回路基板の上記配線パターンとは絶縁されていることを特徴とし
ている。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、上記第一半導体素子の上記第一電極と上記第二半導体素子の上記第二
電極とは、上記ワイヤ、上記導通要素および上記導通接合材を介してたがいに導通する。
上記導通接合材は、平面視において上記第二半導体素子と重なるものであり、上記半導体
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装置の平面視寸法を大型化させることが無い。また、上記ワイヤは、上記第二半導体素子
上に積層された上記第一半導体素子と上記リードとを適切に導通させる。そして、上記導
通接合材を採用する分、上記ワイヤのみを採用する構成と比べて大電流化を図ることがで
きる。したがって、上記第一半導体素子と上記第二半導体素子とを適切に導通させるとと
もに、上記半導体装置の小型化や大電流化を図ることができる。
【００２８】
　本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
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第一実施形態に基づく半導体装置を示す要部平面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図である。
【図３】図１の半導体装置を示す要部拡大断面図である。
【図４】図１の半導体装置を用いた電子機器の一例を示す要部平面図である。
【図５】本発明の第二実施形態に基づく半導体装置を示す要部平面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面図である。
【図７】図５の半導体装置を用いた電子機器の一例を示す要部平面図である。
【図８】本発明の第三実施形態に基づく半導体装置を示す断面図である。
【図９】図８の半導体装置の製造工程を示す要部断面図である。
【図１０】本発明の第四実施形態に基づく半導体装置を示す断面図である。
【図１１】本発明の第五実施形態に基づく半導体装置を示す断面図である。
【図１２】本発明の第六実施形態に基づく半導体装置を示す断面図である。
【図１３】本発明の第七実施形態に基づく半導体装置を示す要部平面図である。
【図１４】図１３のＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿う断面図である。
【図１５】図１３の半導体装置を示す要部拡大断面図である。
【図１６】図１３の半導体装置を示す要部拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００３１】
　図１～図３は、本発明の第一実施形態に基づく半導体装置を示している。本実施形態の
半導体装置Ａ１は、第一半導体素子１、第二半導体素子２、導通支持部材３および樹脂パ
ッケージ４を備えている。
【００３２】
　図１は、半導体装置Ａ１を示す要部平面図である。図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う
ｚｘ平面における断面図である。図３は、図２の一部を示す要部拡大断面図である。なお
、理解の便宜上、図１においては、樹脂パッケージ４を想像線で示している。
【００３３】
　第一半導体素子１は、半導体装置Ａ１の機能の少なくとも一部を発揮するための機能素
子であり、第一アクティブ面１１、裏面１２、および複数の第一電極１３を備えている。
第一半導体素子１は、たとえばＳｉからなり、本実施形態においては平面視矩形状である
。
【００３４】
　第一アクティブ面１１は、第一半導体素子１の機能を実現するための機能回路が作りこ
まれた面である。図２および図３においては理解の便宜上、第一アクティブ面１１は、仮
想的な所定厚さを有する領域として示されている。第一アクティブ面１１は、図２および
図３において、ｚ方向上方を向いている。裏面１２は、第一アクティブ面１１とは反対側
を向く面であり、ｚ方向下方を向いている。
【００３５】
　複数の第一電極１３は、第一アクティブ面１１に形成されている。各第一電極１３は、



(7) JP 6254807 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

たとえばＡｕからなる層の一部が絶縁層（図示略）から露出した部分、あるいはこのよう
な部分に金属層が積層されたものである。本実施形態においては、複数の第一電極１３は
、矩形状とされた第一半導体素子１の四辺に沿うように配置されている。
【００３６】
　第二半導体素子２は、半導体装置Ａ１の機能の少なくとも一部を発揮するための機能素
子であり、第二アクティブ面２１、裏面２２、および複数の第二電極２３を備えている。
第二半導体素子２は、たとえばＳｉからなり、本実施形態においては平面視矩形状である
。
【００３７】
　第二アクティブ面２１は、第二半導体素子２の機能を実現するための機能回路が作りこ
まれた面である。図２および図３においては理解の便宜上、第二アクティブ面２１は、仮
想的な所定厚さを有する領域として示されている。第二アクティブ面２１は、図２および
図３において、ｚ方向下方を向いている。裏面２２は、第二アクティブ面２１とは反対側
を向く面であり、ｚ方向上方を向いている。
【００３８】
　複数の第二電極２３は、第二アクティブ面２１に形成されている。各第二電極２３は、
たとえばＡｕからなる層の一部が絶縁層（図示略）から露出した部分、あるいはこのよう
な部分に金属層が積層されたものである。本実施形態においては、複数の第二電極２３は
、矩形状とされた第二半導体素子２の四辺に沿うように配置されている。
【００３９】
　第一半導体素子１は、第二半導体素子２のｚ方向上方に搭載されている。言い換えると
、第二半導体素子２は、ｚ方向において第一半導体素子１と導通支持部材３との間に位置
している。第一半導体素子１と第二半導体素子２とは、絶縁接合材５３によって接合され
ている。より具体的には、第一半導体素子１の裏面１２と第二半導体素子２の第二アクテ
ィブ面２１とが絶縁接合材５３によって接合されている。絶縁接合材５３は、たとえば絶
縁性のダイアタッチフィルムや絶縁ペーストなどである。このような搭載形態により、第
一半導体素子１の第一アクティブ面１１と第二半導体素子２の第二アクティブ面２１とは
、互いに反対側を向いている。また、本実施形態においては、第一半導体素子１は、平面
視寸法が第二半導体素子２よりも小であり、平面視においてそのすべてが第二半導体素子
２に内包されている。さらに、本実施形態においては、複数の第二電極２３が、平面視に
おいて第一半導体素子１よりも外側に配置されている。
【００４０】
　導通支持部材３は、第一半導体素子１および第二半導体素子２を直接的および間接的に
支持するとともに、第一半導体素子１および第二半導体素子２への導通経路を構成するも
のである。本実施形態においては、導通支持部材３は、本発明で言う複数の導通要素とし
ての複数のリード３１からなる。リード３１の材質は特に限定されないが、たとえばＣｕ
系素材（Ｃｕ－Ｆｅ－Ｐなど）やＦｅ系素材（Ｆｅ－４２％Ｎｉなど）が挙げられる。本
実施形態のリード３１は、第二半導体素子２側が面一とされている。本実施形態において
は、半導体装置Ａ１の四辺に沿って、各辺あたり５つずつのリード３１が配置されており
、合計２０のリード３１が設けられている。
【００４１】
　各リード３１は、第二半導体素子２の外方から第一半導体素子１および第二半導体素子
２の中心に向かって略延びている。各リード３１の先端部分は、平面視において少なくと
も第二半導体素子２と重なっている。また、本実施形態においては、各リード３１の先端
部分は、平面視において第一半導体素子１とも重なっているが、これに限定されるもので
はない。
【００４２】
　また、リード３１は、段差部３１ｂを有している。段差部３１ｂは、ｚ方向下方側、す
なわち第二半導体素子２とは反対側に設けられている。リード３１のうち段差部３１ｂよ
りも先端寄りの部分が、厚さ方向（ｚ方向）両側において樹脂パッケージ４に覆われてい
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る。一方、リード３１のうち段差部３１ｂよりも根本側（外側）の部分は、ｚ方向下面が
樹脂パッケージ４から露出している。この露出した部分が、実装面３１ａとなっている。
実装面３１ａは、半導体装置Ａ１を回路基板などに実装するために用いられる。
【００４３】
　第一半導体素子１の複数の第一電極１３は、複数のワイヤ５１によって複数のリード３
１に各別に接続されている。図２および図３に示すように、ワイヤ５１は、第二半導体素
子２の端部を跨ぐようにして第一電極１３からリード３１へと延びている。また、リード
３１のうち実装面３１ａとはｚ方向において反対側の部分にワイヤ５１が接合されている
。言い換えると、リード３１のうちワイヤ５１が接合された部位は、ｚ方向下方側が樹脂
パッケージ４から露出している。ワイヤ５１の材質は特に限定されないが、Ａｕあるいは
Ａｌを採用できる。
【００４４】
　第二半導体素子２の複数の第二電極２３は、複数の導通接合材５２によって複数のリー
ド３１に各別に接続されている。導通接合材５２は、たとえばはんだであり、第二半導体
素子２の第二電極２３とリード３１とに挟まれるようにしてこれらを導通させている。ま
た、本実施形態においては、リード３１のうち厚さ方向下方側が樹脂パッケージ４によっ
て覆われた部位に、導通接合材５２が接合されている。
【００４５】
　図３によく表れているように、図示された第一半導体素子１の第一電極１３と第二半導
体素子２の第二電極２３とは、ワイヤ５１、リード３１および導通接合材５２を介して互
いに導通している。図１に示すように、本実施形態においては、すべてのリード３１を介
してある第一電極１３とある第二電極２３とが導通しているが、本発明はこれに限定され
ない。いずれかのリード３１のみが第一電極１３と第二電極２３とを導通させる構成であ
ってもよい。
【００４６】
　樹脂パッケージ４は、第一半導体素子１、第二半導体素子２および複数のワイヤ５１の
全体を覆うことにより、これらを保護している。また、樹脂パッケージ４は、複数のリー
ド３１の少なくとも一部ずつを覆うことにより、これらを互いに絶縁しつつ保持している
。樹脂パッケージ４は、たとえば黒色のエポキシ樹脂からなる。本実施形態においては、
樹脂パッケージ４は、平面視矩形状であり、平面視矩形状をなす側面４１を有している。
【００４７】
　図４は、半導体装置Ａ１を用いた電子機器の一例を示している。同図に示された電子機
器Ｂ１は、半導体装置Ａ１および回路基板６を備えている。なお、同図においては、理解
の便宜上、樹脂パッケージ４を想像線で示している。
【００４８】
　回路基板６は、たとえばガラスエポキシ樹脂からなる基材と、この基材に形成された配
線パターン６１とを有する。配線パターン６１は、たとえばＣｕメッキ層やＡｕメッキ層
からなる。配線パターン６１は、複数のパッド６１ａを有している。パッド６１ａは、た
とえばはんだ（図示略）を介して半導体装置Ａ１の実装面３１ａと接合される部位である
。同図に示すように、複数のリード３１のうち図中ｙ方向中央に位置する２つのリード３
１を除き、配線パターン６１の複数のパッド６１ａと平面視において重なっている。この
複数のパッド６１ａと重なったリード３１の実装面３１ａが、上記はんだによってパッド
６１ａに接合されている。
【００４９】
　一方、ｙ方向中央に位置する２つのリード３１は、パッド６１ａとは重なっておらず、
配線パターン６１とは導通していない。このため、これらの２つのリード３１は、ワイヤ
５１および導通接合材５２とともに第一半導体素子１のいずれかの第一電極１３と第二半
導体素子２のいずれかの第二電極２３とを導通させるものの、半導体装置Ａ１の外部との
導通経路は構成していない。
【００５０】
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　次に、半導体装置Ａ１および電子機器Ｂ１の作用について説明する。
【００５１】
　本実施形態によれば、第一半導体素子１の第一電極１３と第二半導体素子２の第二電極
２３とは、ワイヤ５１、リード３１および導通接合材５２を介してたがいに導通する。導
通接合材５２は、平面視において第二半導体素子２と重なるものであり、半導体装置Ａ１
の平面視寸法を大型化させることが無い。また、ワイヤ５１は、第二半導体素子２上に積
層された第一半導体素子１とリード３１とを適切に導通させる。そして、導通接合材５２
を採用する分、ワイヤ５１のみを採用する構成と比べて大電流化を図ることができる。し
たがって、第一半導体素子１と第二半導体素子２とを適切に導通させるとともに、半導体
装置Ａ１の小型化や大電流化を図ることができる。また、導通接合材５２を採用すること
によっては、コスト上昇が招来されず、半導体装置Ａ１のコストを抑制することができる
。
【００５２】
　特に、図４に示したように、回路基板６のパッド６１ａと導通しないリード３１は、第
一電極１３と第二電極２３とを半導体装置Ａ１の内部において導通させる手段としてのみ
採用されている。このような外部との導通経路を構成することが意図されないものであっ
ても、リード３１としてその他のリード３１と同様に形成することができる。
【００５３】
　第一半導体素子１の第一アクティブ面１１と第二半導体素子２の第二アクティブ面２１
とは、第一半導体素子１および第二半導体素子２の厚さを略合計した距離だけ離間してい
る。これにより、たとえば第一半導体素子１の厚さ分だけ離間した構成と比べて、第一ア
クティブ面１１と第二アクティブ面２１とが互いに影響を及ぼすことを抑制することがで
きる。
【００５４】
　リード３１のうち導通接合材５２によって第二電極２３が接合された部位は、厚さ方向
両側が樹脂パッケージ４によって覆われている。リード３１のうち樹脂パッケージ４によ
って覆われていない部位は、たとえば実装面３１ａとなる部位であり、半導体装置Ａ１の
外端寄りに配置することが一般的である。本実施形態によれば、リード３１のうち導通接
合材５２が接合された部位を実装面３１ａ、すなわち半導体装置Ａ１の外端から離間させ
ることが可能であり、第二半導体素子２と確実に重なる位置に配置することができる。
【００５５】
　段差部３１ｂを設けることにより、半導体装置Ａ１の外端寄りにおいて樹脂パッケージ
４から明瞭に露出する実装面３１ａを形成することができる。
【００５６】
　図５～図１６は、本発明の他の実施形態を示している。なお、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おり、適宜
説明を省略する。
【００５７】
　図５および図６は、本発明の第二実施形態に基づく半導体装置を示している。本実施形
態の半導体装置Ａ２は、第一半導体素子１、第二半導体素子２、導通支持部材３および樹
脂パッケージ４を備えている。
【００５８】
　図５は、半導体装置Ａ２を示す要部平面図である。図６は、図５のＶＩ－ＶＩ線に沿う
ｚｘ平面における断面図である。なお、理解の便宜上、図５においては、樹脂パッケージ
４を想像線で示している。
【００５９】
　第一半導体素子１は、半導体装置Ａ２の機能の少なくとも一部を発揮するための機能素
子であり、第一アクティブ面１１、裏面１２、および複数の第一電極１３を備えている。
第一半導体素子１は、たとえばＳｉからなり、本実施形態においては平面視矩形状である
。
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【００６０】
　第一アクティブ面１１は、第一半導体素子１の機能を実現するための機能回路が作りこ
まれた面である。図６においては理解の便宜上、第一アクティブ面１１は、仮想的な所定
厚さを有する領域として示されている。第一アクティブ面１１は、図６において、ｚ方向
上方を向いている。裏面１２は、第一アクティブ面１１とは反対側を向く面であり、ｚ方
向下方を向いている。
【００６１】
　複数の第一電極１３は、第一アクティブ面１１に形成されている。各第一電極１３は、
たとえばＡｕからなる層の一部が絶縁層（図示略）から露出した部分、あるいはこのよう
な部分に金属層が積層されたものである。本実施形態においては、複数の第一電極１３は
、矩形状とされた第一半導体素子１の四辺に沿うように配置されている。
【００６２】
　第二半導体素子２は、半導体装置Ａ２の機能の少なくとも一部を発揮するための機能素
子であり、第二アクティブ面２１、裏面２２、および複数の第二電極２３を備えている。
第二半導体素子２は、たとえばＳｉからなり、本実施形態においては平面視矩形状である
。
【００６３】
　第二アクティブ面２１は、第二半導体素子２の機能を実現するための機能回路が作りこ
まれた面である。図６においては理解の便宜上、第二アクティブ面２１は、仮想的な所定
厚さを有する領域として示されている。第二アクティブ面２１は、図６において、ｚ方向
下方を向いている。裏面２２は、第二アクティブ面２１とは反対側を向く面であり、ｚ方
向上方を向いている。
【００６４】
　複数の第二電極２３は、第二アクティブ面２１に形成されている。各第二電極２３は、
たとえばＡｕからなる層の一部が絶縁層（図示略）から露出した部分、あるいはこのよう
な部分に金属層が積層されたものである。本実施形態においては、複数の第二電極２３は
、矩形状とされた第二半導体素子２の四辺に沿うように配置されている。
【００６５】
　第一半導体素子１は、第二半導体素子２のｚ方向上方に搭載されている。言い換えると
、第二半導体素子２は、ｚ方向において第一半導体素子１と導通支持部材３との間に位置
している。第一半導体素子１と第二半導体素子２とは、絶縁接合材５３によって接合され
ている。より具体的には、第一半導体素子１の裏面１２と第二半導体素子２の第二アクテ
ィブ面２１とが絶縁接合材５３によって接合されている。絶縁接合材５３は、たとえば絶
縁性のダイアタッチフィルムや絶縁ペーストなどである。このような搭載形態により、第
一半導体素子１の第一アクティブ面１１と第二半導体素子２の第二アクティブ面２１とは
、互いに反対側を向いている。また、本実施形態においては、第一半導体素子１は、平面
視寸法が第二半導体素子２よりも小であり、平面視においてそのすべてが第二半導体素子
２に内包されている。さらに、本実施形態においては、複数の第二電極２３が、平面視に
おいて第一半導体素子１よりも外側に配置されている。
【００６６】
　導通支持部材３は、第一半導体素子１および第二半導体素子２を直接的および間接的に
支持するとともに、第一半導体素子１および第二半導体素子２への導通経路を構成するも
のである。本実施形態においては、導通支持部材３は、本発明で言う複数の導通要素とし
ての複数のリード３１からなる。リード３１の材質は特に限定されないが、たとえばＣｕ
系素材（Ｃｕ－Ｆｅ－Ｐなど）やＦｅ系素材（Ｆｅ－４２％Ｎｉなど）が挙げられる。ま
た、本実施形態のリード３１は、全体においてその厚さが一定である。本実施形態におい
ては、半導体装置Ａ２の四辺に沿って、各辺あたり５つずつのリード３１が配置されてお
り、合計２０のリード３１が設けられている。
【００６７】
　各リード３１は、第二半導体素子２の外方から第一半導体素子１および第二半導体素子
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２の中心に向かって略延びている。各リード３１の先端部分は、平面視において少なくと
も第二半導体素子２と重なっている。また、本実施形態においては、各リード３１の先端
部分は、平面視において第一半導体素子１とも重なっているが、これに限定されるもので
はない。
【００６８】
　また、リード３１は、突出部３１ｄおよび折り曲げ部３１ｃを有している。突出部３１
ｄは、樹脂パッケージ４の側面４１から外方に突出している。リード３１のうち突出部３
１ｄ以外の部位は、厚さ方向において両側が４によって覆われている。折り曲げ部３１ｃ
は、突出部３１ｄのなかほどに形成されている。リード３１は、折り曲げ部３１ｃを境界
として、折り曲げ部３１ｃよりも内方側部分がｚ方向上方に位置し、折り曲げ部３１ｃよ
りも外方側部分がｚ方向下方に位置している。リード３１のうち折り曲げ部３１ｃよりも
外方に位置する部分の図中ｚ方向下方を向く面は、実装面３１ａとなっている。実装面３
１ａは、半導体装置Ａ２を回路基板などに実装するために用いられる。
【００６９】
　第一半導体素子１の複数の第一電極１３は、複数のワイヤ５１によって複数のリード３
１に各別に接続されている。図６に示すように、ワイヤ５１は、第二半導体素子２の端部
を跨ぐようにして第一電極１３からリード３１へと延びている。また、リード３１のうち
実装面３１ａとはｚ方向において反対側の部分にワイヤ５１が接合されている。言い換え
ると、リード３１のうちワイヤ５１が接合された部位は、ｚ方向下方側が樹脂パッケージ
４から露出している。ワイヤ５１の材質は特に限定されないが、ＡｕあるいはＡｌを採用
できる。
【００７０】
　第二半導体素子２の複数の第二電極２３は、複数の導通接合材５２によって複数のリー
ド３１に各別に接続されている。導通接合材５２は、たとえばはんだであり、第二半導体
素子２の第二電極２３とリード３１とに挟まれるようにしてこれらを導通させている。ま
た、本実施形態においては、リード３１のうち厚さ方向下方側が樹脂パッケージ４によっ
て覆われた部位に、導通接合材５２が接合されている。
【００７１】
　図６によく表れているように、図示された第一半導体素子１の第一電極１３と第二半導
体素子２の第二電極２３とは、ワイヤ５１、リード３１および導通接合材５２を介して互
いに導通している。図５に示すように、本実施形態においては、すべてのリード３１を介
してある第一電極１３とある第二電極２３とが導通しているが、本発明はこれに限定され
ない。いずれかのリード３１のみが第一電極１３と第二電極２３とを導通させる構成であ
ってもよい。
【００７２】
　樹脂パッケージ４は、第一半導体素子１、第二半導体素子２および複数のワイヤ５１の
全体を覆うことにより、これらを保護している。また、樹脂パッケージ４は、複数のリー
ド３１の少なくとも一部ずつを覆うことにより、これらを互いに絶縁しつつ保持している
。樹脂パッケージ４は、たとえば黒色のエポキシ樹脂からなる。本実施形態においては、
樹脂パッケージ４は、平面視矩形状であり、平面視矩形状をなす側面４１を有している。
【００７３】
　図７は、半導体装置Ａ２を用いた電子機器の一例を示している。同図に示された電子機
器Ｂ２は、半導体装置Ａ２および回路基板６を備えている。なお、同図においては、理解
の便宜上、樹脂パッケージ４を想像線で示している。
【００７４】
　回路基板６は、たとえばガラスエポキシ樹脂からなる基材と、この基材に形成された配
線パターン６１とを有する。配線パターン６１は、たとえばＣｕメッキ層やＡｕメッキ層
からなる。配線パターン６１は、複数のパッド６１ａを有している。パッド６１ａは、た
とえばはんだ（図示略）を介して半導体装置Ａ２の実装面３１ａと接合される部位である
。同図に示すように、複数のリード３１のうち図中ｙ方向中央に位置する２つのリード３
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１を除き、配線パターン６１の複数のパッド６１ａと平面視において重なっている。この
複数のパッド６１ａと重なったリード３１の実装面３１ａが、上記はんだによってパッド
６１ａに接合されている。
【００７５】
　一方、ｙ方向中央に位置する２つのリード３１は、パッド６１ａとは重なっておらず、
配線パターン６１とは導通していない。このため、これらの２つのリード３１は、ワイヤ
５１および導通接合材５２とともに第一半導体素子１のいずれかの第一電極１３と第二半
導体素子２のいずれかの第二電極２３とを導通させるものの、半導体装置Ａ２の外部との
導通経路は構成していない。
【００７６】
　このような実施形態によっても、第一半導体素子１と第二半導体素子２とを適切に導通
させるとともに、半導体装置Ａ２の小型化や大電流化を図ることができる。
【００７７】
　図８は、本発明の第三実施形態に基づく半導体装置を示している。本実施形態の半導体
装置Ａ３は、平面視における構成が、図１に示す半導体装置Ａ１と同様である。図８は、
図１のＩＩ－ＩＩ線に沿うｚｘ平面における断面図に相当する。
【００７８】
　半導体装置Ａ３においては、複数のリード３１のいずれか（図８において図中左方のリ
ード３１）の構成が、半導体装置Ａ１におけるリード３１と異なっている。このリード３
１は、段差部３１ｂを有しておらず、その全長において厚さ方向両側が樹脂パッケージ４
によって覆われている。このため、このリード３１には、半導体装置Ａ１において説明し
た実装面３１ａが形成されていない。また、このリード３１は、露出端面３１ｅを有して
いる。露出端面３１ｅは、樹脂パッケージ４から側方に露出する面であり、樹脂パッケー
ジ４の側面４１と面一である。
【００７９】
　このようなリード３１は、半導体装置Ａ３を回路基板などに搭載した際に、この回路基
板とは完全に絶縁させることが意図されたものである。すなわち、このリード３１は、ワ
イヤ５１および導通接合材５２とともに、第一半導体素子１のいずれかの第一電極１３と
第二半導体素子２のいずれかの第二電極２３とを導通させるものの、外部との導通経路を
構成し得ないものとされている。
【００８０】
　図９は、半導体装置Ａ３の製造工程の一例を示している。同図には、リード３１となる
べき２つのリード３１Ａが示されている。これらのリード３１Ａは、図示されない他の３
１Ａとともに、リードフレーム３Ａを構成している。図中左方のリード３１Ａは、段差部
３１ｂを有しているが、この段差部３１ｂは、樹脂パッケージ４の外方に位置するように
設けられている。そして、樹脂パッケージ４が形成された後は、たとえば樹脂パッケージ
４に沿ってリード３１Ａが切断される。これにより、図８の図中左方のリード３１が形成
される。
【００８１】
　このような実施形態によっても、第一半導体素子１と第二半導体素子２とを適切に導通
させるとともに、半導体装置Ａ３の小型化や大電流化を図ることができる。また、図８に
おける図中左方のリード３１は、樹脂パッケージ４からｚ方向下方に露出する部分を有し
ていない。このため、半導体装置Ａ３をたとえば回路基板に実装する際に、このリード３
１の直下に配線パターンが配置されていても、このリード３１を配線パターンに対して確
実に絶縁することができる。
【００８２】
　図１０は、本発明の第四実施形態に基づく半導体装置を示している。本実施形態の半導
体装置Ａ４は、平面視における構成が、図５に示す半導体装置Ａ２と一部を除き同様であ
る。図１０は、図５のＶＩ－ＶＩ線に沿うｚｘ平面における断面図に相当する。
【００８３】
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　半導体装置Ａ４においては、複数のリード３１のいずれか（図１０において図中左方の
リード３１）の構成が、半導体装置Ａ２におけるリード３１と異なっている。このリード
３１は、突出部３１ｄおよび折り曲げ部３１ｃを有しておらず、その全長において厚さ方
向両側が樹脂パッケージ４によって覆われている。このため、このリード３１には、半導
体装置Ａ２において説明した実装面３１ａが形成されていない。また、このリード３１は
、露出端面３１ｅを有している。露出端面３１ｅは、樹脂パッケージ４から側方に露出す
る面であり、樹脂パッケージ４の側面４１と面一である。
【００８４】
　このようなリード３１は、半導体装置Ａ４を回路基板などに搭載した際に、この回路基
板とは完全に絶縁させることが意図されたものである。すなわち、このリード３１は、ワ
イヤ５１および導通接合材５２とともに、第一半導体素子１のいずれかの第一電極１３と
第二半導体素子２のいずれかの第二電極２３とを導通させるものの、外部との導通経路を
構成し得ないものとされている。
【００８５】
　このような実施形態によっても、第一半導体素子１と第二半導体素子２とを適切に導通
させるとともに、半導体装置Ａ４の小型化や大電流化を図ることができる。また、図１０
における図中左方のリード３１は、樹脂パッケージ４からｚ方向下方に露出する部分を有
していない。このため、半導体装置Ａ４をたとえば回路基板に実装する際に、このリード
３１の直下に配線パターンが配置されていても、このリード３１を配線パターンに対して
確実に絶縁することができる。
【００８６】
　図１１は、本発明の第五実施形態に基づく半導体装置を示している。本実施形態の半導
体装置Ａ５は、第一半導体素子１と第二半導体素子２との大小関係を除き、上述した半導
体装置Ａ１と同様の構成である。また、以下に述べる第一半導体素子１と第二半導体素子
２との大小関係は、上述した半導体装置Ａ２、半導体装置Ａ３および半導体装置Ａ４に適
宜採用できることはもちろんである。図１１は、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿うｚｘ平面にお
ける断面図に相当する。
【００８７】
　本実施形態においては、第一半導体素子１と第二半導体素子２との平面視寸法が同一で
あり、平面視において互いの外縁が一致するように配置されている。このため、第二半導
体素子２は、第一半導体素子１からなんらはみ出す部分を有していない。このように、第
一半導体素子１と第二半導体素子２とが平面視において互いに一致する構成であっても、
第一半導体素子１の第一電極１３へのワイヤ５１の接合や第二半導体素子２の第二電極２
３への導通接合材５２の接合は、適切に行うことができる。
【００８８】
　このような実施形態によっても、第一半導体素子１と第二半導体素子２とを適切に導通
させるとともに、半導体装置Ａ５の小型化や大電流化を図ることができる。また、第一半
導体素子１の第一電極１３にワイヤ５１を接合し、第二半導体素子２の第二電極２３に導
通接合材５２を接合する構成であることにより、第一半導体素子１と第二半導体素子２と
が平面視において同一サイズであっても、これらの第一半導体素子１および第二半導体素
子２を適切に半導体装置Ａ６として組み上げることができる。これは、たとえば第一半導
体素子１の第一電極１３および第二半導体素子２の第二電極２３の双方にワイヤ５１を接
合する場合には、第二半導体素子２が第一半導体素子１に対して大であることが必然とな
ることに対して、利点となる。
【００８９】
　図１２は、本発明の第六実施形態に基づく半導体装置を示している。本実施形態の半導
体装置Ａ６は、第三半導体素子１’をさらに備える点を除き、上述した半導体装置Ａ１と
同様の構成である。また、以下に述べる第三半導体素子１’を備える構成は、上述した半
導体装置Ａ２、半導体装置Ａ３、半導体装置Ａ４、および半導体装置Ａ５に適宜採用でき
ることはもちろんである。図１２は、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿うｚｘ平面における断面図
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に相当する。
【００９０】
　本実施形態においては、半導体装置Ａ６は、第一半導体素子１および第二半導体素子２
に加えて、第三半導体素子１’を備えている。第三半導体素子１’は、半導体装置Ａ６の
機能の少なくとも一部を発揮するための機能素子であり、第三アクティブ面１１’、裏面
１２’、および複数の第三電極１３’を備えている。第三半導体素子１’は、たとえばＳ
ｉからなり、本実施形態においては平面視矩形状である。
【００９１】
　第三アクティブ面１１’は、第三半導体素子１’の機能を実現するための機能回路が作
りこまれた面である。図１２においては理解の便宜上、第三アクティブ面１１’は、仮想
的な所定厚さを有する領域として示されている。第三アクティブ面１１’は、ｚ方向上方
を向いている。裏面１２’は、第三アクティブ面１１’とは反対側を向く面であり、ｚ方
向下方を向いている。
【００９２】
　複数の第三電極１３’は、第三アクティブ面１１’に形成されている。各第三電極１３
’は、たとえばＡｕからなる層の一部が絶縁層（図示略）から露出した部分、あるいはこ
のような部分に金属層が積層されたものである。本実施形態においては、複数の第三電極
１３’は、矩形状とされた第三半導体素子１’の四辺に沿うように配置されている。
【００９３】
　第三半導体素子１’は、第一半導体素子１の第一アクティブ面１１上にたとえば絶縁接
合材５３を介して搭載されている。第三半導体素子１’は、平面視において第一半導体素
子１よりも小であり、第一半導体素子１に内包されるように配置されている。これにより
、第一半導体素子１の複数の第一電極１３は、第三半導体素子１’によって覆われること
無く第三半導体素子１’から露出している。
【００９４】
　複数の第三電極１３’には、複数のワイヤ５１が接続されている。これらのワイヤ５１
は、第一半導体素子１の複数の第一電極１３に接合された複数のワイヤ５１を跨ぐように
して複数のリード３１に各別に接続されている。これにより、リード３１を介して、第一
半導体素子１の第一電極１３と第二半導体素子２の第二電極２３と第三半導体素子１’の
第三電極１３’とが互いに導通している。
【００９５】
　このような実施形態によっても、第一半導体素子１と第二半導体素子２とを適切に導通
させるとともに、半導体装置Ａ６の小型化や大電流化を図ることができる。また、本実施
形態から理解されるように、本発明に係る半導体装置は、搭載される半導体素子の個数が
制限されるものではない。
【００９６】
　図１３～図１６は、本発明の第七実施形態に基づく半導体装置を示している。本実施形
態の半導体装置Ａ７は、第一半導体素子１、第二半導体素子２、導通支持部材３および樹
脂パッケージ４を備えている。
【００９７】
　図１３は、半導体装置Ａ７を示す要部平面図である。図１４は、図１３のＸＩＶ－ＸＩ
Ｖ線に沿うｚｘ平面における断面図である。図１５および図１６は、図１４の一部を示す
要部拡大断面図である。なお、理解の便宜上、図１においては、樹脂パッケージ４を省略
している。
【００９８】
　第一半導体素子１は、半導体装置Ａ７の機能の少なくとも一部を発揮するための機能素
子であり、第一アクティブ面１１、裏面１２、および複数の第一電極１３を備えている。
第一半導体素子１は、たとえばＳｉからなり、本実施形態においては平面視矩形状である
。
【００９９】
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　第一アクティブ面１１は、第一半導体素子１の機能を実現するための機能回路が作りこ
まれた面である。図１４においては理解の便宜上、第一アクティブ面１１は、仮想的な所
定厚さを有する領域として示されている。第一アクティブ面１１は、図１４において、ｚ
方向上方を向いている。裏面１２は、第一アクティブ面１１とは反対側を向く面であり、
ｚ方向下方を向いている。
【０１００】
　複数の第一電極１３は、第一アクティブ面１１に形成されている。各第一電極１３は、
たとえばＡｕからなる層の一部が絶縁層（図示略）から露出した部分、あるいはこのよう
な部分に金属層が積層されたものである。本実施形態においては、複数の第一電極１３は
、矩形状とされた第一半導体素子１の四辺に沿うように配置されている。
【０１０１】
　第二半導体素子２は、半導体装置Ａ７の機能の少なくとも一部を発揮するための機能素
子であり、第二アクティブ面２１、裏面２２、および複数の第二電極２３を備えている。
第二半導体素子２は、たとえばＳｉからなり、本実施形態においては平面視矩形状である
。
【０１０２】
　第二アクティブ面２１は、第二半導体素子２の機能を実現するための機能回路が作りこ
まれた面である。図１４～図１６においては理解の便宜上、第二アクティブ面２１は、仮
想的な所定厚さを有する領域として示されている。第二アクティブ面２１は、図１４～図
１６において、ｚ方向下方を向いている。裏面２２は、第二アクティブ面２１とは反対側
を向く面であり、ｚ方向上方を向いている。
【０１０３】
　複数の第二電極２３は、第二アクティブ面２１に形成されている。各第二電極２３は、
たとえばＡｕからなる層の一部が絶縁層（図示略）から露出した部分、あるいはこのよう
な部分に金属層が積層されたものである。本実施形態においては、複数の第二電極２３は
、矩形状とされた第二半導体素子２の四辺に沿うように配置されている。
【０１０４】
　第一半導体素子１は、第二半導体素子２のｚ方向上方に搭載されている。言い換えると
、第二半導体素子２は、ｚ方向において第一半導体素子１と導通支持部材３との間に位置
している。第一半導体素子１と第二半導体素子２とは、絶縁接合材５３によって接合され
ている。より具体的には、第一半導体素子１の裏面１２と第二半導体素子２の第二アクテ
ィブ面２１とが絶縁接合材５３によって接合されている。絶縁接合材５３は、たとえば絶
縁性のダイアタッチフィルムや絶縁ペーストなどである。このような搭載形態により、第
一半導体素子１の第一アクティブ面１１と第二半導体素子２の第二アクティブ面２１とは
、互いに反対側を向いている。また、本実施形態においては、第一半導体素子１は、平面
視寸法が第二半導体素子２よりも小であり、平面視においてそのすべてが第二半導体素子
２に内包されている。さらに、本実施形態においては、複数の第二電極２３が、平面視に
おいて第一半導体素子１よりも外側に配置されている。
【０１０５】
　導通支持部材３は、第一半導体素子１および第二半導体素子２を直接的および間接的に
支持するとともに、第一半導体素子１および第二半導体素子２への導通経路を構成するも
のである。本実施形態においては、導通支持部材３は、基材３２、主面側メッキ層３３、
裏面側メッキ層３４、スルーホール導体３５、主面側レジスト層３６、裏面側レジスト層
３７および複数のはんだボール３８を備えている。このような導通支持部材３は、いわゆ
るＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）基板として構成されており、本実施形態に
おいては、平面視矩形状である。
【０１０６】
　基材３２は、ＢＧＡ基板としての導通支持部材３の土台となるものであり、絶縁性材料
からなる板状部材である。基材３２は、主面３２ａおよび裏面３２ｂを有している。主面
３２ａは、ｚ方向上方を向いており、第二半導体素子２側に位置している。裏面３２ｂは
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、ｚ方向下方を向いている。
【０１０７】
　主面側メッキ層３３は、基材３２の主面３２ａ上、あるいは厚さ方向において主面３２
ａのごく近傍に形成されており、たとえばＡｕやＣｕなどの金属からなるメッキ層である
。主面側メッキ層３３は、本発明で言う導通要素を構成するものである。図１５および図
１６に示すように、主面側メッキ層３３は、その適所が主面側レジスト層３６によって覆
われている。主面側レジスト層３６は、絶縁性樹脂などからなる層であり、主面側メッキ
層３３の大部分を覆うとともに、その一部を露出されている。
【０１０８】
　主面側メッキ層３３のち主面側レジスト層３６から露出した部分は、複数の主面側電極
３３ａおよび複数の主面側電極３３ｂとされている。複数の主面側電極３３ａは、平面視
において第二半導体素子２の外方に配置されている。複数の主面側電極３３ｂは、第二半
導体素子２と重なるように配置されている。複数の主面側電極３３ａには、ワイヤ５１が
接続されており、第一半導体素子１の第一電極１３に導通している。一方、複数の主面側
電極３３ｂは、さらに、第二半導体素子２の複数の第二電極２３と重なるように配置され
ている。そして、これらの主面側電極３３ｂと第二電極２３どうしは、複数の導通接合材
５２によって互いに接合されている。
【０１０９】
　裏面側メッキ層３４は、基材３２の裏面３２ｂ上、あるいは厚さ方向において裏面３２
ｂのごく近傍に形成されており、たとえばＡｕやＣｕなどの金属からなるメッキ層である
。裏面側メッキ層３４は、本発明で言う導通要素を構成するものである。図１５および図
１６に示すように、裏面側メッキ層３４は、その適所が裏面側レジスト層３７によって覆
われている。裏面側レジスト層３７は、絶縁性樹脂などからなる層であり、裏面側メッキ
層３４を部分的に覆うとともに、その一部を露出されている。
【０１１０】
　裏面側メッキ層３４のち裏面側レジスト層３７から露出した部分は、複数の裏面側電極
３４ａとされている。複数の裏面側電極３４ａは、本実施形態においては、平面視におい
てマトリクス状に配置されている。これらの裏面側電極３４ａには、はんだボール３８が
設けられている。はんだボール３８は、裏面側電極３４ａから突出するように形成されて
おり、半導体装置Ａ７を回路基板などに実装する際に用いられる。
【０１１１】
　スルーホール導体３５は、基材３２を貫通する孔の内面に形成された導電体層であり、
主面側メッキ層３３や裏面側メッキ層３４と同様にたとえばＡｕやＣｕなどの金属からな
るメッキ層である。スルーホール導体３５は、適宜複数個が形成されており、主面側メッ
キ層３３の適所と裏面側メッキ層３４の適所どうしを導通させている。たとえば、図１６
に示す部位においては、図示された主面側電極３３ａおよび主面側電極３３ｂにワイヤ５
１と導通接合材５２とが接合されている。そして、これらの主面側電極３３ａおよび主面
側電極３３ｂがスルーホール導体３５を介して裏面側メッキ層３４の裏面側電極３４ａと
導通している。これにより、図示されたワイヤ５１が接合された第一電極１３と図示され
た導通接合材５２が接合された第二電極２３とが、同一の裏面側電極３４ａおよびはんだ
ボール３８に導通している。
【０１１２】
　一方、図１５に示す部位においては、図示された２つの主面側電極３３ａおよび主面側
電極３３ｂは、主面側メッキ層３３の同一部分によって構成されているため互いに導通し
ているが、スルーホール導体３５などとはなんら導通していない。このため、これらの主
面側電極３３ａおよび主面側電極３３ｂは、裏面側電極３４ａやはんだボール３８とは絶
縁された格好となっている。このような主面側電極３３ａおよび主面側電極３３ｂを構成
する主面側メッキ層３３の部分を、孤立要素３３ｃと定義する。孤立要素３３ｃは、主面
側メッキ層３３の一部が他の部分から隔離された部位となっている。このような孤立要素
３３ｃは、ワイヤ５１を介して第一電極１３と導通し、導通接合材５２を介して第二電極
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２３と導通するものの、外部との導通経路は構成していない。
【０１１３】
　樹脂パッケージ４は、第一半導体素子１、第二半導体素子２および複数のワイヤ５１の
全体を覆うことにより、これらを保護している。また、樹脂パッケージ４は、複数のリー
ド３１の少なくとも一部ずつを覆うことにより、これらを互いに絶縁しつつ保持している
。樹脂パッケージ４は、たとえば黒色のエポキシ樹脂からなる。本実施形態においては、
樹脂パッケージ４は、平面視矩形状であり、平面視矩形状をなす側面４１を有している。
【０１１４】
　このような実施形態によっても、第一半導体素子１と第二半導体素子２とを適切に導通
させるとともに、半導体装置Ａ７の小型化や大電流化を図ることができる。また、ＢＧＡ
基板として構成された導通支持部材３は、主面側メッキ層３３や裏面側メッキ層３４の配
置の自由度が高く、特に孤立要素３３ｃを所望の位置に設けることが可能である。たとえ
ば、平面視において大きく離間した第一電極１３と第二電極２３とを導通させる孤立要素
３３ｃを形成することも可能である。また、主面側メッキ層３３の一部、裏面側メッキ層
３４の一部およびスルーホール導体３５によって、孤立要素３３ｃと電気的に同様の機能
を果たす孤立要素を構成してもよい。
【０１１５】
　本発明に係る半導体装置および電子機器は、上述した実施形態に限定されるものではな
い。本発明に係る半導体装置および電子機器の各部の具体的な構成は、種々に設計変更自
在である。
【符号の説明】
【０１１６】
Ａ１　　　半導体装置
Ａ２　　　半導体装置
Ａ３　　　半導体装置
Ａ４　　　半導体装置
Ａ５　　　半導体装置
Ａ６　　　半導体装置
Ａ７　　　半導体装置
Ｂ１　　　電子機器
Ｂ２　　　電子機器
１　　　第一半導体素子
１１　　　第一アクティブ面
１３　　　第一電極
１２　　　裏面
１’　　　第三半導体素子
１１’　　　第三アクティブ面
１３’　　　第三電極
１２’　　　裏面
２　　　第二半導体素子
２１　　　第二アクティブ面
２３　　　第二電極
２２　　　裏面
３　　　導通支持部材
３Ａ　　リードフレーム
３１　　　リード
３１Ａ　　　リード
３１ｂ　　　段差部
３１ｃ　　　折り曲げ部
３１ａ　　　実装面
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３１ｄ　　　突出部
３１ｅ　　　露出端面
３２　　　基材
３２ａ　　　主面
３２ｂ　　　裏面
３３　　　主面側メッキ層
３３ａ　　　主面側電極
３３ｂ　　　主面側電極
３３ｃ　　　孤立要素
３４　　　裏面側メッキ層
３４ａ　　　裏面側電極
３５　　　スルーホール導体
３６　　　主面側レジスト層
３７　　　裏面側レジスト層
３８　　　はんだボール
４　　　樹脂パッケージ
４１　　　側面
５１　　　ワイヤ
５２　　　導通接合材
５３　　　絶縁接合材
６　　　回路基板
６１　　　配線パターン
６１ａ　　　パッド

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１６】
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