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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１多層配線層と、前記第１多層配線層に形成された第１インダクタとを有する第１半
導体チップと、
　第２多層配線層と、前記第２多層配線層に形成された第２インダクタとを有する第２半
導体チップと、
を備え、
　前記第１半導体チップと前記第２半導体チップは、前記第１多層配線層と前記第２多層
配線層が互いに対向する向きに互いに重ねられており、
　平面視において前記第１インダクタと前記第２インダクタが重なっており、
　前記第１半導体チップ及び前記第２半導体チップは、それぞれ互いに対向していない非
対向領域を有しており、
　前記第１多層配線層は、前記非対向領域に第１外部接続端子を有しており、
　前記第２多層配線層は、前記非対向領域に第２外部接続端子を有しており、
　ダイパッド、第１リード、及び第２リードを有するリードフレームを有しており、
　前記第１半導体チップは前記ダイパッドに搭載されており、
　前記第１リードは、第１ボンディングワイヤを介して前記第１外部接続端子に接続して
おり、前記第２リードは、第２ボンディングワイヤを介して前記第２外部接続端子に接続
しており、
　前記第１半導体チップ及び前記第２半導体チップが積層されている方向において、前記
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第１リード及び前記第２リードは、いずれも、前記第１半導体チップ側に位置する第１面
と、前記第２半導体チップ側に位置する第２面とを有しており、
　前記第１ボンディングワイヤは前記第１リードの前記第２面に接続しており、
　前記第２ボンディングワイヤは前記第２リードの前記第１面に接続しており、
　前記ダイパッド、前記第１リード、及び前記第２リードは、一枚のリードフレーム材か
ら構成されており、
　前記ダイパッド、前記第１リードの一部、前記第２リードの一部、前記第１半導体チッ
プ、前記第２半導体チップ、前記第１ボンディングワイヤ、および前記第２ボンディング
ワイヤは、封止樹脂によって封止されている半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１多層配線層は、平面視において前記第２半導体チップと重なる領域には、前記
第１インダクタに接続する配線以外の配線を有していない半導体装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体装置において、
　前記第２多層配線層は、平面視において前記第１半導体チップと重なる領域には、前記
第２インダクタに接続する配線以外の配線を有していない半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一つに記載の半導体装置において、
　前記第１半導体チップと前記第２半導体チップを互いに固定する絶縁性の接着層をさら
に備える半導体装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記第２半導体チップの基板側に設けられ、平面視において前記第２半導体チップを覆
っている保護層を備える半導体装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一つに記載の半導体装置において、
　前記第１半導体チップは、前記第１多層配線層上に位置する第１ポリイミド層を有して
おり、
　前記第２半導体チップは、前記第２多層配線層上に位置する第２ポリイミド層を有して
いる半導体装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置において、
　前記第１半導体チップは、前記第１多層配線層と前記第１ポリイミド層の間に第１保護
絶縁膜を有しており、
　前記第２半導体チップは、前記第２多層配線層と前記第２ポリイミド層の間に第２保護
絶縁膜を有している半導体装置。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の半導体装置において、
　前記第１ポリイミド層は、前記第１インダクタの上方に位置する領域には形成されてお
らず、
　前記第２ポリイミド層は、前記第２インダクタの上方に位置する領域には形成されてい
ない半導体装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一つに記載の半導体装置において、
　前記第１半導体チップは、第１の辺の近傍に前記第１外部接続端子を有しており、
　前記第２半導体チップは、平面視において前記第１の辺とは反対側に位置する第２の辺
の近傍に前記第２外部接続端子を有している半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一つに記載の半導体装置において、
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　前記第１インダクタ及び前記第２インダクタの直径をＤ、前記第１インダクタから前記
第２インダクタまでの距離をｘとしたときに、ｘ≦Ｄである半導体装置。
【請求項１１】
　第１多層配線層、前記第１多層配線層に形成された第１インダクタ、及び前記第１多層
配線層に形成された第１外部接続端子を有する第１半導体チップを、第１リードフレーム
のダイパッドにフェイスアップ実装する工程と、
　第２多層配線層、前記第２多層配線層に形成された第２インダクタ、及び前記第２多層
配線層に形成された第２外部接続端子を有する第２半導体チップを、前記第１半導体チッ
プ上に、前記第１多層配線層と前記第２多層配線層が互いに対向する向きに互いに重ね、
前記第１インダクタと前記第２インダクタとを重ねる工程と、
を備え、
　前記第１半導体チップと前記第２半導体チップとを互いに重ねる工程において、
　前記第１半導体チップ及び前記第２半導体チップそれぞれに、互いに対向していない領
域を設け、かつ前記第１外部接続端子及び前記第２外部接続端子を当該領域に位置させ、
　前記第１リードフレームは、第１リード及び第２リードを備えており、
　さらに、前記第２半導体チップを前記第１半導体チップ上に重ねる工程の後に、前記第
１リードと前記第１外部接続端子とを第１ボンディングワイヤで接続し、かつ前記第２リ
ードと前記第２外部接続端子とを第２ボンディングワイヤで接続する工程と、
　前記ダイパッド、前記第１リードの一部、前記第２リードの一部、前記第１半導体チッ
プ、前記第２半導体チップ、前記第１ボンディングワイヤ、および前記第２ボンディング
ワイヤを、封止樹脂によって封止する工程と、
を備え、
　前記第１半導体チップ及び前記第２半導体チップが積層されている方向において、前記
第１リード及び前記第２リードは、いずれも、前記第１半導体チップ側に位置する第１面
と、前記第２半導体チップ側に位置する第２面とを有しており、
　前記第１ボンディングワイヤを前記第１リードの前記第２面に接続し、かつ前記第２ボ
ンディングワイヤを前記第２リードの前記第１面に接続する半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１半導体チップと第２半導体チップとの間の信号伝達をインダクタの誘導
結合を用いて行う半導体装置、半導体装置の製造方法、及びリードフレームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　２つの半導体チップの間で信号を非接触で伝達する場合、フォトカプラを用いることが
多い（例えば特許文献１）。しかしフォトカプラは発光素子と受光素子を有しているため
、小型化が難しい。また、電気信号の周波数が高い場合には電気信号に追従できなくなる
。
【０００３】
　これに対して近年は、例えば特許文献２及び特許文献３に記載されているように、２つ
の半導体チップの間にインダクタを設け、これら２つのインダクタの間で信号を送受信す
ることにより、２つの半導体チップの間で信号を非接触で伝達する技術が開発されている
。
【０００４】
　特許文献２に記載の技術は、第１のインダクタを有する第１の半導体基板上に第２のイ
ンダクタを有する第２の半導体基板を重ねた絶縁トランスを、第１の半導体チップと第２
の半導体チップの間に設けるものである。この絶縁トランスにおいて、第１の半導体基板
と第２の半導体基板は表面同士が対向する向きに重ねられている。そして一方の半導体基
板には、インダクタに接続する配線を裏面側に引き出す貫通孔が形成されている。
【０００５】
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　特許文献３に記載の技術では、第１のインダクタを第１の半導体チップの配線層に形成
し、第２のインダクタを第２の半導体チップの配線層に形成し、第１の半導体チップと第
２の半導体チップとを、インダクタ同士が互いに対向するように重ねている。
【０００６】
　また特許文献４には、第１のインダクタを有する第１の半導体チップと、第２のインダ
クタを有する第２の半導体チップとをそれぞれ別のリードフレームに搭載し、これら２つ
の半導体チップを、隙間を設けて対向させることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１８６２９７号公報
【特許文献２】特開２００９－４９０３５号公報
【特許文献３】特開２００７－１６５４５９号公報
【特許文献４】特開２００７－１２３６５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　インダクタ同士の結合係数を高めるためには、特許文献２及び３に記載されているよう
にインダクタの間に半導体基板が位置しないように、配線層同士が互いに対向する向きに
半導体チップや半導体基板を重ねるのが好ましい。しかしこのようにすると、半導体装置
の外部接続端子を基板の裏面に設ける必要が出てくる。この場合、例えば特許文献１に記
載されているように半導体基板にスルーホールを設ける必要があった。半導体基板にスル
ーホールを設けると、半導体装置の製造コストが高くなってしまう。
【０００９】
　また特許文献４に記載の技術では、リードフレームと半導体チップとをワイヤーで接続
するために、２つの半導体チップの間隔を広げる必要があった。この場合、インダクタ同
士の結合係数が低くなる。
【００１０】
　このように、半導体装置の製造コストを低く抑えつつ、インダクタ同士の結合係数を高
くすることは難しかった。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、第１多層配線層と、前記第１多層配線層に形成された第１インダクタ
とを有する第１半導体チップと、
　第２多層配線層と、前記第２多層配線層に形成された第２インダクタとを有する第２半
導体チップと、
を備え、
　前記第１半導体チップと前記第２半導体チップは、前記第１多層配線層と前記第２多層
配線層が互いに対向する向きに互いに重ねられており、
　平面視において前記第１インダクタと前記第２インダクタが重なっており、
　前記第１半導体チップ及び前記第２半導体チップは、それぞれ互いに対向していない非
対向領域を有しており、
　前記第１多層配線層は、前記非対向領域に第１外部接続端子を有しており、
　前記第２多層配線層は、前記非対向領域に第２外部接続端子を有している半導体装置が
提供される。
【００１２】
　本発明によれば、第１半導体チップ及び第２半導体チップは、それぞれ互いに対向して
いない非対向領域を有している。そして第１多層配線層は非対向領域に第１外部接続端子
を有しており、第２多層配線層は非対向領域に第２外部接続端子を有している。このため
、第１半導体チップと第２半導体チップとを重ねることができ、第１インダクタと第２イ
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ンダクタの結合係数を高くすることができる。また第１半導体チップ及び第２半導体チッ
プにおいて、基板の裏面側に外部接続端子を設ける必要がない。このため、第１半導体チ
ップの基板及び第２半導体チップの基板の何れにもスルーホールを形成する必要がなく、
半導体装置の製造コストが高くなることを抑制できる。
【００１３】
　本発明によれば、第１多層配線層、前記第１多層配線層に形成された第１インダクタ、
及び前記第１多層配線層に形成された第１外部接続端子を有する第１半導体チップを、第
１リードフレームのダイパッドにフェイスアップ実装する工程と、
　第２多層配線層、前記第２多層配線層に形成された第２インダクタ、及び前記第２多層
配線層に形成された第２外部接続端子を有する第２半導体チップを、前記第１半導体チッ
プ上に、前記第１多層配線層と前記第２多層配線層が互いに対向する向きに互いに重ねる
工程と、
を備え、
　前記第１半導体チップと前記第２半導体チップとを互いに重ねる工程において、
　前記第１半導体チップ及び前記第２半導体チップそれぞれに、互いに対向していない領
域を設け、かつ前記第１外部接続端子及び前記第２外部接続端子を当該領域に位置させる
半導体装置の製造方法が提供される。
【００１４】
　本発明によれば、ダイパッドと、
　前記ダイパッドの一辺の近くから外側に向かって延伸している第１リードと、
　前記ダイパッドの前記一辺とは異なる辺の近くから外側に向かって延伸している第２リ
ードと、
を備え、
　前記第１リードの先端から前記ダイパッドまでの距離は、前記第２リードの先端から前
記ダイパッドまでの距離とは異なるリードフレームが提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、第１半導体チップと第２半導体チップとの間の信号伝達をインダクタ
の誘導結合を用いて行う半導体装置において、インダクタの結合係数を高くしつつ、半導
体装置の製造コストが高くなることを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２】図１に示した半導体装置の平面図である。
【図３】図１に示した半導体装置の等価回路図である。
【図４】図１に示した半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図５】図１に示した半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図６】図１に示した半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図７】第２の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図８】図７に示した半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図９】図７に示した半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図１０】第３の実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図１１】第４の実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図１２】第５の実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図１３】第６の実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図１４】第７の実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図１５】第８の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１６】第８の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１７】第８の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１８】第９の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
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【図１９】第９の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２０】第９の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２１】第１０の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２２】第１１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２３】第１２の実施形態に係る半導体装置の構成を示す平面図である。
【図２４】比較例に係る半導体装置の構成を示す平面図である。
【図２５】第１３の実施形態に係る半導体装置の構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１８】
　図１は、第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。この半導体装置
は、第１半導体チップ１００及び第２半導体チップ２００を有している。第１半導体チッ
プ１００は第１多層配線層１１０及び第１インダクタ１３０を有している。第１インダク
タ１３０は第１多層配線層１１０に形成されている。第２半導体チップ２００は第２多層
配線層２１０及び第２インダクタ２３０を有している。第２インダクタ２３０は第２多層
配線層２１０に形成されている。第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２００は、
第１多層配線層１１０と第２多層配線層２１０が互いに対向する向きに重ねられている。
また平面視において第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０は重なっている。そし
て第１半導体チップ１００及び第２半導体チップ２００は、それぞれ互いに対向していな
い非対向領域を有している。第１多層配線層１１０は、非対向領域に第１外部接続端子１
４０を有しており、第２多層配線層２１０は、非対向領域に第２外部接続端子２４０を有
している。第１外部接続端子１４０及び第２外部接続端子２４０は、例えば最上層の配線
層に形成されている電極パッドである。また本実施形態において第１インダクタ１３０及
び第２インダクタ２３０は最上層の配線層に形成されている。
【００１９】
　本実施形態において第１半導体チップ１００に入力される電気信号の電位と、第２半導
体チップ２００に入力される電気信号の電位は、電気信号の振幅（０を示す電位と１を示
す電位の差）が互いに異なる場合、電気信号の基準電位（０を示す電位）が異なる場合、
及び電気信号の振幅が互いに異なり、かつ電気信号の基準電位が異なる場合などがある。
例えば第１半導体チップ１００に入力される電気信号の振幅が５Ｖ、基準電位が０Ｖであ
り、第１半導体チップ２００に入力される電気信号の振幅が５Ｖ、基準電位が１００Ｖと
なる場合がある。
【００２０】
　第１半導体チップ１００の第１多層配線層１１０は、平面視において第２半導体チップ
２００と重なる領域には、第１インダクタ１３０に接続する配線以外の配線を有していな
い。第１半導体チップ１００において回路を形成するための配線１２０は、平面視におい
て第２半導体チップ２００に対向していない非対向領域に形成されている。
【００２１】
　また第２半導体チップ２００の第２多層配線層２１０は、平面視において第１半導体チ
ップ１００と重なる領域には、第２インダクタ２３０に接続する配線以外の配線を有して
いない。第２半導体チップ２００において回路を形成するための配線２２０は、平面視に
おいて第１半導体チップ１００に対向していない非対向領域に形成されている。
【００２２】
　そして第１インダクタ１３０及び第２インダクタ２３０の直径をＤ、第１インダクタ１
３０から第２インダクタ２３０までの距離をｘとしたときに、ｘ≦Ｄであることが望まし
い。例えばｘ＝２０μｍであり、Ｄ＝２００μｍである。
【００２３】
　第１半導体チップ１００は第１リードフレーム３００のダイパッド３０２に実装されて
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おり、第２半導体チップ２００は第２リードフレーム３２０のダイパッド３２２に実装さ
れている。第１リードフレーム３００と第２リードフレーム３２０は、互いに異なる方向
（例えば１８０°逆の方向）に延伸している。そして第１リードフレーム３００と第１外
部接続端子１４０は第１ボンディングワイヤ３１０で接続されており、第２リードフレー
ム３２０と第２外部接続端子２４０は第２ボンディングワイヤ３１２で接続されている。
第１半導体チップ１００、第２半導体チップ２００、第１リードフレーム３００のダイパ
ッド３０２及びインナーリード、第２リードフレーム３２０のダイパッド３２２及びイン
ナーリード、並びにボンディングワイヤ３１０，３１２は、封止樹脂３４０で封止されて
いる。第１リードフレーム３００の底面を基準にした場合、第１リードフレーム３００の
リードと第２リードフレーム３２０のリードの高さは、互いに等しい。また本図において
は、第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２００の厚さが互いに等しいため、第１
リードフレーム３００のリードと第２リードフレーム３２０のリードは、高さ方向の中心
位置が第１半導体チップ１００の表面と同じ高さに位置している。ただし第１半導体チッ
プ１００と第２半導体チップ２００の高さ又は面積が異なる場合や後述する図２０～図２
２に示す例などにおいては、このようにならないこともある。
【００２４】
　また第１半導体チップ１００は、第１多層配線層１１０上に位置する第１ポリイミド層
１６０を有しており、第２半導体チップ２００は、第２多層配線層２１０上に位置する第
２ポリイミド層２６０を有している。第１ポリイミド層１６０には第１外部接続端子１４
０上に位置する開口１６２を有しており、第２ポリイミド層２６０は第２外部接続端子２
４０上に位置する開口２６２を有している。
【００２５】
　図２は、図１に示した半導体装置の平面図である。図１は図２のＡ－Ａ´断面図に相当
している。第１半導体チップ１００及び第２半導体チップ２００は矩形である。第１半導
体チップ１００は、第１の辺１０２の近傍に第１外部接続端子１４０を有している。また
第２半導体チップ２００は、平面視において第１の辺１０２とは反対側に位置する第２の
辺２０２の近傍に第２外部接続端子２４０を有している。
【００２６】
　そして図１に示したボンディングワイヤ３１０，３１２は、第１の辺１０２及び第２の
辺２０２と交差する方向（例えば斜めに交差する方向）に延伸している。また平面視にお
いて第１半導体チップ１００及び第２半導体チップ２００は、第１の辺１０２と交差する
方向に互いにずれている。
【００２７】
　なお、第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２００が重なっている領域の面積Ｓ

ｃは、第１半導体チップ１００のうち第２半導体チップ２００と重なっていない領域の面
積より小さく、かつ第２半導体チップ２００のうち第１半導体チップ１００と重なってい
ない領域の面積より小さいのが好ましい。この場合、面積Ｓｃが第１半導体チップ１００
の面積の半分未満、かつ第２半導体チップ２００の面積の半分未満になるため、絶縁信頼
性が高くなる。
【００２８】
　図３は、図１に示した半導体装置の等価回路図である。この図において、図１に示した
半導体装置は送信回路４００及び受信側回路４２０を有している。送信回路４００は第１
半導体チップ１００及び第２半導体チップ２００の一方に形成されており、受信側回路４
２０は第１半導体チップ１００及び第２半導体チップ２００の他方に形成されている。送
信回路４００は、デジタル信号を送信用の信号に変調する変調処理部４０２と、変調され
た信号を第１インダクタ１３０又は第２インダクタ２３０に出力する送信側ドライバ回路
４０４（例えばゲートドライバ）を含んでいる。受信側回路４２０は、第２インダクタ２
１０又は第１インダクタ１３０に接続されている受信回路４２２、及び受信側ドライバ回
路４２４（例えばゲートドライバ）を含んでいる。受信回路４２２は、変調された信号を
デジタル信号に復調する。受信回路４２２で復調されたデジタル信号は、受信側ドライバ



(8) JP 5646830 B2 2014.12.24

10

20

30

40

50

回路４２４に出力される。なお送信回路４００及び受信側回路４２０には、基板に形成さ
れたトランジスタが含まれている。
【００２９】
　上記したように、送信回路４００及び受信側回路４２０は、入力される電気信号の電位
が互いに異なるが、第１インダクタ１３０及び第２インダクタ２３０は誘導結合を用いて
電気信号を送受信するため、送信回路４００及び受信側回路４２０に問題は生じない。
【００３０】
　次に、図４及び図５の断面図を用いて、図１に示した半導体装置の製造方法を説明する
。まず図４に示すように、第１半導体チップ１００及び第２半導体チップ２００を準備す
る。そして第１半導体チップ１００を第１リードフレーム３００のダイパッド３０２に銀
ペーストなどを用いて固定し、第２半導体チップ２００を第２リードフレーム３２０のダ
イパッド３２２に銀ペーストなどを用いて固定する。次いで、第１半導体チップ１００と
第１リードフレーム３００をボンディングワイヤ３１０で互いに接続し、第２半導体チッ
プ２００と第２リードフレーム３２０をボンディングワイヤ３１２で互いに接続する。こ
のようにして第１半導体チップ１００は第１リードフレーム３００にフェイスアップ実装
され、第２半導体チップ２００は第２リードフレーム３２０にフェイスアップ実装される
。
【００３１】
　その後、第１リードフレーム３００とボンディングワイヤ３１０の接合部分、第１半導
体チップ１００の外部接続端子１４０とボンディングワイヤ３１０の接合部分、及び第２
半導体チップ２００の外部接続端子２４０とボンディングワイヤ３１２の接合部分の少な
くとも一箇所に、樹脂をポッティングしてこれら接合部分を固定しても良い。このように
すると、後述する重ね合わせ工程や封止工程において、ボンディングワイヤ３１０，３１
２が外れたり変形することを抑制できる。なお、ポッティングした樹脂が平面視において
第１半導体チップ１００及び第２半導体チップ２００が重なる領域にかからないようにす
るのが好ましい。
【００３２】
　次いで図５に示すように、封入金型（図示せず）の下型の上に、第１半導体チップ１０
０を実装した第１リードフレーム３００を搭載する。次いで第２半導体チップ２００を実
装した第２リードフレーム３２０を、第１多層配線層１１０と第２多層配線層２１０が互
いに対向する向きに第１半導体チップ１００上に搭載する。このとき、第１半導体チップ
１００及び第２半導体チップ２００それぞれに、互いに対向していない非対向領域を設け
、かつ第１外部接続端子１４０及び第２外部接続端子２４０をこの非対向領域に位置させ
る。この状態において、第１リードフレーム３００の底面を基準にした場合、第１リード
フレーム３００のリードと第２リードフレーム３２０のリードの高さは、互いに等しい。
【００３３】
　その後、封入金型の上型を下型の上に載せる。そして封入金型内に流体状の封止樹脂３
４０を流し込み、その後封止樹脂３４０を熱硬化させる。そして封入金型から図１に示し
た半導体装置を外す。その後、第１リードフレーム３００のリードと第２リードフレーム
３２０のリードを、所定の長さに切断し、また所定の形状に成型する。この工程は、金型
を用いて行われる。リードの切断及び成型が行なわれた後の状態において、第１リードフ
レーム３００及び第２リードフレーム３２０は、互いに絶縁した状態になる。
【００３４】
　次に、本実施形態の作用及び効果について説明する。本実施形態によれば、第１半導体
チップ１００及び第２半導体チップ２００は、それぞれ互いに対向していない非対向領域
を有している。そして第１多層配線層１１０は非対向領域に第１外部接続端子１４０を有
しており、第２多層配線層２１０は非対向領域に第２外部接続端子２４０を有している。
このため、第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２００とを重ねることができ、第
１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０の結合係数を高くすることができる。また、
第１半導体チップ１００の基板の裏面側に外部接続端子を設ける必要がなく、かつ第２半
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導体チップ２００の裏面側に外部接続端子を設ける必要がない。従って、第１半導体チッ
プ１００の基板及び第２半導体チップ２００の基板の何れにもスルーホールを形成する必
要がなく、半導体装置の製造コストが高くなることを抑制できる。
【００３５】
　また、第１半導体チップ１００の第１多層配線層１１０は、平面視において第２半導体
チップ２００と重なる領域には、第１インダクタ１３０に接続する配線以外の配線を有し
ていない。従って、第１インダクタ１３０及び第２インダクタ２３０の間で信号を送受信
するときに、第１多層配線層１１０に含まれる配線を伝播する信号から発生した磁気がノ
イズとなることを抑制できる。本実施形態では、第２半導体チップ２００の第２多層配線
層２１０も、平面視において第１半導体チップ１００と重なる領域には、第２インダクタ
２３０に接続する配線以外の配線を有していない。従って、第１インダクタ１３０及び第
２インダクタの間で信号を送受信するときに、第２多層配線層２１０に含まれる配線を伝
播する信号から発生した磁気がノイズとなることを抑制できる。
【００３６】
　また本実施形態において第１リードフレーム３００及び第２リードフレーム３２０は互
いに異なる方向に延伸している。従って、第１リードフレーム３００と第２リードフレー
ム３２０が同じ方向に延伸している場合と比較して、第１リードフレーム３００と第２リ
ードフレーム３２０の距離を離すことができ、これらの間の絶縁信頼性を高くすることが
できる。
【００３７】
　また第１半導体チップ１００は第１ポリイミド層１６０を有しており、第２半導体チッ
プ２００は第２ポリイミド層２６０を有している。このため、第１半導体チップ１００に
入力される電気信号の電位と、第２半導体チップ２００に入力される電気信号の電位が大
きく異なっていても、第１リードフレーム３００及び第２リードフレーム３２０の耐圧を
確保できる。
【００３８】
　また本実施形態において、第１半導体チップ１００は、第１の辺１０２の近傍に第１外
部接続端子１４０を有しており、第２半導体チップ２００は、第２の辺２０２の近傍に第
２外部接続端子２４０を有している。第２の辺２０２は、平面視において第１の辺１０２
とは反対側に位置している。このため、ボンディングワイヤ３１０，３１２が互いに干渉
することを抑制できる。
【００３９】
　また、第１インダクタ１３０及び第２インダクタ２３０の直径をＤ、第１インダクタ１
３０から第２インダクタ２３０までの距離をｘとしたときに、ｘ≦Ｄであることが望まし
い。このようにした場合、第１インダクタ１３０及び第２インダクタ２３０の誘導結合の
結合係数を高くして、第１インダクタ１３０及び第２インダクタ２３０の間の信号の送受
信において伝達エラーが発生することを抑制できる。
【００４０】
　なお本実施形態において、図６に示すように、第１リードフレーム３００と第２リード
フレーム３２０の高さは互いに異なっていても良い。このようにすると、半導体装置の側
面における第１リードフレーム３００のリード部分と第２リードフレーム３２０のリード
部分との距離を大きくすることができ、かつ封止樹脂３４０との界面におけるこれら２つ
のリード部分の距離を大きくすることができる。これらの距離を大きくすることにより、
２つのリード部分の間で絶縁破壊が生じることを抑制できる。
【００４１】
　図７は、第２の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図であり、第１の実施形態
における図１に相当している。この半導体装置は、第１半導体チップ１００と第２半導体
チップ２００が絶縁性の接着層５００によって互いに固定されている点を除いて、第１の
実施形態に係る半導体装置と同様の構成である。
【００４２】
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　接着層５００は、例えばＤＡＦ（Die Attach Film）などのフィルム状の絶縁接着シー
トである。接着層５００の厚さは、例えば１０μｍ以上１００μｍ以下である。接着層５
００として絶縁接着シートを用いる場合、この絶縁シートは、熱硬化性であっても良いし
、熱可塑性であってもよい。接着層５００は、熱硬化型である場合、例えばエポキシ系の
樹脂、アクリル系の樹脂、又はこれらを混合した樹脂を主成分としている。
【００４３】
　接着層５００は、平面視において、少なくとも第１インダクタ１３０及び第２インダク
タ２３０が対向している領域に設けられている。図７に示す例において、接着層５００は
第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２００のうち互いに対向している領域のみに
設けられている。ただし図８に示すように、接着層５００は第１半導体チップ１００及び
第２半導体チップ２００の一方（例えば第１半導体チップ１００）において、他方に対向
している領域の周囲にも設けられても良い。また図９に示すように、接着層５００は、第
１半導体チップ１００及び第２半導体チップ２００の双方において、他方に対向している
領域の周囲にも設けられても良い。
【００４４】
　本実施形態に係る半導体装置の製造方法は、第２リードフレーム３２０に実装された第
２半導体チップ２００を第１半導体チップ１００上に搭載する前に、接着層５００を第１
半導体チップ１００上及び第２半導体チップ２００上の少なくとも一方に設ける点を除い
て、第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法と同様である。そして本実施形態では、
第２半導体チップ２００を第１半導体チップ１００に重ねるときに、接着層５００によっ
て第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２００が互いにに固定される。
【００４５】
　本実施形態によっても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、封止
樹脂３４０を金型に流し込む前に第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２００を互
いに固定しているため、封止樹脂３４０を金型に流し込むときに第１半導体チップ１００
と第２半導体チップ２００の位置が互いにずれることを抑制できる。
【００４６】
　また接着層５００が絶縁接着シートにより形成されている場合、この絶縁接着シートの
厚さを変えることにより、第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０の距離を精度よ
く所望の値に制御することができる。そして第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３
０の距離のバラツキを抑制できるため、第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０の
結合係数がばらつくことを抑制できる。
【００４７】
　また接着層５００を設けない場合、封止樹脂３４０が第１半導体チップ１００と第２半
導体チップ２００の間に入り込むことがある。封止樹脂３４０にはシリカなどのフィラー
が導入されていることがほとんどである。そして第１インダクタ１３０と第２インダクタ
２３０の間に入り込んだフィラーの量の大小によって、第１インダクタ１３０と第２イン
ダクタ２３０の結合係数が変化してしまう。これに対して接着層５００が絶縁接着シート
で形成されている場合、第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０の間に封止樹脂３
４０が入り込むことを防止できる。従って、第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３
０の結合係数がばらつくことを抑制できる。
【００４８】
　また図８及び図９に示すように、接着層５００が設けられている領域を第１半導体チッ
プ１００と第２半導体チップ２００が互いに対向している領域より大きくすると、第１半
導体チップ１００や第２半導体チップ２００と封止樹脂３４０の間に微小な剥離が生じて
も、この剥離の伝播経路の延長上に接着層５００を位置させることができるため、剥離が
拡大することを抑制できる。
【００４９】
　図１０は、第３の実施形態に係る半導体装置の平面図である。本図は第１の実施形態に
おける図２に相当している。本実施形態に係る半導体装置は、第１半導体チップ１００と
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第２半導体チップ２００が双方向通信を行う点を除いて、第１又は第２の実施形態に係る
半導体装置と同様である。
【００５０】
　すなわち本実施形態において、第１半導体チップ１００は第１インダクタ１３０を２つ
有しており、第２半導体チップ２００は第２インダクタ２３０を２つ有している。また第
１半導体チップ１００は、図３に示した送信回路４００及び受信側回路４２０を有してお
り、第２半導体チップ２００も図３に示した送信回路４００及び受信側回路４２０を有し
ている。第１半導体チップ１００の２つの第１インダクタ１３０の一方は送信回路４００
に接続しており、他方は受信側回路４２０に接続している。また第２半導体チップ２００
の２つの第２インダクタ２３０の一方は送信回路４００に接続しており、他方は受信側回
路４２０に接続している。
【００５１】
　そして送信回路４００に接続している第１インダクタ１３０は、平面視で受信側回路４
２０と接続している第２インダクタ２３０と重なっている。また受信側回路４２０に接続
している第１インダクタ１３０は、平面視で送信回路４００と接続している第２インダク
タ２３０と重なっている。
【００５２】
　本実施形態によっても、第１又は第２の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５３】
　図１１は、第４の実施形態に係る半導体装置の平面図であり、第３の実施形態における
図１０に相当している。本実施形態に係る半導体装置は、第１半導体チップ１００と第２
半導体チップ２００が平面視で斜めにずれている点を除いて、第３の実施形態に係る半導
体装置と同様の構成である。
【００５４】
　本実施形態によっても第１又は第２の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５５】
　図１２は、第５の実施形態に係る半導体装置の断面図であり、第１の実施形態における
図１に相当している。本実施形態に係る半導体装置は、第１インダクタ１３０が第１多層
配線層１１０の最上層以外の配線層に形成されている点、及び第２インダクタ２３０が第
２多層配線層２１０の最上層以外の配線層に形成されている点を除いて、第１の実施形態
に係る半導体装置と同様の構成である。なお本図に示す例において第１インダクタ１３０
及び第２インダクタ２３０は、上から２つ目の配線層に形成されているが、さらに下の配
線層に形成されていても良い。また第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０は同じ
配線層に形成されていなくても良い。
【００５６】
　本実施形態によっても第１又は第２の実施形態と同様の効果を得ることができる。また
第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０の間の距離を広くすることができるため、
第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０の間の耐圧を高くすることができる。
【００５７】
　図１３は、第６の実施形態に係る半導体装置の断面図であり、第１の実施形態における
図１に相当している。本実施形態に係る半導体装置は、第１半導体チップ１００が第１保
護絶縁膜１７０を有しており、第２半導体チップ２００が第２保護絶縁膜２７０を有して
いる点を除いて、第１の実施形態に係る半導体装置と同様の構成である。第１保護絶縁膜
１７０及び第２保護絶縁膜２７０、は例えば酸化シリコン膜及び窒化シリコン膜の少なく
とも一方を含んでいる。第１保護絶縁膜１７０は、第１多層配線層１１０と第１ポリイミ
ド層１６０の間に設けられており、第２保護絶縁膜２７０は、第２多層配線層２１０と第
２ポリイミド層２６０の間に設けられている。
【００５８】
　本実施形態によっても第１又は第２の実施形態と同様の効果を得ることができる。また
第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０の間の距離を広くすることができるため、
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第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０の間の耐圧を高くすることができる。
【００５９】
　図１４は、第７の実施形態に係る半導体装置の断面図であり、第１の実施形態における
図１に相当している。本実施形態に係る半導体装置は、第１ポリイミド層１６０が、第１
インダクタ１３０の上方に位置する領域には形成されておらず、かつ第２ポリイミド層２
６０が、第２インダクタ２３０の上方に位置する領域には形成されていない点を除いて、
第１の実施形態にかかる半導体装置と同様の構成である。
【００６０】
　すなわち第１ポリイミド層１６０は、第１インダクタ１３０の上方に位置する開口１６
４を有しており、第２ポリイミド層２６０は、第２インダクタ２３０の上方に位置する開
口２６４を有している。開口１６４は開口１６２と同一工程で形成され、また開口２６４
は開口２６２と同一工程で形成される。
【００６１】
　本実施形態によっても第１又は第２の実施形態と同様の効果を得ることができる。また
、第１インダクタ１３０と第２インダクタ２３０の間には第１ポリイミド層１６０及び第
２ポリイミド層２６０が形成されておらず、開口となっている。従って、第１インダクタ
１３０と第２インダクタ２３０の間に生じる容量成分を少なくすることができる。
【００６２】
　なお第３～第６の実施形態において、本実施形態のように第１ポリイミド層１６０に開
口１６４を形成し、かつ第２ポリイミド層２６０に開口２６４を形成しても良い。
【００６３】
　図１５～図１７は、第８の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
この半導体装置の製造方法は、第１半導体チップ１００の上に第２半導体チップ２００を
搭載した後に、第２半導体チップ２００に第２リードフレーム３２０のダイパッド３２２
を取り付ける点を除いて、第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法と同様である。以
下、詳細に説明する。
【００６４】
　まず図１５に示すように、第１半導体チップ１００を第１リードフレーム３００のダイ
パッド３０２に銀ペーストなどを用いて固定する。
【００６５】
　次いで図１６に示すように、第１半導体チップ１００の上に第２半導体チップ２００を
搭載する。詳細には、例えば第１半導体チップ１００の表面のうち第２半導体チップ２０
０を搭載する領域に絶縁性の接着層を形成し、その後第２半導体チップ２００を第１半導
体チップ１００の表面に搭載する。
【００６６】
　このとき、第２半導体チップ２００の搭載位置は、第２半導体チップ２００の外形を直
接認識し、さらに第１リードフレーム３００のダイパッド３０２又は第１半導体チップ１
００の外形を認識することにより、定められる。
【００６７】
　なお、第１半導体チップ１００に対する第２半導体チップ２００の搭載位置を決めるに
当たり、第１半導体チップ１００の表面に、第２半導体チップ２００の搭載位置を定める
ためのパターンを設けても良い。また第２半導体チップ２００の基板の裏面に、アライメ
ントマークを設けてもよい。また第２半導体チップ２００を搭載装置のアームでつかんで
持ち上げた後、第１半導体チップ１００に搭載する前に、第２半導体チップ２００の表面
側のパターンを認識することにより第２半導体チップ２００の位置を認識しても良い。
【００６８】
　次いで図１７に示すように、第２半導体チップ２００に第２リードフレーム３２０のダ
イパッド３２２を、銀ペーストなどを用いて固定する。このとき、第２リードフレーム３
２０の搭載位置は、第１リードフレーム３００の位置を基準に定められる。例えば第２リ
ードフレーム３２０の搭載位置は、第１リードフレーム３００のインナーリードのパター
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ンやダイパッド３０２の位置に基づいて定められてもよいし、第１リードフレーム３００
の外枠に設けられた位置決め用のガイドホールに基づいて定められても良い。これにより
、第１リードフレーム３００の外部リードに対する第２リードフレーム３２０の外部リー
ドの相対位置の精度が高くなる。
【００６９】
　その後の工程は、第１の実施形態と同様である。なお、第２～第７の実施形態に係る半
導体装置を製造するときに、本実施形態に係る半導体装置の製造方法を適用しても良い。
ただし本実施形態では、第１ボンディングワイヤ３１０を設けるタイミングは、第１リー
ドフレーム３００に第１半導体チップ１００を搭載した後、封止樹脂３４０を設ける前で
あればよく、第２ボンディングワイヤ３１２を設けるタイミングは、第２半導体チップ２
００に第２リードフレーム３２０を接合した後、封止樹脂３４０を設ける前であればよい
。例えば、第１リードフレーム３００に第１半導体チップ１００を搭載し、さらに第１半
導体チップ１００に第２半導体チップ２００を搭載した後に、まず第１ボンディングワイ
ヤ３１０を設ける。その後、第１リードフレーム３００、第１半導体チップ１００、及び
第２半導体チップ２００の積層体の上下を入れ替えてから、第２ボンディングワイヤ３１
２を設ける。
【００７０】
　本実施形態によっても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。また第２半
導体チップ２００の外形を直接認識することによって、第１半導体チップ１００と第２半
導体チップ２００の相対位置を定めることができる。従って、第１半導体チップ１００と
第２半導体チップ２００の相対位置の精度を高くすることができる。特に第１半導体チッ
プ１００と第２位半導体チップ２００の外形認識により第１半導体チップ１００と第２半
導体チップ２００の相対位置を定めると、第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２
００の相対位置の精度は特に高くなる。このため、第１インダクタ１３０と第２インダク
タ２３０を精度よく重ねることができる。
【００７１】
　また、第１半導体チップ１００に第２半導体チップ２００を搭載した後、第２半導体チ
ップ２００に第２リードフレーム３２０を取り付けているため、第１リードフレーム３０
０と第２リードフレーム３２０の相対位置の精度を高くすることができる。すなわち、第
１リードフレーム３００に対する第２リードフレーム３２０の取り付け位置、及び第１リ
ードフレーム３００と第２リードフレーム３２０の相対位置の何れも高精度にすることが
できる。
【００７２】
　なお本実施形態においては、第２リードフレーム３２０はダイパッド３２２を有してい
なくても良い。この場合、第２リードフレーム３２０は、例えば外枠部分が第１リードフ
レーム３００の外枠部分に接合されているようにすることで、第２ボンディングワイヤ３
１２を取り付ける前は第１リードフレーム３００によって支持される。そして第２ボンデ
ィングワイヤ３１２を取り付けた後に第１ボンディングワイヤ３１０を取り付けるのが好
ましい。なお、第２リードフレーム３２０にダイパッド３２２を設けない場合、第１ボン
ディングワイヤ３１０を取り付けるときに、第１ボンディングワイヤ３１０を取り付ける
ためのツール（キャピラリ）が第２リードフレーム３２０と干渉しにくくなる。また第２
リードフレーム３２０と第１リードフレーム３００の距離も離すことができるため、これ
らの間の絶縁信頼性を高くすることができる。
【００７３】
　また本実施形態に係る製造方法においては、第１リードフレーム３００及び第２リード
フレーム３２０の少なくとも一方を配線基板として、第１半導体チップ１００及び第２半
導体チップ２００の少なくとも一方をフリップチップ実装にしてもよい。この場合、第１
半導体チップ１００の多層配線層１１０と第２半導体チップ２００の裏面が互いに対向す
る向きに第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２００を互いに固定しても良い。ま
た、第１半導体チップ１００の裏面と第２半導体チップの多層配線層２１０を互いに固定
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しても良い。また、第１半導体チップ１００の裏面と第２半導体チップ２００の裏面が互
いに対向してもよい。
【００７４】
　図１８～図２０は、第９の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
この半導体装置の製造方法は、第１半導体チップ１００と第２半導体チップ２００の双方
を第１リードフレーム３００に接続する点を除いて、第８の実施形態に係る半導体装置の
製造方法と同様である。本実施形態において、第１半導体チップ１００は第２半導体チッ
プ２００より発熱量が多い。以下、詳細に説明する。
【００７５】
　まず図１８に示すように、第１半導体チップ１００を第１リードフレーム３００のダイ
パッド３０２に銀ペーストなどを用いて固定する。第１リードフレーム３００は、第１半
導体チップ１００に接続するリード３０６のほかに、第２半導体チップ２００に接続する
リード３０８を有している。そして第１リードフレーム３００は、リード３０６，３０８
を有している。リード３０６は、ダイパッド３０２の一辺の近くから外側に向かって延伸
している。リード３０８は、ダイパッド３０２の上記した一辺とは異なる辺の近くから外
側に向かって延伸している。本実施形態においてリード３０６，３０８は、ダイパッド３
０２を介して互いに対向する位置に設けられている。リード３０６のインナーリード部分
の先端からダイパッド３０２までの距離は、リード３０８のインナーリード部分の先端か
らダイパッド３０２までの距離より狭い。
【００７６】
　次いで図１９に示すように、第１半導体チップ１００に第２半導体チップ２００を搭載
する。第２半導体チップ２００の搭載方法は、第８の実施形態と同様である。
【００７７】
　次いで図２０に示すように、第１半導体チップ１００とリード３０６を第１ボンディン
グワイヤ３１０で互いに接続し、第２半導体チップ２００とリード３０８を第２ボンディ
ングワイヤ３１２で互いに接続する。その後の工程は、第１の実施形態で説明した通りで
ある。なおリード３０６，３０８は、第１半導体チップ１００側に曲げられている。
【００７８】
　本実施形態によっても、第８の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、ボン
ディングワイヤ３１２を取り付けるときに、ダイパッド３２２の厚さ分、ボンディングワ
イヤ３１２がボンディング装置のステージと干渉しにくくなる。
【００７９】
　図２１は、第１０の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。この半導体
装置は、第２半導体チップ２００の基板の裏面に保護層２５０を設けた点を除いて、第９
の実施形態に係る半導体装置と同様の構成である。保護層２５０は、平面視において第２
半導体チップ２００より大きく、第２半導体チップ２００の全面を覆っている。
【００８０】
　保護層２５０は、例えば放熱板であるが、放熱板ではなくても良い。保護層２５０は、
例えばダイパッド３０２より厚い。保護層２５０は、ボンディングワイヤ３１０と干渉し
ない程度に大面積化するのが好ましい。保護層２５０は、第１半導体チップ１００に第２
半導体チップ２００を搭載した後、封止樹脂３４０が形成される前に第２半導体チップ２
００に取り付けられる。
【００８１】
　本実施形態によっても、第９の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、第２
半導体チップ２００に欠けが生じることを抑制できる。また、保護層２５０をダイパッド
３０２より厚くすると、ボンディングワイヤ３１０を設けるときの作業スペースを確保す
ることができる。また保護層２５０を放熱板とすると、第２半導体チップ２００で生じた
熱を効率よく放熱することができる。
【００８２】
　図２２は、第１１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。この半導体
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装置は、リード３０６，３０８が第２半導体チップ２００側に曲げられている点を除いて
、第９の実施形態にかかる半導体装置と同様の構成である。
【００８３】
　本実施形態によっても、第９の実施形態と同様の効果を得ることができる。また図２２
に示した半導体装置をマザーボード等に実装すると、第１半導体チップ１００側が上を向
く。このため、第１半導体チップ１００側にヒートシンクを実装することが可能となる。
これにより、第１半導体チップ１００からの発熱を効率よく放熱することができる。なお
、第１０の実施形態に係る半導体装置において、本実施形態のようにリード３０６，３０
８を第２半導体チップ２００側に曲げてもよい。
【００８４】
　図２３は、第１２の実施形態に係る半導体装置の構成を説明するための平面図である。
この半導体装置は、第１リードフレーム３００の吊りリード３０４を、ダイパッド３０２
のうち第２半導体チップ２００とは反対側の２つの角にのみ設けており、第２半導体チッ
プ２００側の２つの角には吊りリードを設けていない。なお、吊りリードの構成以外の構
成は、第１～第１１の実施形態のいずれかと同様である。
【００８５】
　図２４は、比較例に係る半導体装置の平面図である。この半導体装置は、一般的なリー
ドフレームと同様に、第１リードフレーム３００の吊りリード３０４を、ダイパッド３０
２の４つの角に設けている。
【００８６】
　図２４のようにすると、吊りリード３０４と第２リードフレーム３２０のリード３０８
とが近接する。第１半導体チップ１００に入力される電気信号の電位と、と第２半導体チ
ップ２００に入力される電気信号の電位が異なるため、吊りリード３０４とリード３０８
が近接すると、実装時のフラックスやパッケージ表面の水の膜により、吊りリード３０４
とリード３０８の間でイオンマイグレーションが生じ、封止樹脂３４０による絶縁が破壊
されることがある。
【００８７】
　これに対して本実施形態では、図２３に示すように、ダイパッド３０２のうち第２半導
体チップ２００側の２つの角には吊りリードを設けていない。このため、吊りリード３０
４とリード３０８が近接しないため、吊りリード３０４とリード３０８の間でイオンマイ
グレーションが生じて封止樹脂３４０による絶縁が破壊されることが抑制される。
【００８８】
　図２５は、第１３の実施形態に係る半導体装置の構成を説明するための平面図である。
この半導体装置は、ダイパッド３０２のうち第２半導体チップ２００側の２つの角に吊り
リード３０５を設けている点を除いて、第１２の実施形態に係る半導体装置と同様である
。
【００８９】
　吊りリード３０５は、ダイパッド３０２のうち第２半導体チップ２００側の２つの角か
らボンディングワイヤ３１２及びリード３０８の何れの部分からも離れる方向に延伸して
いる。すなわちつりリード３０５とリード３０８の最短距離は、リード３０５のうちダイ
パッド３０２の角に接続している部分から、ボンディングワイヤ３１２のうち第２半導体
チップ２００に接続している部分までの距離である。
【００９０】
　本実施形態によっても、吊りリード３０５とリード３０８が近接しないため、吊りリー
ド３０４とリード３０８の間でイオンマイグレーションが生じて封止樹脂３４０による絶
縁が破壊されることが抑制される。また、吊りリード３０５を設けているため、ダイパッ
ド３０２の保持信頼性を高くすることができる。
【００９１】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。例えば、第１リードフレーム３００
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及び第２リードフレーム３２０に、Ｆｅ系やＦｅ－Ｎｉ系合金などの強磁性体からなる材
料を用いても良い。この場合、第１リードフレーム３００及び第２リードフレーム３２０
により、第１半導体チップ３００及び第２半導体チップ３２０を外部からの電磁ノイズか
らシールドすることができる。また第１リードフレーム３００及び第２リードフレーム３
２０の強度が高くなるため、例えば図２３及び図２５に示した構造、すなわち吊りリード
の位置をずらした構造においても、ダイパッドの位置ずれや変形を抑制することができる
。
【００９２】
　また第１リードフレーム３００と第２リードフレーム３２０が互いに異なる材料により
形成されていても良い。例えば相対的に電圧の振幅が大きい、又は基準電圧が高い、又は
発熱量が多い半導体チップを実装するリードフレームはＣｕ合金材料により形成し、他の
半導体チップを実装するリードフレームは変形強度や長期接続信頼性に有利なＦｅ系合金
により形成しても良い。
【００９３】
　また第１リードフレーム３００と第２リードフレーム３２０は、リード端子部分のピッ
チが互いに異なっていても良い。
【００９４】
　また図１５～図１７に示した実施形態によれば、以下の発明が開示されている。
（付記１）
　第１多層配線層、前記第１多層配線層に形成された第１インダクタ、及び前記第１多層
配線層に形成された第１外部接続端子を有する第１半導体チップの裏面を、第１リードフ
レーム又は第１配線基板に固定する工程と、
　第２多層配線層、前記第２多層配線層に形成された第２インダクタ、及び前記第２多層
配線層に形成された第２外部接続端子を有する第２半導体チップを、前記第１半導体チッ
プ上に対して位置決めしてから固定し、前記第１インダクタと前記第２インダクタを平面
視において互いに重ねる工程と、
　前記第１リードフレーム又は第１配線基板に対して第２リードフレームの位置決めを行
い、その後前記第２半導体チップに前記第２リードフレームを固定する工程と、
を備える半導体装置の製造方法。
【００９５】
　この発明によれば、第１半導体チップに対して第２半導体チップの位置を直接決めた上
で、さらに第１リードフレーム又は第１配線基板に対する第２リードフレームの位置を直
接定めることができる。従って、第１半導体チップと第２半導体チップの相対位置、及び
第１リードフレーム又は第１配線基板と第２リードフレームの相対位置の双方を、高い精
度にすることができる。
【符号の説明】
【００９６】
１００ 第１半導体チップ
１０２ 辺
１１０ 第１多層配線層
１２０ 配線
１３０ 第１インダクタ
１４０ 第１外部接続端子
１６０ 第１ポリイミド層
１６２ 開口
１６４ 開口
１７０ 第１保護絶縁膜
２００ 第２半導体チップ
２０２ 辺
２１０ 第２多層配線層
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２２０ 配線
２３０ 第２インダクタ
２４０ 第２外部接続端子
２５０ 保護層
２６０ 第２ポリイミド層
２６２ 開口
２６４ 開口
２７０ 第２保護絶縁膜
３００ 第１リードフレーム
３０２ ダイパッド
３０４　吊りリード
３０５　吊りリード
３０６　リード
３０８　リード
３１０ 第１ボンディングワイヤ
３１２ 第２ボンディングワイヤ
３２０ 第２リードフレーム
３２２ ダイパッド
３４０ 封止樹脂
４００ 送信回路
４０２ 変調処理部
４０４ 送信側ドライバ回路
４２０ 受信側回路
４２２ 受信回路
４２４ 受信側ドライバ回路
５００　接着層
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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