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(57)【要約】
【課題】半導体装置の製造において切断時に樹脂体が割
れて外観不良となることを防止することを目的とする。
【解決手段】基板１と、基板１の主面をなす実装面に実
装した半導体素子２と、基板１の主面上に半導体素子２
を覆って形成した樹脂体３とを備えるものであり、樹脂
体３の主面をなす外側表面の縁部に連続的な凹部６を有
し、連続的な凹部６よりも内側が割れることを抑制する
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板の主面をなす実装面に実装した半導体素子と、前記基板の前記主面上
に前記半導体素子を覆って形成した樹脂体とを備え、前記樹脂体の主面をなす外側表面の
縁部に連続的な凹部を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　基板と、前記基板の主面をなす実装面に実装した半導体素子と、前記基板の前記主面上
に前記半導体素子を覆って形成した樹脂体とを備え、前記樹脂体の主面をなす外側表面の
縁部に断続的な凹部を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　前記樹脂体の主面をなす外側表面に、凹部状の記号を表示していることを特徴とする請
求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記樹脂体の主面をなす外側表面に、前記凹部状の記号と前記凹部とを同じ色で表示し
ていることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記凹部の表面色が白色系をなすことを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載
の半導体装置。
【請求項６】
　前記連続的な凹部は、前記樹脂体の主面をなす外側表面の縁部の全周に形成しているこ
とを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記断続的な凹部は、前記樹脂体の主面をなす外側表面の縁部の全周に形成しているこ
とを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項８】
　基板の主面をなす実装面に複数の半導体素子を所定間隔で平面的に配置する工程と、前
記基板の前記主面上に前記半導体素子を覆って樹脂体を形成する工程と、隣接する前記半
導体素子の相互間において前記樹脂体の主面をなす外側表面に、切断予定部の両側に沿っ
て連続する凹部を形成する工程と、前記切断予定部に沿って前記基板と前記樹脂体とを切
断する工程を備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　基板の主面をなす実装面に複数の半導体素子を所定間隔で平面的に配置する工程と、前
記基板の前記主面上に前記半導体素子を覆って樹脂体を形成する工程と、隣接する前記半
導体素子の相互間において前記樹脂体の主面をなす外側表面に、切断予定部の両側に沿っ
て断続的な凹部を形成する工程と、前記切断予定部に沿って前記基板と前記樹脂体とを切
断する工程とを備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記凹部を形成する手段と同じ手段を用いて前記樹脂体の主面をなす外側表面に凹部状
の記号を形成することを特徴とする請求項８または９に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　レーザー光線を照射することで前記凹部を形成することを特徴とする請求項８から１０
の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　隣接する前記半導体素子の相互間における前記樹脂体の主面をなす外側表面に前記凹部
を形成した後に、切断後に前記樹脂体の角となる角予定部に前記レーザー光線を照射して
前記角予定部を前記樹脂体の外側表面よりも低く形成することを特徴とする請求項１１に
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記切断予定部に沿って前記基板と前記樹脂体とを切断する工程において、前記切断を
ダイシングによって行うことを特徴とする請求項８から１２の何れか１項に記載の半導体
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装置の製造方法。
【請求項１４】
　レーザー光線を照射することによって前記凹部を形成して前記凹部の表面を変色させ、
前記切断予定部に沿って前記基板と前記樹脂体とを切断した後に、変色した前記凹部より
内側域の前記樹脂体まで割れている場合に不良品と判断することを特徴とする請求項８か
ら１３の何れか１項に記載の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、半導体装置および半導体装置の製造方法に関し、ダイシング時の割れの発生
を抑制する技術に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置の製造方法としては、先ず、基板上に所定間隔をおいて配置した複数
の半導体素子を覆うように樹脂体を形成し、次に、隣接する半導体素子間で樹脂体と基板
とを切断するものが知られている。（例えば、特許文献１の図５、図６、請求項１参照）
【特許文献１】特許第３６３９５０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような製造方法の場合には、樹脂体と基板とを個々の半導体素子を含む領域の個片
に分割するために、ダイシングブレードで樹脂体と基板を削り取るので、ダイシングブレ
ードが通過する近くの樹脂体が割れることがある。
【０００４】
　この割れる部分が小さければあまり支障はないが、樹脂体の硬化反応や熱等による内部
応力が樹脂体に多く蓄積されている場合などは、ダイシングブレードの通過によって樹脂
体が大きく割れることがあり、外観が悪くなり、場合によっては半導体素子を覆う樹脂体
の厚みが十分確保できないことがあり、すなわち、不良品が発生するという問題がある。
【０００５】
　そこで本発明は、不良品の発生がより少なくなる半導体装置および半導体装置の製造方
法を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の半導体装置は、基板と、前記基板の主面をなす
実装面に実装した半導体素子と、前記基板の前記主面上に前記半導体素子を覆って形成し
た樹脂体とを備えるものであり、前記樹脂体の主面をなす外側表面の縁部に、連続的な凹
部または断続的な凹部を有するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、半導体装置の製造において樹脂体と基板とを切断する際の樹脂体内部
の蓄積応力は低減され、切断に起因する樹脂体の表面での割れが凹部で途切れ易くなるの
で、凹部よりも内側域で樹脂体が割れることを抑制することが可能となり、不良品の発生
がより少なくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に、本発明の実施の形態を説明する。
　第１の実施の形態に係る半導体装置は、基板と、前記基板の主面をなす実装面に実装し
た半導体素子と、前記基板の前記主面上に前記半導体素子を覆って形成した樹脂体とを備
え、前記樹脂体の主面をなす外側表面の縁部に連続的な凹部を有するものである。
【０００９】
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　このようにすることにより、凹部よりも内側域で樹脂体が割れることを抑制することが
可能となる。
　第２の実施の形態に係る半導体装置は、基板と、前記基板の主面をなす実装面に実装し
た半導体素子と、前記基板の前記主面上に前記半導体素子を覆って形成した樹脂体とを備
え、前記樹脂体の主面をなす外側表面の縁部に断続的な凹部を有するものである。
【００１０】
　このようにすることにより、凹部よりも内側域で樹脂体が割れることを抑制することが
可能となる。
　第３の実施の形態に係る半導体装置は、前記樹脂体の主面をなす外側表面に、凹部状の
記号を表示しているものである。
【００１１】
　このようにすることにより、半導体装置に記号を表示するための装置を利用して凹部を
形成することが可能となる。
　第４の実施の形態に係る半導体装置は、前記樹脂体の主面をなす外側表面に、前記凹部
状の記号と前記凹部とを同じ色で表示しているものである。
【００１２】
　このようにすることにより、半導体装置に記号を表示するための装置を利用して凹部を
形成することが可能となる。
　第５の実施の形態に係る半導体装置は、前記凹部の表面色が白色系をなすものである。
このようにすることにより、凹部を形成する装置としてレーザーを用いることが可能とな
る。また、凹部で樹脂体が割れると凹部の下の色が現れるため、割れた部分を目視で認識
することができる。従って、凹部よりも内側まで樹脂体が割れるとそこで白線（凹部）が
途切れるために凹部の内側まで樹脂体が割れていることが容易に認識でき、外観不良か否
かの判断が可能となる。
【００１３】
　第６の実施の形態に係る半導体装置は、前記連続的な凹部は、前記樹脂体の主面をなす
外側表面の縁部の全周に形成しているものである。
　このようにすることにより、凹部の内側まで樹脂体が割れていることが容易に認識でき
、外観不良か否かの判断が可能となる。
【００１４】
　第７の実施の形態に係る半導体装置は、前記断続的な凹部は、前記樹脂体の主面をなす
外側表面の縁部の全周に形成しているものである。
　このようにすることにより、凹部の内側まで樹脂体が割れていることが容易に認識でき
、外観不良か否かの判断が可能となる。
【００１５】
　第８の実施の形態に係る半導体装置は、基板の主面をなす実装面に複数の半導体素子を
所定間隔で平面的に配置する工程と、前記基板の前記主面上に前記半導体素子を覆って樹
脂体を形成する工程と、隣接する前記半導体素子の相互間において前記樹脂体の主面をな
す外側表面に、切断予定部の両側に沿って連続する凹部を形成する工程と、前記切断予定
部に沿って前記基板と前記樹脂体とを切断する工程を備えるものである。
【００１６】
　第９の実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、基板の主面をなす実装面に複数の半
導体素子を所定間隔で平面的に配置する工程と、前記基板の前記主面上に前記半導体素子
を覆って樹脂体を形成する工程と、隣接する前記半導体素子の相互間において前記樹脂体
の主面をなす外側表面に、切断予定部の両側に沿って断続的な凹部を形成する工程と、前
記切断予定部に沿って前記基板と前記樹脂体とを切断する工程とを備えるものである。
【００１７】
　第１０の実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、前記凹部を形成する手段と同じ手
段を用いて前記樹脂体の主面をなす外側表面に凹部状の記号を形成するものである。
　第１１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、レーザー光線を照射することで前
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記凹部を形成するものである。
【００１８】
　第１２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、隣接する前記半導体素子の相互間
における前記樹脂体の主面をなす外側表面に前記凹部を形成した後に、切断後に前記樹脂
体の角となる角予定部に前記レーザー光線を照射して前記角予定部を前記樹脂体の外側表
面よりも低く形成するものである。
【００１９】
　第１３の実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、前記切断予定部に沿って前記基板
と前記樹脂体とを切断する工程において、前記切断をダイシングによって行うものである
。
【００２０】
　第１４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、レーザー光線を照射することによ
って前記凹部を形成して前記凹部の表面を変色させ、前記切断予定部に沿って前記基板と
前記樹脂体とを切断した後に、変色した前記凹部より内側域の前記樹脂体まで割れている
場合に不良品と判断するものである。
【００２１】
　以下に、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００２２】
　以下に、図１から図３を用いて本発明の実施例１における半導体装置について説明する
。図１は半導体装置の平面図、図２は半導体装置の断面図、図３は半導体装置の外観図で
ある。
【００２３】
　図１および図２に示すように、半導体装置１１は、基板１の主面をなす上面（上表面）
の実装面に半導体素子２を実装し、ワイヤー２ａで半導体素子２と基板１の電極１ａとを
電気的に接続している。
【００２４】
　半導体装置１１は、基板１の下面（下表面）にプリント基板（図示せず）へ接続するた
めの外部端子２ｂを有し、ワイヤー２ａと外部端子２ｂとの間は基板１内のスルーホール
２ｃによって電気的に接続している。
【００２５】
　基板１の上面には半導体素子２を覆うモールド樹脂（エポキシ樹脂など）からなる樹脂
体３が形成してある。図３に示すように、樹脂体３の主面をなす外側表面４、つまり基板
１と接する面と反対側の面の中央付近には、品番をあらわす、例えば「ＡＢＣ１４」の文
字５（斜線で表示）が白い凹部で形成してあり、樹脂体３の外側表面４の縁部には白い連
続的な凹部６（斜線で表示）が形成してある。
【００２６】
　次に、上記の半導体装置１１の製造方法について図４から図１０を用いて、ここでは１
６個の半導体装置を製造する場合を説明する。図４に示すように、基板１の上に半導体素
子２を１６個を所定間隔で平面的に配置し、半導体素子２の端子と基板１との間をワイヤ
ー２ａで電気的に接続する。
【００２７】
　この後、図５に示すように、半導体素子２を覆ってモールド樹脂（エポキシ樹脂など）
よりなる矩形状の樹脂体３を形成する。
　次に、図６に示すように、樹脂体３の主面をなす外側表面４にレーザー光線７を照射す
ることにより、半導体装置１１の品番をあらわす、例えば「ＡＢＣ１４」の文字５を形成
する。文字５は凹部状をなしてその表面が白くなる。
【００２８】
　さらに、隣接する半導体素子２の相互間において樹脂体３の主面をなす外側表面４であ
って後の工程での切断予定部にレーザー光線７を照射することにより、ダイシングにより
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削られる領域の両側に沿ってその近傍に白い連続的な凹部６を形成する。
【００２９】
　図７は、レーザー光線７を照射した後の樹脂体３の一部拡大図である。レーザー光線７
の照射により樹脂体３に形成した文字５や連続的な凹部６は、その表面にレーザー光線７
の痕跡を有して光を乱反射するために白く見える。つまりこれらの部分の表面は白色系と
なっている。
【００３０】
　図８は、レーザー光線７を照射した後の半導体装置（分割前）の一部断面図である。こ
の図面上の破線はダイシングで削りたい部分（以下に「ダイシング領域」と記載する）の
境界８を示している。
【００３１】
　連続的な凹部６はダイシング領域の両側に沿って形成し、凹部６の一番深い場所（中心
）がダイシング領域の境界８よりも内側域へ少し偏って位置し、半導体装置１１の領域を
なす樹脂体３の外側表面４に位置し、凹部６の開口縁がダイシング領域の境界８に位置し
ている。
【００３２】
　一般的には、ダイシングを行なうと、ダイシングブレードが通過する部分以外の樹脂体
３にも力が加わり樹脂体３が割れる。しかし、本実施の形態では、後で説明する理由によ
り、連続的な凹部６より内側が割れる可能性は少ない。
【００３３】
　次に、図９に示すように、ダイシング工程において、レーザー光線７を照射した後の半
導体装置（分割前）をダイシングブレード９によりダイシング領域において切断して１６
個に分割する。
【００３４】
　図１０は、ダイシングブレード９で１６個に分割して個々の半導体素子２を含む領域に
個片化した後の１個の半導体装置１１を示す拡大図である。
　図１０に示すように、ダイシングで削られた面１０は平坦ではなく、樹脂体３の外側表
面４の縁、つまり基板１と接した面と反対側の面の縁は直線にはならない。ダイシング時
にはダイシングブレード９の回転力により樹脂体３に力がかかり、樹脂体３の表面部にも
ひびが入る場合がある。
【００３５】
　しかしながら、ダイシング領域に沿ってその近傍に連続的な凹部６が存在することで、
連続的な凹部６を越えて内側域の半導体装置１１の領域をなす樹脂体３にまでひびが入る
ことはなく、半導体装置１１の領域をなす樹脂体３が割れる可能性が少なくなる。すなわ
ち、ダイシングブレード９によって樹脂体３と基板１とを切断する際の樹脂体内部の蓄積
応力が低減され、切断に起因する樹脂体３の表面での割れが凹部６で途切れ易くなる。
【００３６】
　このように、連続的な凹部６の存在によって凹部６を越えた内側域の半導体装置１１の
領域をなす樹脂体３までが割れることを抑制することで、外観不良を防止する効果を有し
、半導体素子２を覆う樹脂体３の厚みが所定値以上になることで、樹脂体３の内部の半導
体素子２を十分保護することが可能となり、性能上の不良を防止する効果を有する。
【００３７】
　さらに、連続的な凹部６を形成することにより、樹脂体３の形成時に発生する歪を解除
することにもなり、その結果として、切断前の基板１と樹脂体３のたわみを補正して切断
し易くすることが可能となる。
【００３８】
　また、連続的な凹部６を形成するために、従来から品番を書き込むために使っていたレ
ーザー光線７を用いるので、設備を変更する必要がないというメリットがある。
　以上のようにして製造した半導体装置１１は、図１から図３において説明したごとくに
なる。図１１は以上のようにして製造した半導体装置１１の使用例を示すものである。こ
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の半導体装置１１は下面に端子があり、プリント基板１２に圧着することにより電気的に
実装することができる。
【００３９】
　ところで、白い連続的な凹部６は、品番の「ＡＢＣ１４」の凹部状の文字５を形成する
のと同じレーザー光線７で形成するが、レーザー光線７の出力の調整等により、文字５と
同じ深さとしたり、異なる深さとしたり、あるいは任意の深さにすることができ、かつ表
面を白色系とすることもできる。この白い連続的な凹部６は半導体装置が不良品か否かの
判定に用いてもよい。
【００４０】
　すなわち、図１２に示すように、不良品の半導体装置１１では、ダイシングの位置がず
れたり、角が大きく割れたりすると、外観を損ない、場合によっては半導体素子２を覆う
樹脂体３の厚みが不足するために性能が早く劣化する恐れがある。
【００４１】
　しかしながら、そのような場合は、図１２に示すように、半導体装置１１が樹脂体３の
外側表面４の外周の全周に有している筈の白い連続的な凹部６が、一部途絶えて全周には
現れない。
【００４２】
　従って、図１２に示すように、白い連続的な凹部６が樹脂体３の外側表面４の外周に全
周で続いていないものを不良品と判定することができる。上記のようにして製品の良否を
判断する場合の良品は、白い連続的な凹部６が樹脂体３の外側表面４、つまり基板１と接
する面と反対側の面の縁部で連続している。
【実施例２】
【００４３】
　以下に、実施例２の半導体装置について説明する。基本的な構成は実施例１のものと同
様であり、同様の構成要素には同符号を付してその説明を省略し、以下に相違点について
説明する。
【００４４】
　上述した実施例１の構成では、図８に示すように、連続的な凹部６はダイシング領域の
両側に沿って形成し、凹部６の一番深い場所（中心）がダイシング領域の境界８よりも内
側域へ少し偏って位置し、凹部６の全体が半導体装置１１の領域をなす樹脂体３の上に位
置し、凹部６の開口縁がダイシング領域の境界８に位置している。
【００４５】
　しかしながら、実施例２では、図１３および図１４に示すように、連続的な凹部６はダ
イシング領域の両側に沿って形成し、凹部６の一番深い場所（中心）がダイシング領域の
境界８と一致する位置に形成する。
【００４６】
　凹部６は両側の開口縁がダイシング領域の境界８の両側の位置にあり、凹部６の一番深
い場所がダイシングされた面１０の外側縁をなすことで、連続的な凹部６よりも内側域の
半導体装置１１の領域をなす樹脂体３が割れることをより確実に防止することができる。
【００４７】
　以下に、上述した半導体装置１１の製造方法について説明する。基本的な製造方法は実
施例１のものと同様であり、その説明を省略し、相違点について説明する。
　上述した実施例１では、ダイシングブレード９が通過する領域、つまりダイシング領域
の外側にレーザー光線７を照射する構成について説明した。
【００４８】
　しかしながら、実施例２ではダイシングブレード９が通過するダイシング領域の境界８
の上にレーザー光線７を照射する。つまり、図１４の図中において破線で示すように、ダ
イシングブレード９が通過するダイシング領域の境界８の上にレーザー光線７を照射する
。レーザー光線７が照射された樹脂体３の外側表面４には白い連続的な溝状の凹部６が形
成され、ダイシングブレード９が通過するダイシング領域の境界８において凹部６の溝が
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最も深くなる。
【００４９】
　このため、ダイシング時に連続的な凹部６よりも内側域の半導体装置１１の領域をなす
樹脂体３が割れることを抑制する効果がより確実となる。
【実施例３】
【００５０】
　以下に、実施例３の半導体装置について説明する。基本的な構成は実施例１のものと同
様であり、同様の構成要素には同符号を付してその説明を省略し、以下に相違点について
説明する。
【００５１】
　上述した実施例１の構成では、図８に示すように、連続的な凹部６はダイシング領域の
両側に沿って形成し、凹部６の一番深い場所（中心）がダイシング領域の境界８よりも半
導体装置１１の内側へ少し偏って位置し、凹部６の開口縁がダイシング領域の境界８に位
置している。
【００５２】
　しかしながら、実施例３では、図１５に示すように、樹脂体３の外側表面４に連続的な
Ｖ字状の溝１３をダイシング領域の両側に沿って形成し、Ｖ字状の溝１３の一番深い場所
（中心）をダイシング領域の境界８と一致させている。Ｖ字状の溝１３は樹脂体３の表面
を削って形成したものである。Ｖ字状の溝１３は両側の開口縁がダイシング領域の境界８
の両側の位置にあり、Ｖ字状の溝１３の一番深い場所がダイシングされた面１０の外側縁
をなすことで、連続的なＶ字状の溝１３よりも内側域の半導体装置１１の領域をなす樹脂
体３が割れることをより確実に防止することができる。
【００５３】
　以下に、上述した半導体装置１１の製造方法について説明する。基本的な製造方法は実
施例１のものと同様であり、その説明を省略し、相違点について説明する。
　図１５に示すように、実施例３では、上述した実施例１および２におけるレーザー光線
７の照射による凹部６の形成に代えて、鋭利な刃物を移動させて樹脂体３の外側表面４に
Ｖ字状の溝１３を形成する。
　なお、鋭利な刃物を移動させてＶ字状の溝１３を形成する代わりに、Ｖ字状の形状のも
のを加熱して樹脂体３に押し当てることで、樹脂体３の表面を溶融させてＶ字状の溝１３
を形成してよい。
【００５４】
　また、鋭利な刃物を移動させてＶ字状の溝１３を形成する代わりに、樹脂体３を溶かす
薬品を樹脂体３の表面に付着させて凹部状の溝を形成しても良い。
【実施例４】
【００５５】
　以下に、実施例４の半導体装置の製造方法について説明する。基本的な製造方法は実施
例１のものと同様であり、その説明を省略し、相違点について説明する。
　図１６は実施例４における分割前の半導体装置１１の一部上面図である。図１６の図中
において破線はダイシングを行うダイシング領域の境界８を示し、実線はレーザー光線７
を照射した後に出来た連続的な凹部６を示す。
【００５６】
　実施例４では、連続的な凹部６はダイシング領域の両側に沿って形成し、ダイシング領
域の境界８よりも内側域の半導体装置１１の領域をなす樹脂体３の上に位置し、ダイシン
グ領域に存在しない。
【００５７】
　この構成ではダイシングによって削り取る領域を避けて連続的な凹部６を形成するので
、製品となった半導体装置１１には存在しないダイシング領域の部分に凹部６を形成する
ためのレーザー光線７を照射する必要がなく、凹部６を形成するためのレーザー光線７の
出力の調整等により、使用するエネルギーと時間を節約することが可能となる。
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【実施例５】
【００５８】
　以下に、実施例５の半導体装置について説明する。基本的な構成は実施例１のものと同
様であり、同様の構成要素には同符号を付してその説明を省略し、以下に相違点について
説明する。
【００５９】
　上述した実施例１の構成では、図８に示すように、半導体装置１１は樹脂体３の外側表
面４の縁部の全周に連続的な凹部６を形成している。
　しかしながら、実施例５では、図１７に示すように、樹脂体３の外側表面４の縁部に断
続的に凹部１４を形成している。このように、樹脂体３の外側表面４の縁部に断続的な凹
部１４を有する場合でも、断続的な凹部１４よりも内側域の半導体装置１１の領域をなす
樹脂体３が割れることを抑制できる。
【００６０】
　以下に、実施例５の半導体装置の製造方法について説明する。基本的な製造方法は実施
例１のものと同様であり、その説明を省略し、相違点について説明する。
　実施例１の構成では、レーザー光線７は樹脂体３の外側表面４における照射位置を変化
させながら連続して照射した。
【００６１】
　しかしながら、実施例５では、図１８に示すように、レーザー光線７を樹脂体３の外側
表面４に照射するときには照射位置を移動させないで、照射位置を固定する状態で所定時
間レーザー光線７を照射し、レーザー光線７の照射を停止する状態で照射位置を変更し、
その後にレーザー光線７を樹脂体３の外側表面４に照射することを繰り返すことにより、
樹脂体３の外側表面４に断続的な凹部１４を形成する。この断続的な凹部１４は白い点線
に見える。
【００６２】
　また、第１の実施の形態と同様に、断続的な凹部１４を形成するのに用いたものと同じ
レーザー光線７で品番の文字５を形成する場合には、品番の文字５と断続的な凹部１４（
白い点線）の表面は同じ白色系である。
【００６３】
　以上のようにして製造された半導体装置１１は、樹脂体３の外側表面４の縁部、つまり
樹脂体３の基板１と接する面と反対側の面の縁部に、白い点線状の断続的な凹部１４を有
する。よって、第１の実施の形態と同様に、白い点線状の断続的な凹部１４を指標として
良品の判定方法を用いることができ、その判定において良品は、断続的な凹部１４（白い
点線）が樹脂体３の外側表面４の縁部の全周に形成されている。
【実施例６】
【００６４】
　以下に、実施例６の半導体装置について説明する。基本的な構成は実施例１のものと同
様であり、同様の構成要素には同符号を付してその説明を省略し、以下に相違点について
説明する。
【００６５】
　上述した実施例１の構成では、図８に示すように、半導体装置１１は樹脂体３の外側表
面４の外周縁の全周に連続的な凹部６を形成している。
　しかしながら、実施例６では、図１９に示すように、樹脂体３の外側表面４の外周縁に
断続的に凹部１５を形成している。実施例５では、断続的な凹部１４は複数の円柱状の形
状に近い形の穴の一部からなっていたが、実施例６では、断続的な凹部１５は複数の矩形
状の穴からなる。
【００６６】
　このように、樹脂体３の外側表面４の外周縁に断続的な矩形状の凹部１５を有する場合
でも、断続的な矩形状の凹部１５よりも内側域の半導体装置１１の領域をなす樹脂体３が
割れることを抑制できる。
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【００６７】
　以下に、実施例６の半導体装置の製造方法について説明する。基本的な製造方法は実施
例１のものと同様であり、その説明を省略し、相違点について説明する。
　実施例１の構成では、レーザー光線７は樹脂体３の外側表面４における照射位置を変化
させながら連続して照射し、レーザー光線７をダイシング領域の境界８に沿って照射した
。
【００６８】
　しかしながら、実施例６では、図２０に示すように、樹脂体３の外側表面４にダイシン
グ領域の中を含めて矩形状にレーザー光線７を所定時間で照射し、レーザー光線７の照射
を停止する状態で照射位置を変更し、その後にレーザー光線７を樹脂体３の外側表面４に
照射することを繰り返すことにより、樹脂体３の外側表面４に断続的な矩形状の凹部１５
を形成する。
【００６９】
　このように、樹脂体３の外側表面４に断続的な矩形状の凹部１５を形成する場合でも、
ダイシング時にダイシングの領域から離れた場所で樹脂体３が割れることを抑制すること
が可能となり、断続的な矩形状の凹部１５よりも内側域の半導体装置１１の領域をなす樹
脂体３が割れることを抑制できる。
【００７０】
　また、第１の実施の形態と同様に、断続的な矩形状の凹部１５を形成するのに用いたも
のと同じレーザー光線７で品番の文字５を形成する場合には、品番の文字５と断続的な矩
形状の凹部１５（白い点線）の表面は同じ白色系である。
【００７１】
　以上のようにして製造された半導体装置１１は、樹脂体３の外側表面４の縁部、つまり
樹脂体３の基板１と接する面と反対側の面の縁部に、白い点線状の断続的な矩形状の凹部
１５を有する。よって、第１の実施の形態と同様に、白い点線状の断続的な凹部１５を指
標として良品の判定方法を用いることができ、その判定において良品は、断続的な凹部１
５（白い点線）が樹脂体３の外側表面４の縁部の全周に形成されている。
【実施例７】
【００７２】
　以下に、実施例７の半導体装置の製造方法について説明する。基本的な製造方法は実施
例１のものと同様であり、その説明を省略し、相違点について説明する。
　上述した各実施例の構成では、ダイシング領域がクロスする部分では特別な処理をしな
かった。しかしながら、実施例７では、ダイシング領域がクロスする部分に相当し、切り
分けた後に製品の角となる部分にレーザー光線７を照射して角の部分の高さをさらに低く
形成する。
【００７３】
　図２１に示すように、ダイシング領域の境界８に沿ってレーザー光線７を照射して連続
的な凹部６を形成した後に、図２１の図中において所定半径の円１６で示す範囲内におい
て、ダイシング領域がクロスする部分で、かつ切り分けた後に製品の半導体装置１１の角
１７となる部分に、レーザー光線７を複数回照射する。
【００７４】
　このように、切り分けた後に製品の角１７となる部分にレーザー光線７を照射し、半導
体装置１１の角１７の部分を低くすることにより、ダイシング時に最も割れやすい角１７
の近傍においてダイシング領域から離れた部分で樹脂体３が割れることを抑制することが
可能となる。
【実施例８】
【００７５】
　以下に、実施例８の半導体装置の製造方法について説明する。基本的な製造方法は実施
例１のものと同様であり、その説明を省略し、相違点について説明する。
　上述した各実施例の構成では、樹脂体３を形成した後に、凹部を形成していた。しかし
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ながら、実施例８では、図２２に示すように、樹脂体３を形成するときに同時に断面矩形
状の凹部１８を形成するものである。つまり、金型を用いて、樹脂体３を形成するのみで
、図２２の図中において斜線で表したダイシング領域を含む部分に凹部１８が同時に形成
される。このようにしても、凹部１８以外の場所で樹脂体３が割れることを抑止すること
が出来る。
【００７６】
　なお、図２３に示すように、樹脂体３を形成するときに同時に金型で断面Ｖ字状の凹部
１９を形成してもよい。このようにすれば、凹部１９がＶ字状であるため、金型を抜き易
くなる。
【００７７】
　なお、上記の各実施例では、半導体素子２を樹脂体３で保護する場合について述べたが
、半導体素子に限らず、空気に触れることにより酸化して性能が劣化する部品や、塵が付
着したり外力が加わると故障する部品などを、保護を目的として樹脂体３で覆う場合につ
いても同様に不良品の発生を抑制することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明の半導体装置および半導体装置の製造方法は半導体装置の不良品の発生を抑制す
ることに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の実施例１における半導体装置の平面図
【図２】本発明の実施例１における半導体装置の断面図
【図３】本発明の実施例１における半導体装置の斜視図
【図４】本発明の実施例１における半導体装置の製造方法の第１の工程の斜視図
【図５】本発明の実施例１における半導体装置の製造方法の第２の工程の斜視図
【図６】本発明の実施例１における半導体装置の製造方法の第３の工程の斜視図
【図７】本発明の実施例１における半導体装置の製造方法の工程の一部拡大斜視図
【図８】本発明の実施例１における半導体装置の製造方法の工程の一部拡大断面図
【図９】本発明の実施例１における半導体装置の製造方法の第４の工程の斜視図
【図１０】本発明の実施例１における半導体装置の完成品の斜視図
【図１１】本発明の実施例１における半導体装置の完成品の使用例の斜視図
【図１２】本発明の実施例１における半導体装置の不良品の斜視図
【図１３】本発明の実施例２における半導体装置の断面図
【図１４】本発明の実施例２における半導体装置の製造方法の工程の一部拡大断面図
【図１５】本発明の実施例３における半導体装置の製造方法の工程の一部拡大断面図
【図１６】本発明の実施例４における半導体装置の製造方法の工程の一部拡大断面図
【図１７】本発明の実施例５における半導体装置の斜視図
【図１８】本発明の実施例５における半導体装置の製造方法の工程の一部拡大上面図
【図１９】本発明の実施例６における半導体装置の斜視図
【図２０】本発明の実施例６における半導体装置の製造方法の工程の一部拡大上面図
【図２１】本発明の実施例７における半導体装置の製造方法の工程の一部拡大上面図
【図２２】本発明の実施例８における半導体装置の製造方法の工程の一部拡大斜視図
【図２３】本発明の実施例８における半導体装置の他の製造方法の工程の一部拡大斜視図
【符号の説明】
【００８０】
　　１　　基板
　　２　　半導体素子
　　３　　樹脂体
　　４　　面
　　５　　文字
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　　６　　連続的な凹部
　　７　　レーザー光線
　　８　　ダイシング領域の境界（破線で表示）
　　９　　ダイシングブレード
　１０　　面
　１１　　半導体装置
　１２　　プリント基板
　１３　　Ｖ字状の溝
　１４　　断続的な凹部
　１５　　矩形状の凹部
　１６　　円
　１７　　角
　１８　　凹部
　１９　　Ｖ字状の凹部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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【図１９】
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