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(57)【要約】
【課題】チップ積層タイプ構造とした場合に、樹脂封止
時の樹脂の流動により発生していた金属細線のショート
あるいは封止樹脂体からの露出を防止して、それらに起
因する装置不良をなくし、装置の品質をさらに安定かつ
向上させることができる半導体装置及びその製造方法を
提供する。
【解決手段】半導体チップ４は半導体チップ３の外形寸
法よりも大きく、インナーリード１０１ａは板厚方向に
屈曲した段差部を有し、インナーリード１０１ａの先端
部は半導体チップ３、４の周縁領域の裏面側に重なるよ
うに配置される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インナーリード及びアウターリードを有するリードフレームと、
前記リードフレームの板厚方向の少なくとも一方側に配置された第１の半導体チップおよ
び第２の半導体チップと、
前記第１の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電
極パッドと前記インナーリードとを接続する第１の金属細線と、
前記第２の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電
極パッドと前記インナーリードとを接続する第２の金属細線と、
前記インナーリードと前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップと前記第１の金
属細線と前記第２の金属細線を樹脂封止する封止樹脂体とを備え、
前記第１の半導体チップの外形寸法よりも前記第２の半導体チップの外形寸法が大きく、
前記第１の半導体チップの少なくとも１辺から前記第２の半導体チップの外周部がはみ出
した状態で、前記リードフレームの板厚方向に、前記第１の半導体チップから前記第２の
半導体チップの順に積層され、
前記インナーリードの先端部が、
前記第２の半導体チップの裏面側に配置され、
前記第２の半導体チップと前記リードフレームの板厚方向に重なる構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置であって、
前記インナーリードの先端部が、
前記第１の半導体チップの裏面側に配置され、
前記第１の半導体チップと前記リードフレームの板厚方向に重なる構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体装置であって、
前記第１の半導体チップの裏面は、前記インナーリードと一体で形成され複数の吊りリー
ドにより支持されたダイパッドと前記インナーリードの少なくとも一方に固着された構造
を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体装置であって、
前記第２の半導体チップの裏面が前記第１の金属細線の最高部より上方位置にある状態で
、
前記第１の半導体チップの表面と前記第２の半導体チップの裏面とが固着された構造を有
する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体装置であって、
前記インナーリードは板厚方向に屈曲した段差部が形成された構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置であって、
前記インナーリードの段差部が複数形成された構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　インナーリード及びアウターリードを有するリードフレームと、
前記リードフレームの板厚方向の両方側にそれぞれ配置される第１の半導体チップと第２
の半導体チップと、



(3) JP 2008-27994 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

前記第１の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電
極パッドと前記インナーリードとを接続する第１の金属細線と、
前記第２の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電
極パッドと前記インナーリードとを接続する第２の金属細線と、
前記インナーリードと前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップと前記第１の金
属細線と前記第２の金属細線を樹脂封止する封止樹脂体とを備え、
前記第１の半導体チップの外形寸法よりも前記第２の半導体チップの外形寸法が大きく、
前記第１の半導体チップの少なくとも１辺から前記第２の半導体チップの外周部がはみ出
した状態で、前記リードフレームの板厚方向に、前記第１の半導体チップから前記第２の
半導体チップの順に積層され、
前記インナーリードの先端部が、
前記第２の半導体チップの裏面側に配置され、
前記第２の半導体チップと前記リードフレームの板厚方向に重なる構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体装置であって、
前記インナーリードの先端部が、
前記第１の半導体チップの裏面側に配置され、
前記第１の半導体チップと前記リードフレームの板厚方向に重なる構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体装置であって、
前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップが、相互に裏面を対向させた状態
で、
前記インナーリードと一体で形成され複数の吊りリードにより支持されたダイパッドと前
記インナーリードの少なくとも一方に固着された構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の半導体装置であって、
前記インナーリードは板厚方向に屈曲した段差部が複数形成された構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項６または請求項１０に記載の半導体装置であって、
前記第１の金属細線が接続される前記インナーリードの第１の金属細線接続面は、
前記第１の半導体チップの表面と同一平面に位置するように形成された構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の半導体装置であって、
前記第２の金属細線が接続される前記インナーリードの第２の金属細線接続面は、
前記第２の半導体チップの表面と同一平面に位置するように形成された構造を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　インナーリード及びアウターリードとなるリードを有するリードフレームを成形する工
程と、
前記リードフレームの板厚方向の少なくとも一方側に配置する第１の半導体チップおよび
第２の半導体チップのうち、前記第１の半導体チップを搭載する工程と、
前記第１の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電
極パッドと前記インナーリードとを第１の金属細線で接続する工程と、
前記第１の半導体チップの表面側に、前記第２の半導体チップを搭載する工程と、
前記第２の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電
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極パッドと前記インナーリードとを第２の金属細線で接続する工程と、
前記インナーリードと前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップと前記第１の金
属細線と前記第２の金属細線を、封止樹脂体で樹脂封止する工程とを有する半導体装置の
製造方法であって、
前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップは、
前記第１の半導体チップの外形寸法よりも前記第２の半導体チップの外形寸法が大きく、
前記第１の半導体チップの少なくとも１辺から前記第２の半導体チップの外周部がはみ出
した状態で、前記リードフレームの板厚方向に積層し、
前記インナーリードの先端部は、前記第２の半導体チップと前記リードフレームの板厚方
向に重なるように、前記第２の半導体チップの裏面側に配置する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記インナーリードの先端部は、前記第１の半導体チップと前記リードフレームの板厚方
向に重なるように、前記第１の半導体チップの裏面側に配置する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記インナーリードと一体にかつ複数の吊りリードにより支持させた状態でダイパッドを
形成しておき、
前記第１の半導体チップの裏面は、前記ダイパッドと前記インナーリードの少なくとも一
方に固着する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記第２の半導体チップの裏面が前記第１の金属細線の最高部より上方位置にある状態で
、
前記第１の半導体チップの表面と前記第２の半導体チップの裏面とを固着する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記インナーリードは、板厚方向に屈曲した段差部を形成する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記インナーリードの段差部は、複数形成する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　インナーリード及びアウターリードとなるリードを有するリードフレームを成形する工
程と、
前記リードフレームの板厚方向の両方側に配置する第１の半導体チップと第２の半導体チ
ップのうち、前記第１の半導体チップを前記リードフレームの板厚方向の一方側に搭載す
る工程と、
前記リードフレームの板厚方向の他方側に、前記第２の半導体チップを搭載する工程と、
前記第１の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電
極パッドと前記インナーリードとを第１の金属細線で接続する工程と、
前記第２の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電
極パッドと前記インナーリードとを第２の金属細線で接続する工程と、
前記インナーリードと前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップと前記第１の金
属細線と前記第２の金属細線を、封止樹脂体で樹脂封止する工程とを有する半導体装置の
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製造方法であって、
前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップは、
前記第１の半導体チップの外形寸法よりも前記第２の半導体チップの外形寸法が大きく、
前記第１の半導体チップの少なくとも１辺から前記第２の半導体チップの外周部がはみ出
した状態で、前記リードフレームの板厚方向に積層し、
前記インナーリードの先端部は、前記第２の半導体チップと前記リードフレームの板厚方
向に重なるように、前記第２の半導体チップの裏面側に配置する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記インナーリードの先端部は、前記第１の半導体チップと前記リードフレームの板厚方
向に重なるように、前記第１の半導体チップの裏面側に配置する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記インナーリードと一体にかつ複数の吊りリードにより支持させた状態でダイパッドを
形成しておき、
前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップは、相互に裏面を対向させた状態
で、
前記ダイパッドと前記インナーリードの少なくとも一方に固着する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記インナーリードは、板厚方向に屈曲した段差部を複数形成する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２３】
　請求項１８または請求項２２に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記第１の金属細線が接続される前記インナーリードの第１の金属細線接続面は、
前記第１の半導体チップの表面と同一平面に位置するように形成する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の半導体装置の製造方法であって、
前記第２の金属細線が接続される前記インナーリードの第２の金属細線接続面は、
前記第２の半導体チップの表面と同一平面に位置するように形成する
ことを特徴と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、複数の半導体チップを１つのパッケージに搭載したチップ積層タイプの半導
体装置及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の低コスト化及び小型化を図るために、互いに異なる機能を有する半
導体チップ、又は互いに異なるプロセスにより形成された半導体チップを、３次元実装す
るチップ積層タイプの半導体装置が提案されている。
【０００３】
　以下、従来の半導体装置として、複数の半導体チップを搭載したチップ積層タイプの半
導体装置について、図面を参照しながら説明する。
　図７に示すチップ積層タイプの半導体装置３００は、リードフレーム１のダイパッド２
の表面（上面）に第１の半導体チップ３の底面が接着剤９ａによりダイボンディングされ
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、その第１の半導体チップ３の表面（上面）に第２の半導体チップ４がその底面側で接着
剤９ｂを介してダイボンディングされ、第１の金属細線７により第１の半導体チップ３の
電極パッド５とインナーリード１ａとが、第２の金属細線８により第２の半導体チップ４
の電極パッド６とインナーリード１ａとが電気的に接続され、封止樹脂体１０によりモー
ルドされて第１の半導体チップ３と第２の半導体チップ４の２チップを１パッケージとし
ていた。
【０００４】
　第１の半導体チップ３は吊りリード（図示せず）に支持されたダイパッド２の表面（上
面）に接着剤９ａで接着され、第２の半導体チップ４は接着剤９ｂにより第１の半導体チ
ップ３上に接着されている。また、ダイパッド２の周囲には複数のインナーリード１ａが
配置されており、これら吊りリードとインナーリード１ａとダイパッド２とによりリード
フレーム１が構成されている。
【０００５】
　第１及び第２の半導体チップ３、４の各電極パッド５、６は、第１及び第２の金属細線
７、８を介して、リードフレーム１のインナーリード１ａに電気的に接続されている。上
記吊りリードとインナーリード１ａとダイパッド２と半導体チップ３、４と金属細線７、
８は、封止樹脂体１０によって樹脂封止（樹脂モールド）されている。
【０００６】
　図７に示した半導体装置３００の製造方法としては、まず、金属薄板をエッチング加工
またはプレス加工により所望する電極形状に加工してリードフレーム１を作成する。リー
ドフレーム１には、吊りリード（図示せず）とダイパッド２とインナーリード１ａとアウ
ターリード１ｂとが一体に形成される。
【０００７】
　次に、接着剤９ａを用いて、第１の半導体チップ３をダイパッド２に接着し、接着剤９
ｂを用いて、第２の半導体チップ４を第１の半導体チップ３に接着する。次に、第１の半
導体チップ３の電極パッド５とインナーリード１ａとの間を第１の金属細線７によって結
線し、第２の半導体チップ４の電極パッド６とインナーリード１ａとの間を第２の金属細
線８によって結線する。
【０００８】
　次に、ダイパッド２上に第１、第２の半導体チップ３、４が搭載され、第１、第２の金
属細線７、８で電気的に接続されたリードフレーム１を封止金型（図示せず）で密封し、
封止樹脂体１０を注入して樹脂封止する。
【０００９】
　この従来の構成および製造方法によれば、複数の半導体チップを積層して、１パッケー
ジ内に収容する半導体装置の場合、ワイヤボンディングを行うための電極パッドを覆わな
いようにするために、積層する半導体チップの外形寸法は、１段目の半導体チップを最も
大きく、２段目の半導体チップ以降は順次、外形寸法を小さくしていく必要があった。
【特許文献１】特開平１０－２０００４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記のような従来の半導体装置においては、積層する半導体チップの外
形寸法に大小が有る場合に、以下の点が問題となる。
　金属細線同士のショートを防止するため、外形寸法が１段目の半導体チップより小さい
２段目以降の半導体チップとインナーリードとを接続する金属細線を、外形寸法の最も大
きい１段目の半導体チップとインナーリードを接続する金属細線をまたぐように、結線す
る必要があるため、２段目半導体チップ以降は順次、金属細線の長さが長くなり、そのル
ープ高さが高くなる。
【００１１】
　このように、金属細線が長い、あるいは、ループ高さが高いと、樹脂封止時に樹脂の流
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れにより金属細線が変形し、金属細線同士のショートや封止樹脂体からの金属細線の露出
等の不良が発生して、大きな問題となる。
【００１２】
　この問題に対して、金属細線のループ高さを抑える場合には、図８に示すように、２つ
の半導体チップ３、４を裏面同士が向かい合うように搭載した半導体装置４００が考えら
れる。
【００１３】
　しかし、この半導体装置４００では、金属細線のループ高さは低くすることができるも
のの、半導体チップの外形寸法が異なる場合には、インナーリードが大きい半導体チップ
の外周よりも外側に形成されているので、小さい半導体チップ側の金属細線が長くなり、
問題は解決しない。
【００１４】
　また、他の従来技術（例えば、特許文献１を参照）として、図９に示すように、ダイパ
ッドを使用せず、インナーリードの表裏面に、第１の半導体チップ３の表面（上面）と第
２の半導体チップ４の裏面（下面）を向かい合うように搭載した半導体装置５００が提案
されている。
【００１５】
　この半導体装置５００では、金属細線が短く、ループ高さが低くなるものの、第１の半
導体チップ３の表面にインナーリード５０１ａが重なるように形成されているため、電極
パッド５をチップ中央付近にしか配置できなくなり、電極パッド５の位置、数共に制限さ
れてしまい、半導体チップの設計上で自由度がなくなるという新たな問題が発生する。
【００１６】
　本発明は、上記従来の問題点を解決するもので、半導体装置の構造としてチップ積層タ
イプ構造とした場合に、樹脂封止時の樹脂の流動により発生していた金属細線のショート
あるいは封止樹脂体からの露出を防止して、それらに起因する装置不良をなくし、装置の
品質をさらに安定かつ向上させることができる半導体装置及びその製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の課題を解決するために、本発明の請求項１記載の半導体装置は、インナーリード
及びアウターリードを有するリードフレームと、前記リードフレームの板厚方向の少なく
とも一方側に配置された第１の半導体チップおよび第２の半導体チップと、前記第１の半
導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電極パッドと前
記インナーリードとを接続する第１の金属細線と、前記第２の半導体チップにおいて前記
リードフレーム側を裏面として表面に形成された電極パッドと前記インナーリードとを接
続する第２の金属細線と、前記インナーリードと前記第１の半導体チップと前記第２の半
導体チップと前記第１の金属細線と前記第２の金属細線を樹脂封止する封止樹脂体とを備
え、前記第１の半導体チップの外形寸法よりも前記第２の半導体チップの外形寸法が大き
く、前記第１の半導体チップの少なくとも１辺から前記第２の半導体チップの外周部がは
み出した状態で、前記リードフレームの板厚方向に、前記第１の半導体チップから前記第
２の半導体チップの順に積層され、前記インナーリードの先端部が、前記第２の半導体チ
ップの裏面側に配置され、前記第２の半導体チップと前記リードフレームの板厚方向に重
なる構造を有することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の請求項２記載の半導体装置は、請求項１に記載の半導体装置であって、
前記インナーリードの先端部が、前記第１の半導体チップの裏面側に配置され、前記第１
の半導体チップと前記リードフレームの板厚方向に重なる構造を有することを特徴とする
。
【００１９】
　また、本発明の請求項３記載の半導体装置は、請求項２に記載の半導体装置であって、
前記第１の半導体チップの裏面は、前記インナーリードと一体で形成され複数の吊りリー
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ドにより支持されたダイパッドと前記インナーリードの少なくとも一方に固着された構造
を有することを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の請求項４記載の半導体装置は、請求項３に記載の半導体装置であって、
前記第２の半導体チップの裏面が前記第１の金属細線の最高部より上方位置にある状態で
、前記第１の半導体チップの表面と前記第２の半導体チップの裏面とが固着された構造を
有することを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の請求項５記載の半導体装置は、請求項４に記載の半導体装置であって、
前記インナーリードは板厚方向に屈曲した段差部が形成された構造を有することを特徴と
する。
【００２２】
　また、本発明の請求項６記載の半導体装置は、請求項５に記載の半導体装置であって、
前記インナーリードの段差部が複数形成された構造を有することを特徴とする。
　また、本発明の請求項７記載の半導体装置は、インナーリード及びアウターリードを有
するリードフレームと、前記リードフレームの板厚方向の両方側にそれぞれ配置される第
１の半導体チップと第２の半導体チップと、前記第１の半導体チップにおいて前記リード
フレーム側を裏面として表面に形成された電極パッドと前記インナーリードとを接続する
第１の金属細線と、前記第２の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として
表面に形成された電極パッドと前記インナーリードとを接続する第２の金属細線と、前記
インナーリードと前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップと前記第１の金属細
線と前記第２の金属細線を樹脂封止する封止樹脂体とを備え、前記第１の半導体チップの
外形寸法よりも前記第２の半導体チップの外形寸法が大きく、前記第１の半導体チップの
少なくとも１辺から前記第２の半導体チップの外周部がはみ出した状態で、前記リードフ
レームの板厚方向に、前記第１の半導体チップから前記第２の半導体チップの順に積層さ
れ、前記インナーリードの先端部が、前記第２の半導体チップの裏面側に配置され、前記
第２の半導体チップと前記リードフレームの板厚方向に重なる構造を有することを特徴と
する。
【００２３】
　また、本発明の請求項８記載の半導体装置は、請求項７に記載の半導体装置であって、
前記インナーリードの先端部が、前記第１の半導体チップの裏面側に配置され、前記第１
の半導体チップと前記リードフレームの板厚方向に重なる構造を有することを特徴とする
。
【００２４】
　また、本発明の請求項９記載の半導体装置は、請求項８に記載の半導体装置であって、
前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップが、相互に裏面を対向させた状態
で、前記インナーリードと一体で形成され複数の吊りリードにより支持されたダイパッド
と前記インナーリードの少なくとも一方に固着された構造を有することを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の請求項１０記載の半導体装置は、請求項９に記載の半導体装置であって
、前記インナーリードは板厚方向に屈曲した段差部が複数形成された構造を有することを
特徴とする。
【００２６】
　また、本発明の請求項１１記載の半導体装置は、請求項６または請求項１０に記載の半
導体装置であって、前記第１の金属細線が接続される前記インナーリードの第１の金属細
線接続面は、前記第１の半導体チップの表面と同一平面に位置するように形成された構造
を有することを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明の請求項１２記載の半導体装置は、請求項１１に記載の半導体装置であっ
て、前記第２の金属細線が接続される前記インナーリードの第２の金属細線接続面は、前
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記第２の半導体チップの表面と同一平面に位置するように形成された構造を有することを
特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の請求項１３記載の半導体装置の製造方法は、インナーリード及びアウタ
ーリードとなるリードを有するリードフレームを成形する工程と、前記リードフレームの
板厚方向の少なくとも一方側に配置する第１の半導体チップおよび第２の半導体チップの
うち、前記第１の半導体チップを搭載する工程と、前記第１の半導体チップにおいて前記
リードフレーム側を裏面として表面に形成された電極パッドと前記インナーリードとを第
１の金属細線で接続する工程と、前記第１の半導体チップの表面側に、前記第２の半導体
チップを搭載する工程と、前記第２の半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面
として表面に形成された電極パッドと前記インナーリードとを第２の金属細線で接続する
工程と、前記インナーリードと前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップと前記
第１の金属細線と前記第２の金属細線を、封止樹脂体で樹脂封止する工程とを有する半導
体装置の製造方法であって、前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップは、
前記第１の半導体チップの外形寸法よりも前記第２の半導体チップの外形寸法が大きく、
前記第１の半導体チップの少なくとも１辺から前記第２の半導体チップの外周部がはみ出
した状態で、前記リードフレームの板厚方向に積層し、前記インナーリードの先端部は、
前記第２の半導体チップと前記リードフレームの板厚方向に重なるように、前記第２の半
導体チップの裏面側に配置することを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明の請求項１４記載の半導体装置の製造方法は、請求項１３に記載の半導体
装置の製造方法であって、前記インナーリードの先端部は、前記第１の半導体チップと前
記リードフレームの板厚方向に重なるように、前記第１の半導体チップの裏面側に配置す
ることを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明の請求項１５記載の半導体装置の製造方法は、請求項１４に記載の半導体
装置の製造方法であって、前記インナーリードと一体にかつ複数の吊りリードにより支持
させた状態でダイパッドを形成しておき、前記第１の半導体チップの裏面は、前記ダイパ
ッドと前記インナーリードの少なくとも一方に固着することを特徴とする。
【００３１】
　また、本発明の請求項１６記載の半導体装置の製造方法は、請求項１５に記載の半導体
装置の製造方法であって、前記第２の半導体チップの裏面が前記第１の金属細線の最高部
より上方位置にある状態で、前記第１の半導体チップの表面と前記第２の半導体チップの
裏面とを固着することを特徴とする。
【００３２】
　また、本発明の請求項１７記載の半導体装置の製造方法は、請求項１６に記載の半導体
装置の製造方法であって、前記インナーリードは、板厚方向に屈曲した段差部を形成する
ことを特徴とする。
【００３３】
　また、本発明の請求項１８記載の半導体装置の製造方法は、請求項１７に記載の半導体
装置の製造方法であって、前記インナーリードの段差部は、複数形成することを特徴とす
る。
【００３４】
　また、本発明の請求項１９記載の半導体装置の製造方法は、インナーリード及びアウタ
ーリードとなるリードを有するリードフレームを成形する工程と、前記リードフレームの
板厚方向の両方側に配置する第１の半導体チップと第２の半導体チップのうち、前記第１
の半導体チップを前記リードフレームの板厚方向の一方側に搭載する工程と、前記リード
フレームの板厚方向の他方側に、前記第２の半導体チップを搭載する工程と、前記第１の
半導体チップにおいて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電極パッドと
前記インナーリードとを第１の金属細線で接続する工程と、前記第２の半導体チップにお
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いて前記リードフレーム側を裏面として表面に形成された電極パッドと前記インナーリー
ドとを第２の金属細線で接続する工程と、前記インナーリードと前記第１の半導体チップ
と前記第２の半導体チップと前記第１の金属細線と前記第２の金属細線を、封止樹脂体で
樹脂封止する工程とを有する半導体装置の製造方法であって、前記第１の半導体チップお
よび前記第２の半導体チップは、前記第１の半導体チップの外形寸法よりも前記第２の半
導体チップの外形寸法が大きく、前記第１の半導体チップの少なくとも１辺から前記第２
の半導体チップの外周部がはみ出した状態で、前記リードフレームの板厚方向に積層し、
前記インナーリードの先端部は、前記第２の半導体チップと前記リードフレームの板厚方
向に重なるように、前記第２の半導体チップの裏面側に配置することを特徴とする。
【００３５】
　また、本発明の請求項２０記載の半導体装置の製造方法は、請求項１９に記載の半導体
装置の製造方法であって、前記インナーリードの先端部は、前記第１の半導体チップと前
記リードフレームの板厚方向に重なるように、前記第１の半導体チップの裏面側に配置す
ることを特徴とする。
【００３６】
　また、本発明の請求項２１記載の半導体装置の製造方法は、請求項２０に記載の半導体
装置の製造方法であって、前記インナーリードと一体にかつ複数の吊りリードにより支持
させた状態でダイパッドを形成しておき、前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導
体チップは、相互に裏面を対向させた状態で、前記ダイパッドと前記インナーリードの少
なくとも一方に固着することを特徴とする。
【００３７】
　また、本発明の請求項２２記載の半導体装置の製造方法は、請求項２１に記載の半導体
装置の製造方法であって、前記インナーリードは、板厚方向に屈曲した段差部を複数形成
することを特徴とする。
【００３８】
　また、本発明の請求項２３記載の半導体装置の製造方法は、請求項１８または請求項２
２に記載の半導体装置の製造方法であって、前記第１の金属細線が接続される前記インナ
ーリードの第１の金属細線接続面は、前記第１の半導体チップの表面と同一平面に位置す
るように形成することを特徴とする。
【００３９】
　また、本発明の請求項２４記載の半導体装置の製造方法は、請求項２３に記載の半導体
装置の製造方法であって、前記第２の金属細線が接続される前記インナーリードの第２の
金属細線接続面は、前記第２の半導体チップの表面と同一平面に位置するように形成する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００４０】
　以上のように本発明によれば、積層された各半導体チップの電極パッドとインナーリー
ド間を金属細線により接続する場合に短距離接続を可能にすることにより、金属細線の長
さを短縮化するとともに、各半導体チップの電極パッドとインナーリード間の金属細線に
よる配線領域の分離を可能にすることにより、それらの金属細線同士の近接および交差を
なくすことができる。
【００４１】
　以上により、半導体装置の構造としてチップ積層タイプ構造とした場合に、樹脂封止時
の樹脂の流動により従来発生していた金属細線のショートあるいは封止樹脂体からの露出
を防止して、それらに起因する装置不良をなくし、装置の品質をさらに安定かつ向上させ
ることができる。
【００４２】
　また、インナーリードが半導体チップの周縁領域の表面側に重なっていないため、半導
体チップのどの位置にも電極パッドを配置できるので、半導体チップの電極パッドレイア
ウト上の制約をなくすことができる。
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【００４３】
　また、半導体装置の金属細線が短いため、ノイズが低減され、高周波特性が向上する。
さらに、各々の半導体チップの電極パッドから延びる金属細線同士が交差することがない
ので、信号の干渉を防止する効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明の実施の形態を示す半導体装置及びその製造方法について、図面を参照し
ながら具体的に説明する。ここではチップ積層タイプの半導体装置について説明する。
（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１の半導体装置及びその製造方法を、図１、２に示す半導体装置１
００を用いて説明する。
【００４５】
　図１は本実施の形態１の半導体装置１００の製造方法を示す工程断面図である。図１に
おいて、１はリードフレーム、１０１ａと１ｂはリードフレームのインナーリードとアウ
ターリード、２はリードフレームのダイパッド、３は第１の半導体チップ、４は第２の半
導体チップ、５は第１の半導体チップ３の電極パッド、６は第２の半導体チップ４の電極
パッド、７は第１の半導体チップ３の電極パッド５とインナーリード１０１ａを接続する
第１の金属細線、８は第２の半導体チップ４の電極パッド６とインナーリード１０１ａを
接続する第２の金属細線、９ａはダイパッド２に第１の半導体チップ３を固着する接着剤
、９ｂは第１の半導体チップ３に第２の半導体チップ４を固着する接着剤、１０は封止樹
脂体を示すものである。なお、第２の半導体チップ４の外形寸法は第１の半導体チップ３
の外形寸法よりも大きいものとする。
【００４６】
　本実施の形態１における半導体装置１００の製造方法は、まず、図１（ａ）に示すよう
に、金属薄板をエッチング加工またはプレス加工により所望する電極形状に加工してリー
ドフレーム１を作成する。リードフレーム１には、吊りリード（図示せず）とダイパッド
２とインナーリード１０１ａとアウターリード１ｂとが一体に形成される。このとき、イ
ンナーリード１０１ａはダイパッド２の近傍まで延びていて、第２の半導体チップ４の裏
面の周縁部分と重なるように形成される。
【００４７】
　この構造は、第２の半導体チップ４をインナーリード１０１ａの先端よりも内側に位置
する外形寸法に限定させないとともに、インナーリード１０１ａと電極パッド６の距離を
近くするための構成である。したがって、第２の半導体チップ４の外形寸法の制約を少な
くし、後に行うワイヤーボンド工程での第２の金属細線８を短くすることが可能である。
【００４８】
　ダイパッド２は、後に行う封止工程での樹脂の流動を良好にすること、パッケージの厚
みを薄くする等の目的から、リードフレーム１の吊りリードにはディプレス加工が施され
、ダイパッド２が下方に配置されるように、ダウンセットされている。
【００４９】
　また、インナーリード１０１ａには、段差部が形成されており、第１の半導体チップ３
の外側で第１の半導体チップ３に接触しないように、屈曲されている。また、インナーリ
ード１０１ａの先端部は第１の半導体チップ３の裏面の周縁部分と重なるように形成され
る。
【００５０】
　この構造も、第１の半導体チップ３をインナーリード１０１ａの先端よりも内側に位置
する外形寸法に限定させないとともに、インナーリード１０１ａと電極パッド５の距離を
近くするための構成である。したがって、第１の半導体チップ３の外形寸法の制約を少な
くし、後に行うワイヤーボンド工程での第１の金属細線７を短くすることが可能である。
【００５１】
　次に、図１（ｂ）に示すように、第１の半導体チップ３をリードフレーム１のダイパッ
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ド２に接着剤９ａを用いて、ダイボンドする。
　次に、図１（ｃ）に示すように、第１の半導体チップ３の電極パッド５とインナーリー
ド１０１ａを、ワイヤボンディングにより第１の金属細線７で結線することにより、電気
的に接続する。このとき、第１の金属細線７は、長さが短くかつループ高さが低くなるよ
うに接続する。また、後述の図３に示した構成にすることにより、第１の金属細線７の長
さを更に短くすることができる。
【００５２】
　次に、図１（ｄ）に示すように、第２の半導体チップ４の裏面を、第１の半導体チップ
３の表面（上面）に接着剤９ｂを用いて、ダイボンドする。このとき、接着剤９ｂの厚み
は、第２の半導体チップ４の裏面が第１の金属細線７の最上部より高い位置になるように
設定する。また、接着剤９ｂの形成領域は、第１の金属細線７のボンディング領域確保の
ため、第１の半導体チップ３の電極パッド５よりも内側とする。
【００５３】
　次に、図１（ｅ）に示すように、第２の半導体チップ４の電極パッド６とインナーリー
ド１０１ａを、ワイヤボンディングにより第２の金属細線８で結線することにより、電気
的に接続する。このとき、第２の金属細線８は、長さが短くなるように接続する。また、
後述の図３に示した構成にすることにより、第２の金属細線８の長さを更に短くすること
ができる。
【００５４】
　次に、図１（ｆ）に示すように、樹脂封止により封止樹脂体１０を形成する。このとき
、樹脂の流動により、金属細線７、８に衝突し、金属細線７、８に力が加わることにより
、金属細線７、８が変形するが、本実施形態の金属細線７、８は長さが短いため、金属細
線の変形量は、従来に比べて十分少ない。
【００５５】
　その後、アウターリード１ｂをフォーミングし、図２に示す半導体装置１００が完成す
る。
　以下に、本実施の形態１の半導体装置１００及び半導体装置１００の製造方法が奏する
効果を説明する。
【００５６】
　本実施の形態１における半導体装置１００は、従来の半導体装置が備えているダイパッ
ド、吊りリード、アウターリード、第１及び第２の金属細線、第１及び第２の半導体チッ
プ、封止樹脂体に付け加え、導電性材質からなり、その一部が半導体チップの裏面側の周
縁部分と重なるように、従来よりも内側に延伸したインナーリード１０１ａを有している
。
【００５７】
　これにより、インナーリード１０１ａと、半導体チップの電極パッドとの距離は短くな
り、従来よりも短い金属細線で電気的に接続することができる。このことにより、ノイズ
低減が図れ、高周波特性が向上する。
【００５８】
　また、半導体装置１００では、製造工程中において、樹脂の流動により、金属細線に衝
突し金属細線に力が加わっても、金属細線が短いため金属細線の変形量は少ない。つまり
、金属細線のショートを防止することができる。従って、本実施の形態１の半導体装置１
００の製造方法では、電気的接続機能の低下及び喪失を招来することなく半導体装置を製
造することができるため、製造歩留まりが高い半導体装置を製造することができる。
【００５９】
　また、半導体装置１００では、上方に配置される半導体チップ４の電極パッド６と接続
される金属細線８の長さを短く、ループ高さを低くすることができるので、金属細線８が
封止樹脂体１０からの露出する不良を防止することができる。
【００６０】
　更に、下方に配置された第１の半導体チップ３の電極パッド５と接続される第１の金属
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細線７は、上方に配置された第２の半導体チップ４の底面よりも下側に存在するため、第
２の半導体チップ４の電極パッド６と接続される第２の金属細線８と、存在する板厚方向
の高さが異なるため、第１の金属細線７と第２の金属細線８とのショートによる不良を低
減することができる。
【００６１】
　また、第１の半導体チップ３が第２の半導体チップ４よりも十分小さく、第１の半導体
チップ３の電極パッド５とインナーリード１０１ａを結線する第１の金属細線７が、第２
の半導体チップ４の内側に存在する場合は、第１の金属細線７と第２の金属細線８がショ
ートすることはない。そのうえ、第１の金属細線７と第２の金属細線８が接近したり、交
差したりすることがないので、第１の半導体チップ３の信号と第２の半導体チップ４の信
号の干渉を低減できる。
【００６２】
　また、下方に配置された第１の半導体チップ３の表面にインナーリードが形成されてい
ないので、電極パッド５をチップのどの位置にも配置することができる。
　以上をまとめると、本実施の形態１における半導体装置１００及び半導体装置１００の
製造方法は、金属細線が短くできるため、高周波特性が向上し、信号同士の干渉が低減で
きる等、半導体装置として性能が良いこと、製造歩留まりが高いこと、半導体チップにお
ける電極パッドの配置は限定されないことという効果を得られるという点で、従来の半導
体装置よりも優れる。
【００６３】
　なお、インナーリードの形状は、本実施の形態１のインナーリード１０１ａの形状に限
定されない。
　以下、本実施の形態１の他の構成を図３を用いて説明する。そして、本実施の形態１の
半導体装置１００と他の構成の半導体装置１１０とでは、インナーリードの形状のみが異
なる。以下において、本実施の形態１の半導体装置１００と対応する部分には同一符号を
付し、その説明を省略している。
【００６４】
　図３は本実施の形態１の半導体装置１００を変形した他の構成を示す断面図である。こ
の半導体装置１１０におけるインナーリード１１１ａには段差部が複数形成されている。
それ以外の点は、本実施の形態１の半導体装置１００と同一である。
【００６５】
　すなわち、インナーリード１１１ａの段差部は、第２の半導体チップ４の表面（上面）
と同一平面になる第２の金属細線８の接続部を形成するためのアップセット、第２の半導
体チップ４の裏面の周縁部分に配置、且つ第１の半導体チップ３の表面（上面）と同一平
面になる第１の金属細線７の接続部を形成するためのダウンセット、第１の半導体チップ
３の裏面の周縁部分に配置するためのダウンセットにより形成する。それ以外の点に関し
ては、本実施の形態１における半導体装置１００の製造方法、構造、半導体チップを電気
的接続するメカニズムと同一である。
【００６６】
　そして、本実施の形態１の他の構成を示す半導体装置１１０が奏する効果は、本実施の
形態１が奏する上記の効果に付け加え、インナーリード１１１ａの金属細線接続部を半導
体チップの上面と同一平面に形成することにより、金属細線の長さを更に短くでき、樹脂
封止工程の金属細線の変形を防ぐと共に、高周波特性及び信号の干渉の低減効果を更に向
上させることができるというものである。
（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２の半導体装置及びその製造方法を、図４、５に示すように、実施
の形態１の半導体装置１００とは半導体チップの搭載方法が異なる半導体装置２００を用
いて説明する。なお、実施の形態１の半導体装置１００と対応する部分には同一符号を付
し、その説明を省略する。また、第２の半導体チップ４の外形寸法は第１の半導体チップ
３の外形寸法よりも大きいものとする。
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【００６７】
　本実施の形態２の半導体装置２００の製造方法は、まず、図４（ａ）に示すように、金
属薄板をエッチング加工またはプレス加工により所望する電極形状に加工してリードフレ
ーム１を作成する。リードフレーム１には、吊りリード（図示せず）とダイパッド２とイ
ンナーリード２０１ａとアウターリード１ｂとが一体に形成される。このとき、インナー
リード２０１ａはダイパッド２の近傍まで延びていて、第２の半導体チップ４の裏面の周
縁部分と重なるように形成される。
【００６８】
　この構造は、実施の形態１と同様に、第２の半導体チップ４をインナーリード２０１ａ
の先端よりも内側に位置する外形寸法に限定させないとともに、インナーリード２０１ａ
と電極パッド６の距離を近くするための構成である。したがって、第２の半導体チップ４
のチップサイズの制約を少なくし、後に行うワイヤーボンド工程での第２の金属細線８を
短くすることが可能である。
【００６９】
　また、インナーリード２０１ａの先端部は、第１の半導体チップ３の裏面（上面）の周
縁部分と重なるように形成される。
　この構造も、実施の形態１と同様に、第１の半導体チップ３をインナーリード２０１ａ
の先端よりも内側に位置する外形寸法に限定させないとともに、インナーリード２０１ａ
と電極パッド５の距離を近くするための構成である。したがって、第１の半導体チップ３
のチップサイズの制約を少なくし、後に行うワイヤーボンド工程での第１の金属細線７を
短くすることが可能である。
【００７０】
　次に、図４（ｂ）に示すように、第１の半導体チップ３をリードフレーム１のダイパッ
ド２の裏面に接着剤９ａを用いて、ダイボンドする。
　次に、図４（ｃ）に示すように、第２の半導体チップ４をリードフレーム１のダイパッ
ド２の表面に接着剤９ｂを用いて、ダイボンドする。
【００７１】
　次に、図４（ｄ）に示すように、第１の半導体チップ３の電極パッド５とインナーリー
ド２０１ａの裏面（下面）を、ワイヤボンディングにより第１の金属細線７で結線するこ
とにより、電気的に接続する。このとき、第１の金属細線７は、長さが短くかつループ高
さが低くなるように接続する。また、後述の図６に示した構成にすることにより、第１の
金属細線７の長さを更に短くすることができる。
【００７２】
　次に、図４（ｅ）に示すように、第２の半導体チップ４の電極パッド６とインナーリー
ド２０１ａの表面（上面）を、ワイヤボンディングにより第２の金属細線８で結線するこ
とにより、電気的に接続する。このとき、第２の金属細線８は、長さが短くかつループ高
さが低くなるように接続する。また、後述の図６に示した構成にすることにより、第２の
金属細線８の長さを更に短くすることができる。
【００７３】
　次に、図４（ｆ）に示すように、樹脂封止により封止樹脂体１０を形成する。このとき
、樹脂の流動により、金属細線７、８に衝突し、金属細線７、８に力が加わることにより
金属細線７、８が変形するが、本実施の形態２の金属細線７、８は、長さが短いため金属
細線の変形量は少ない。
【００７４】
　その後、アウターリード１ｂをフォーミングし、図５に示す半導体装置２００が完成す
る。
　本実施の形態２における半導体装置２００が奏する効果は、実施の形態１の半導体装置
１００が奏する効果に付け加えて、第１の半導体チップ３と第２の半導体チップ４をダイ
パッド２の表裏面に配置しているため、第１の半導体チップ３の電極パッド５とインナー
リード２０１ａを結線する第１の金属細線７と、第２の半導体チップ４の電極パッド６と
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インナーリード２０１ａを結線する第２の金属細線８との間で、ショートを防止すること
ができるというものである。
【００７５】
　また、半導体チップの上方に半導体チップを搭載しないため、ダイボンディングのさい
に、接着剤の厚みを考慮することはなく、より容易に半導体チップとインナーリード２０
１ａを金属細線で電気的に接続することができる。
【００７６】
　本実施の形態２では、第２の半導体チップ４の外形寸法は第１の半導体チップ３の外形
寸法よりも大きい場合について示したが、第１の半導体チップ３の外形寸法が第２の半導
体チップ４の外形寸法よりも大きくてもかまわない。
【００７７】
　なお、本実施の形態２においても、上記実施の形態１と同様、他の構成を適用すること
ができる。以下、本実施の形態２の他の構成について説明をする。
　図６に示すように、本実施の形態２の他の構成を示す半導体装置２１０においては、イ
ンナーリード２１１ａは段差部が複数形成されている。それ以外の点は、本実施の形態２
の半導体装置２００と同一である。
【００７８】
　すなわち、インナーリード２１１ａの段差部は、第２の半導体チップ４の表面と同一平
面になる第２の金属細線８の接続部を形成するためのアップセット、第２の半導体チップ
４の裏面の周縁部分に配置、且つ第１の半導体チップ３の表面と同一平面になる第１の金
属細線７の接続部を形成するためのダウンセット、第１の半導体チップ３の裏面の周縁部
分に配置するためのアップセットにより形成する。それ以外の点に関しては、本実施の形
態２における半導体装置２００の製造方法、構造、半導体チップを電気的接続するメカニ
ズムと同一である。
【００７９】
　そして、本実施の形態２の他の構成を示す半導体装置２１０が奏する効果は、本実施の
形態２が奏する上記の効果に付け加え、インナーリード２１１ａの金属細線接続部を半導
体チップと同一平面に形成することにより、金属細線の長さを更に短くでき、樹脂封止工
程の金属細線の変形を防ぐと共に、高周波特性及び信号の干渉の低減効果を更に向上させ
ることができるというものである。
【００８０】
　なお、上記の実施の形態１および２では、パッケージはＱＦＰ、ＳＯＰの場合について
示したが、インナーリードがあるパッケージならば、ＱＦＮ、ＳＯＮ等でもかまわない。
また、上記の実施の形態１および２では、ダイパッドを用いる場合について示したが、半
導体チップの裏面をインナーリードに固定できれば、ダイパッドを用いなくてもかまわな
い。
【００８１】
　また、インナーリードの形状は、実施の形態１および２の形状に限定されるものではな
く、第２の半導体チップ４の裏面の周縁部分に重なり、第１の半導体チップ３の近傍まで
延伸され、第１の半導体チップ３の電極パッド５とインナーリード１０１ａを結線する第
１の金属細線７を短くできれば、第１の半導体チップ３の裏面の周縁部分に重ならなくて
かまわない。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明の半導体装置及び半導体装置の製造方法は、チップ積層構造の半導体装置におい
て、金属細線のショートあるいは封止樹脂体からの露出等を防止することができ、品質の
安定した半導体装置を提供することを実現することができるもので、チップ積層タイプの
半導体装置等に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】



(16) JP 2008-27994 A 2008.2.7

10

20

【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置の製造方法における工程順断面図
【図２】同実施の形態１の半導体装置の構造を示す断面図
【図３】同実施の形態１の半導体装置の他の構造を示す断面図
【図４】本発明の実施の形態２の半導体装置の製造方法における工程順断面図
【図５】同実施の形態２の半導体装置の構造を示す断面図
【図６】同実施の形態２の半導体装置の他の構造を示す断面図
【図７】従来の半導体装置の構造を示す断面図
【図８】従来の半導体装置の他の構造を示す断面図
【図９】従来の半導体装置のさらに他の構造を示す断面図
【符号の説明】
【００８４】
　１　　リードフレーム
　１ａ　　インナーリード
　１０１ａ　　インナーリード
　１１１ａ　　インナーリード
　２０１ａ　　インナーリード
　２１１ａ　　インナーリード
　１ｂ　　アウターリード
　２　　ダイパッド
　３　　第１の半導体チップ
　４　　第２の半導体チップ
　５　　電極パッド
　６　　電極パッド
　７　　第１の金属細線
　８　　第２の金属細線
　９ａ　　接着剤
　９ｂ　　接着剤
　１０　　封止樹脂体
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