
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面配置された複数個の半導体チップの各一方の面に設けられた電極に接続される第１
のリードフレームと、前記半導体チップの各他方の面に設けられた電極に接続される第２
のリードフレームと、前記第１及び第２のリードフレームで挟まれる領域に充填されて前
記複数の半導体チップを封止する封止樹脂とを備え

こと
を特徴とするリードレスパッケージ型半導体装置。
【請求項２】
　

前記複数個の半導体チップのうち一
部の半導体チップはその裏面の電極が第１のリードフレームに接続され、その表面の電極
が第２のリードフレームに接続され、他の半導体チップはその裏面の電極が第２のリード
フレームに接続され、その表面の電極が リードフレームに接続され、少なくとも一
方のリードフレームを介して前記複数個の半導体チップの各電極が相互に電気接続されて
いることを特徴とす ードレスパッケージ型半導体装置。
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、前記複数個の半導体チップは一方の
面にドレイン電極が配設され、他方の面にゲート電極及びソース電極が配設された２つの
縦型ＭＯＳトランジスタチップとして構成され、前記２つの縦型ＭＯＳトランジスタチッ
プの各ドレイン電極は前記第１のリードフレームを介して相互に電気接続されている

平面配置された複数個の半導体チップの各一方の面に設けられた電極に接続される第１
のリードフレームと、前記半導体チップの各他方の面に設けられた電極に接続される第２
のリードフレームと、前記第１及び第２のリードフレームで挟まれる領域に充填されて前
記複数の半導体チップを封止する封止樹脂とを備え、

第１の

るリ



【請求項３】
　前記第１及び第２のリードフレームはそれぞれ導電板で構成され、その少なくとも一方
は、全厚みが残された全厚み領域と、表面側のみがハーフエッチングされた半厚み領域と
を備えており、前記全厚み領域の表面側が外部電極として構成されていることを特徴とす
る請求項 記載のリードレスパッケージ型半導体装置。
【請求項４】
　前記第１のリードフレームは平板状の導電板で構成されていることを特徴とする請求項

に記載のリードレスパッケージ型半導体装置。
【請求項５】
　前記第１及び第２のリードフレームは前記封止樹脂の両面において露出されていること
を特徴とする請求項 に記載のリードレスパッケージ型半導体装置。
【請求項６】
　前記第１のリードフレームは絶縁板の内面に導電パターンが形成された構成であること
を特徴とする請求項 に記載のリードレスパッケージ型半導体装置。
【請求項７】
　第１のリードフレームに複数個の チップを平面配置し、当該

チップの下側に向けられた 電極を前記第１のリードフレー
ムに接続する工程と、前記複数個の チップ上に第２のリードフレ
ームを載置し、前記 チップの上側に向けられた

を前記第２のリードフレームに接続する工程と、前記第１及び第２のリードフレ
ームで挟まれた空間に樹脂を充填して前記複数個の チップを樹脂
封止する工程と、前記複数個の チップのうち所定数の

チップ毎に前記第１及び第２リードフレーム並びに前記封止樹脂を全厚さに
わたって切断し、当該所定数の チップを含む個片のパッケージに
切断分離する工程とを含むことを特徴とする パッケージ型半導体装置の製造方
法。
【請求項８】
　第２のリードフレームに複数個の チップを平面配置し、当該

チップの下側に向けられた を前記第２の
リードフレームに接続する工程と、前記複数個の チップ上に第１
のリードフレームを載置し、前記 の上側に向けられた 電
極を前記第１のリードフレームに接続する工程と、前記第１及び第２のリードフレームで
挟まれた空間に樹脂を充填して前記複数個の チップを樹脂封止す
る工程と、前記複数個の チップのうち所定数の

チップ毎に前記第１及び第２リードフレーム並びに前記封止樹脂を全厚さにわたっ
て切断し、当該所定数の チップを含む個片のパッケージに切断分
離する工程とを含むことを特徴とする パッケージ型半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　第１のリードフレームに１つ以上の第１の半導体チップを平面配置し、当該半導体チッ
プの下側に向けられた裏面の電極を前記第１のリードフレームに接続する工程と、第２の
リードフレームに１つ以上の第２の半導体チップを平面配置し、当該半導体チップの下側
に向けられた裏面の電極を前記第２のリードフレームに接続する工程と、前記第１のリー
ドフレームと第２のリードフレームを互いに向かい合わせ、前記第１の半導体チップの表
面の電極を前記第２のリードフレームに接続すると同時に前記第２の半導体チップの表面
の電極を前記第１のリードフレームに接続する工程と、前記第１及び第２のリードフレー
ムで挟まれた空間に樹脂を充填して前記複数個の半導体チップを樹脂封止する工程と、前
記複数個の半導体チップのうち所定数の数の半導体チップ毎に前記第１及び第２リードフ
レーム並びに前記封止樹脂を全厚さにわたって切断し、当該所定数の半導体チップを含む
個片のパッケージに切断分離する工程とを含むことを特徴とする パッケージ型
半導体装置の製造方法。
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【請求項１０】
　前記第１又は第２のリードフレームの少なくとも一方は、表面側の一部領域をハーフエ
ッチングする工程と、裏面側の前記一部領域と重なる領域及び他の領域をハーフエッチン
グ 工程とを含ん
で形成されることを特徴とする請求項 のいずれかに記載のリードレスパッケ
ージ型半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２のリードフレームのみを表面及び裏面をハーフエッチングすることを特徴とす
る請求項 に記載のリードレスパッケージ型半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はリードレスパッケージ型半導体装置とその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　リードレスパッケージ型の半導体装置（以下、リードレスパッケージと称する）は、半
導体チップを封止した封止樹脂から外部接続用の電極としてのリードが突出されていない
ため、パッケージの外形寸法が封止樹脂の外形寸法と同一に構成できるため、半導体装置
の小型化、薄型化に有利である。このようなリードレスパッケージとして特許文献１に記
載の技術がある。この特許文献１の技術は、図１６（ａ）に示すように、半導体チップ３
０１を樹脂パッケージ３０２で封止しており、樹脂パッケージ３０２の底面に設けられた
樹脂突起３０３の表面に外部接続用のリードとしての金属膜３０４を形成し、この金属膜
３０４と半導体チップ３０１の電極３０５とをボンディングワイヤ３０６により電気接続
した構成である。
【特許文献１】特許第３０７４２６４号明細書
【０００３】
　この特許文献１の技術は、図には表れないがリードフレームを利用して半導体チップ３
０１を支持した状態で金属膜３０４に対してボンディングワイヤ３０６の接続、及び樹脂
パッケージ３０２の形成を行い、その後にリードフレームを除去する製造技術が採用され
ているが、リードフレームに半導体チップをマウントし、当該リードフレームを残した構
成のリードレスパッケージも提案されている。図１６（ｂ）はその例であり、リードフレ
ーム４０２上に半導体チップ４０１を搭載し、半導体チップ４０１と外部接続用のリード
４０３との間をボンディングワイヤ４０４により電気接続した上で半導体チップ４０１及
びボンディングワイヤ４０４等を封止樹脂４０５により一括封止し、その後にリードフレ
ーム４０４を切断分離して個々のパッケージを形成するものである。このように図１６（
ａ）に示した特許文献１のリードレスパッケージ、あるいは図１６（ｂ）に示したリード
レスパッケージでは、外部接続用のリードがパッケージの外形寸法と同一寸法に形成され
るためパッケージの小型化、薄型化に有利である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のリードレスパッケージの構成では、半導体チップと外部接続用のリードとをボン
ディングワイヤで接続しているため、ボンディングヤイヤが半導体チップのエッジ部に短
絡しないようなループ形状を必要とするための高さ寸法だけパッケージの高さ寸法が必要
であり、パッケージの小型化、特に薄型化を進める上での障害になる。また、半導体チッ
プとリードとを細いボンディングワイヤで接続しているため、複数個の半導体チップに対
してそれぞれワイヤボンディングの工程が必要であり、製造工数が多くなるという問題も
ある。さらに、ボンディングワイヤの電気抵抗が大きく、リードレスパッケージの高速動
作の点で好ましくないという問題もある。
【０００５】
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し、前記一部領域と重なる領域では全厚みにわたってエッチング除去する
７，８及び９

７又は８



　これらの問題のうち、電気抵抗の問題に対しては、従来では、図１６（ｂ）の構成に対
し、図１７（ａ）のように、ボンディングワイヤに代えて金属板片４０６で半導体チップ
４０１とリード４０３とを接続するパッケージ形態や、図１７（ｂ）のように、リードフ
レーム４０２の一部を金属片端子４０７として延長して半導体チップ４０１に接続するパ
ッケージ形態が提案されている。これらの技術では、金属板片や金属片端子をボンディン
グワイヤよりも低抵抗化できるためパッケージにおける電気抵抗を低減し、高速動作を実
現する上では有利である。しかしながら、これらの改善された技術においても、金属板片
や金属片端子によってパッケージの薄型化を図ることは困難であり、また、個々の半導体
チップに対して金属板片や金属片端子を接続するための工程が必要であり、製造工数を低
減することは困難である。
【０００６】
　本発明の目的は、パッケージの小型化、薄型化を図るとともに半導体チップとリードと
の電気抵抗を低減し、しかも製造工数を削減することが可能なリードレスパッケージ及び
その製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、平面配置された複数個の半導体チップの各一方の面に設けられた電極に接続
される第１のリードフレームと、半導体チップの各他方の面に設けられた電極に接続され
る第２のリードフレームと、第１及び第２のリードフレームで挟まれる領域に充填されて
複数の半導体チップを封止する封止樹脂とを備え

ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の第１の製造方法は、第１のリードフレームに複数個の
チップを平面配置し、当該 チップの下側に向けられた 電
極を前記第１のリードフレームに接続する工程と、複数個の チッ
プ上に第２のリードフレームを載置し、 チップの上側に向けられ
た を第２のリードフレームに接続する工程と、第１及び第２の
リードフレームで挟まれた空間に樹脂を充填して前記複数個の チ
ップを樹脂封止する工程と、複数個の チップのうち所定数の

チップ毎に第１及び第２リードフレーム並びに封止樹脂を全厚さにわ
たって切断し、当該所定数の チップを含む個片のパッケージに切
断分離する工程とを含むことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第２の製造方法は、第２のリードフレームに複数個の
チップを平面配置し、当該 チップの下側に向けられた

を第２のリードフレームに接続する工程と、複数個の
チップ上に第１のリードフレームを載置し、 の上側に向けら

れた 電極を第１のリードフレームに接続する工程と、第１及び第２のリードフレ
ームで挟まれた空間に樹脂を充填して複数個の チップを樹脂封止
する工程と、複数個の チップのうち所定数の

チップ毎に第１及び第２リードフレーム並びに封止樹脂を全厚さにわたって切断し、
当該所定数の チップを含む個片のパッケージに切断分離する工程
とを含むことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第３の製造方法は、第１のリードフレームに１つ以上の第１の半導体チップを
平面配置し、当該半導体チップの下側に向けられた裏面の電極を第１のリードフレームに
接続する工程と、第２のリードフレームに１つ以上の第２の半導体チップを平面配置し、
当該半導体チップの下側に向けられた裏面の電極を第２のリードフレームに接続する工程
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、複数個の半導体チップは一方の面にド
レイン電極が配設され、他方の面にゲート電極及びソース電極が配設された２つの縦型Ｍ
ＯＳトランジスタチップとして構成され、２つの縦型ＭＯＳトランジスタチップの各ドレ
イン電極は第１のリードフレームを介して相互に電気接続されている
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と、第１のリードフレームと第２のリードフレームを互いに向かい合わせ、第１の半導体
チップの表面の電極を第２のリードフレームに接続すると同時に第２の半導体チップの表
面の電極を第１のリードフレームに接続する工程と、第１及び第２のリードフレームで挟
まれた空間に樹脂を充填して複数個の半導体チップを樹脂封止する工程と、複数個の半導
体チップのうち所定数の数の半導体チップ毎に第１及び第２リードフレーム並びに封止樹
脂を全厚さにわたって切断し、当該所定数の半導体チップを含む個片のパッケージに切断
分離する工程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の半導体装置によれば、 チップの

を第１及び第２のリードフレームに直接接続し、これら第１及
び第２のリードフレーム間に封止樹脂を充填して チップを封止し
た構成としているので、 チップの電極とリードフレームとを電気
接続するためのボンディングワイヤ等が不要になり、リードレスパッケージの高さ寸法を
低減し、小型化、薄型化が可能になる。また、ボンディングワイヤ等が不要になることで
、 チップとリードフレームとの間の電気抵抗を低減し、高速動作
を実現する上で有利になる。また、個々の チップに対するボンデ
ィングワイヤ等の接続工程が不要になり、製造工数を低減することが可能になる。
【００１２】
　本発明の製造方法によれば、小型でかつ薄型のリードレスパッケージを容易に製造する
ことが可能になるとともに、個々の半導体チップに対するボンディングワイヤ等の接続工
程が不要になり、製造工数を低減することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　

【００１４】
　本発明の においては、第１及び第２のリードフレー
ムはそれぞれ導電板で構成され、その少なくとも一方は、全厚みが残された全厚み領域と
、表面側のみがハーフエッチングされた半厚み領域とを備えており、全厚み領域の表面側
が外部電極として構成されることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明 においては、第１のリードフレームは
平板状の導電板で構成される。また、第１及び第２のリードフレームは封止樹脂の両面に
おいて露出される。あるいは、

【実施例１】
【００１６】
　次に、本発明の実施例を図面を参照して説明する。図１は本発明をＭＯＳＦＥＴ素子か
らなる半導体チップ（以下、ＭＯＳチップと称する）を一体的にパッケージしたリードレ
スパッケージ型半導体装置（以下、リードレスパッケージＬＬＰと称する）の実施例１の
概略構成斜視図であり、同図（ａ）は上面側から見た図、（ｂ）は下面側から見た図であ
る。図２は封止樹脂を除いた部分分解斜視図、図３は図１（ａ）のＡＡ線に沿う縦断面図
である。この実施例１のリードレスパッケージＬＬＰは２つのＭＯＳチップをパッケージ
した構成例であり、第１のリードフレームＬ１上に同一構成をした第１及び第２の２つの
ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２が平面配置され、各ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２の各裏面の
ドレイン電極において共通外部ドレイン電極ＴＤとしての前記第１のリードフレームＬ１
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２つの縦型ＭＯＳトランジスタ ドレイン電極と
ゲート電極及びソース電極

縦型ＭＯＳトランジスタ
縦型ＭＯＳトランジスタ

縦型ＭＯＳトランジスタ
縦型ＭＯＳトランジスタ

本発明の製造方法においては、第１又は第２のリードフレームの少なくとも一方は、表
面側の一部領域をハーフエッチングする工程と、裏面側の前記一部領域と重なる領域及び
他の領域をハーフエッチングし、当該一部領域と重なる領域では全厚みにわたってエッチ
ング除去する工程とを含んで形成する。あるいは、第２のリードフレームのみを表面及び
裏面をハーフエッチングする。

リードレスパッケージ型半導体装置

リードレスパッケージ型半導体装置

第１のリードフレームは絶縁板の内面に導電パターンが形
成された構成とされる。



上に固定されている。また、前記２つのＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２の表面上には第１及
び第２の外部ゲート電極ＴＧ１，ＴＧ２と、第１及び第２の外部ソース電極ＴＳ１，ＴＳ
２を構成している第２のリードフレームＬ２が載置され、各ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２
の表面に形成された複数の電極に接続されている。前記第１及び第２のリードフレームＬ
１，Ｌ２は前記２つのＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２を挟み込むのに必要な最小面積の寸法
に形成されており、これら第１及び第２のリードフレームＬ１，Ｌ２の間に樹脂Ｒが充填
され、前記２つのＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２を樹脂封止してリードレスパッケージＬＬ
Ｐを構成している。
【００１７】
　前記第１及び第２の２つのＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２はそれぞれ図４に断面構造を示
すように、パワーＭＯＳＦＥＴとして形成されている。ここでは、ｎ +  型基板１０１上に
ｎ -  型エピタキシャル層１０２が形成されており、このｎ -  型エピタキシャル層１０２の
主面にｐ型ベース層１０３が形成され、このｐ型ベース層１０３にｎ +  型ソース層１０４
が形成されている。前記ｎ -  型エピタキシャル層１０２の表面にはゲート絶縁膜１０５が
形成され、前記ｎ +  型ソース層１０４で挟まれた領域にはポリシリコンゲート１０６が形
成される。また、ポリシリコンゲート１０６を覆う層間絶縁膜１０７には前記ｐ型ベース
層１０３ないしｎ +  型ソース領域１０４を含む領域にソースコンタクトホール１０８が開
口され、このソースコンタクトホール１０８には金属膜からなるソース電極１０９（図２
のＳ１，Ｓ２）が形成される。また、前記ポリシリコンゲート１０６の上層には金属膜か
らなるゲート電極１１０（図２のＧ１，Ｇ２）が形成され、これらのゲート電極１１０及
びソース電極１０９にはそれぞれ図２に示したような金バンプ（あるいは半田ボール）Ｂ
が形成される。また、ｎ +  型基板１０１の裏面には金属膜からなるドレイン電極１１１（
図２のＤ１，Ｄ２）が形成される。
【００１８】
　前記２つのＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２は、図５に等価回路を示すように、それぞれの
ドレイン電極Ｄ１，Ｄ２が相互に電気接続され、リードレスパッケージとしての共通外部
ドレイン電極ＴＤとして構成されている。また、前記第１及び第２の各ＭＯＳチップＭＣ
１，ＭＣ２の各ゲート電極Ｇ１，Ｇ２、ソース電極Ｓ１，Ｓ２はそれぞれ独立してパッケ
ージの第１外部ゲート電極ＴＧ１、第２外部ゲート電極ＴＧ２、並びに第１外部ソース電
極ＴＳ１、第２外部ソース電極ＴＳ２として構成されている。そして、前記第１のリード
フレームＬ１によって前記共通外部ドレイン電極ＴＤが構成され、前記第２のリードフレ
ームＬ２によって前記第１及び第２の各外部ゲート電極ＴＧ１，ＴＧ２及び外部ソース電
極ＴＳ１，ＴＳ２が構成されている。
【００１９】
　前記第１のリードフレームＬ１は平坦な金属板で形成されており、前述のように２つの
ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２の各ドレイン電極Ｄ１，Ｄ２が共通に接続され、共通外部ド
レイン電極ＴＤとして構成されている。前記第２のリードフレームＬ２は平坦な金属板を
所要のパターンにエッチング形成してゲート電極配線部ＨＧ１，ＨＧ２とソース電極配線
部ＨＳ１，ＨＳ２が形成されている。そして、前記ゲート電極配線部ＨＧ１，ＨＧ２、ソ
ース電極配線部ＨＳ１，ＨＳ２にそれぞれ各ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２の各ゲート電極
Ｇ１，Ｇ２、ソース電極Ｓ１，Ｓ２が前記金バンプＢによって接続されている。また、前
記ゲート電極配線部ＨＧ１，ＨＧ２とソース電極配線部ＨＳ１，ＨＳ２の一部領域は第２
のリードフレームＬ２の外面から突出されており、この突出された領域が前記外部ゲート
電極ＴＧ１，ＴＧ２、及び外部ソース電極ＴＳ１，ＴＳ２として形成されている。そして
、前記封止樹脂Ｒは前記第１及び第２のリードフレームＬ１，Ｌ２の間に充填されて前記
ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２を封止しているが、封止樹脂Ｒの一部は前記外部ゲート電極
ＴＧ１，ＴＧ２及び外部ソース電極ＴＳ１，ＴＳ２を除く領域において第２のリードフレ
ームＬ２の外面を覆うように形成されている。
【００２０】
　ここで、実施例１でのリードレスパッケージＬＬＰにおける共通ドレイン電極ＴＤは必
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ずしも外部に対して電気接続を行うことが必要とされるものではないが、この実施例１で
は第１のリードフレームＬ１は封止樹脂Ｒの外面に露出しているので、図５に示すように
、外部に電気接続を行うことが可能な共通外部ドレイン電極ＴＤとして構成されているも
のである。なお、共通ドレイン電極に対する外部接続が不要な場合には、第１のリードフ
レームを封止樹脂によって被覆するように構成してもよい。あるいは、第１のリードフレ
ームは絶縁基板の内面にドレイン電極を短絡することが可能な導電膜を形成した構成とし
てもよい。
【００２１】
　実施例１のリードレスパッケージＬＬＰでは、ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２のドレイン
電極Ｄ１，Ｄ２を第１のリードフレームＬ１に直接接続し、ゲート電極Ｇ１，Ｇ２及びソ
ース電極Ｓ１，Ｓ２を第２のリードフレームＬ２に直接接続した構成としているので、Ｍ
ＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２のゲート電極やソース電極を電気接続するためのボンディング
ワイヤ、金属板片、金属片端子等が不要になり、ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２の上面と第
２のリードフレームＬ２との間の高さ寸法を低減し、リードレスパッケージの小型化、薄
型化が可能になる。また、ボンディングワイヤ、金属板片、金属片端子等が不要になるこ
とで、ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２と第２のリードフレームＬ２との間の電気抵抗を低減
し、高速動作を実現する上で有利になる。また、個々のＭＯＳチップに対するボンディン
グワイヤ等の接続工程が不要になり、製造工数を低減することが可能になる。
【００２２】
　図６は実施例１のリードレスパッケージＬＬＰの第１の製造方法を説明するための工程
断面図である。図６（ａ）のように、半導体ウェハに形成された複数個のＭＯＳチップは
ダイシングによって個片に切断分離された後、個々のＭＯＳチップのうち第１のＭＯＳチ
ップＭＣ１と第２のＭＯＳチップＭＣ２はそれぞれ組み合わされた状態で裏面のドレイン
電極Ｄ１，Ｄ２を下側に向けて平板の金属材からなる第１のリードフレームＬ１上の所定
位置に順次配列され当該ドレイン電極Ｄ１，Ｄ２において銀ペースト等によってチップマ
ウントが行われる。なお、ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２が同一種類のものであれば、前記
個々のＭＯＳチップを区別することなく第１のリードフレームＬ１上にマウントする。次
いで、図６（ｂ）のように、第１のリードフレームＬ１上に第２のリードフレームＬ２が
被せられ、個々のＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２のゲート電極Ｇ１，Ｇ２、ソース電極（図
６には表れない）に設けられている金バンプ（或いは半田ボール）Ｂによって第２のリー
ドフレームＬ２に対する接続が行われる。この接続では第２のリードフレームＬ２をＭＯ
ＳチップＭＣ１，ＭＣ２に対して加熱しながら加圧することで金バンプＢによる熱圧着が
行われる。
【００２３】
　ここで第２のリードフレームＬ２は、図２に示したように、前記ＭＯＳチップＭＣ１，
ＭＣ２のゲート電極Ｇ１，Ｇ２及びソース電極Ｓ１，Ｓ２に対して電気接続を行うための
ゲート電極配線部ＨＧ１，ＨＧ２及びソース電極配線部ＨＳ１，ＨＳ２に相当するパター
ン領域を残して金属板を内面側から半分の厚みでハーフエッチング除去し、一方、前記ゲ
ート電極配線部ＨＧ１，ＨＧ２及びソース電極配線部ＨＳ１，ＨＳ２の一部領域、すなわ
ち外部ゲート電極ＴＧ１，ＴＧ２及び外部ソース電極ＴＳ１，ＴＳ２として構成される領
域以外の領域では金属板を外面側から半分の厚みでハーフエッチング除去して形成してい
る。これにより、前記外部ゲート電極ＴＧ１，ＴＧ２及び外部ソース電極ＴＳ１，ＴＳ２
として構成される領域では金属板が全厚みにわたって残され、前記ゲート電極配線部ＨＧ
１，ＨＧ２及びソース電極配線部ＨＳ１，ＨＳ２の領域では金属板が半厚みに残され、そ
の他の領域では金属板が全厚みにわたって除去された構成となる。
【００２４】
　しかる後、図６（ｃ）のように、モールド樹脂成形法等によって第１のリードフレーム
Ｌ１及び第２のリードフレームＬ２の間に封止樹脂Ｒを充填し、ＭＯＳチップＭＣ１，Ｍ
Ｃ２を樹脂封止する。このとき、第１及び第２のリードフレームＬ１，Ｌ２はそれぞれ表
面が露呈された状態で樹脂封止を行うが、図１（ａ）に示したように、封止樹脂Ｒの一部
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は第２のリードフレームＬ２の全厚みにわたって除去した領域に充填されるとともに、ゲ
ート電極配線部ＨＧ１，ＨＧ２及びソース電極配線部ＨＳ１，ＨＳ２の領域では封止樹脂
Ｒによって外面が覆われ、外部ゲート電極ＴＧ１，ＴＧ２及び外部ソース電極ＴＳ１，Ｔ
Ｓ２においてのみ露呈された状態となる。しかる後、図６（ｄ）のように、第１及び第２
のリードフレームＬ１，Ｌ２、並びに封止樹脂Ｒを全厚さにわたって切断し、個々のパッ
ケージに切断分離する。これにより図１に示したリードレスパッケージＬＬＰが完成され
る。
【００２５】
　この第１の製造方法では、図６（ａ）のＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２を第１のリードフ
レームＬ１上にチップマウントする工程では、ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２のゲート電極
Ｇ１，Ｇ２及びソース電極Ｓ１，Ｓ２、すなわち各電極の金バンプＢが上面に露呈されて
いるので、これらの電極を基準にして各ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２の位置決めを高い精
度で行うことが可能である。また、図６（ｂ）の工程では、上面に露呈されたゲート電極
Ｇ１，Ｇ２やソース電極Ｓ１，Ｓ２に対して第２のリードフレームＬ２の位置決めを容易
行うことができるため、ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２に対する第２のリードフレームＬ２
の位置決めを高い精度で行うことが可能である。これにより、特にゲート電極Ｇ１，Ｇ２
及びソース電極Ｓ１，Ｓ２に対する第２のリードフレームＬ２のゲート電極配線部ＨＧ１
，ＨＧ２及びソース電極配線部ＨＳ１，ＨＳ２の電気接続の信頼性を高めることが可能に
なる。
【００２６】
　図７は実施例１のリードレスパッケージの第２の製造方法を説明するための工程断面図
である。図７（ａ）のように、半導体ウェハに形成された複数個のＭＯＳチップＭＣ１，
ＭＣ２はダイシングによって個片に切断分離された後、個々のＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ
２は表面を下側に向けて第２のリードフレームＬ２上に位置決めされながら載置され、Ｍ
ＯＳチップの上側の裏面側から加圧されながらゲート電極Ｇ１，Ｇ２及びソース電極Ｓ１
，Ｓ２が各金バンプＢによって第２のリードフレームＬ２にフリップチップマウントされ
る。第２のリードフレームＬ２は外部ゲート電極ＴＧ１，ＴＧ２及び外部ソース電極ＴＳ
１，ＴＳ２が全厚みで残され、ゲート電極配線部ＨＧ１，ＨＧ２及びソース電極配線部Ｈ
Ｓ１，ＨＳ２の各領域が半厚みで残されるようにエッチング形成され、その他の領域が全
厚みわたってエッチング除去されていることは第１の製造方法の第２のリードフレームと
同じである。次いで、図７（ｂ）のように、各ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２上に平坦な金
属板からなる第１のリードフレームＬ１が被せられ、各ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２の裏
面のドレイン電極Ｄ１，Ｄ２が銀ペースト等によって共通外部ドレイン電極ＴＤとしての
第１のリードフレームＬ１にマウントが行われる。次いで、図７（ｃ）のように、モール
ド樹脂成形法等によって第１のリードフレームＬ１及び第２のリードフレームＬ２の間に
封止樹脂Ｒを充填し、ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２を樹脂封止する。このとき、第１及び
第２のリードフレームＬ１，Ｌ２はそれぞれ表面が露呈される状態に樹脂封止を行う。ま
た、封止樹脂Ｒの一部はゲート電極配線部ＨＧ１，ＨＧ２及びソース電極配線部ＨＳ１，
ＨＳ２の表面を覆うように形成される。しかる後、図７（ｄ）のように、第１及び第２の
リードフレームＬ１，Ｌ２、並びに封止樹脂Ｒを全厚みにわたって切断し、個々のパッケ
ージに切断分離する。
【００２７】
　第２の製造方法によっても第１の製造方法と同様に実施例１のリードレスパッケージＬ
ＬＰが製造できる。第２の製造方法では、ＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２の表面を下側に向
けて第２のリードフレームＬ２にチップマウントしているため、ＭＯＳチップＭＣ１，Ｍ
Ｃ２のゲート電極Ｇ１，Ｇ２及びソース電極Ｓ１，Ｓ２を上方から確認することが難しい
ため、第２のリードフレームＬ２に対するＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２の各電極の位置決
め精度を高めるためには第１の製造方法の方が有利である。その一方で、第２の製造方法
では個々のＭＯＳチップＭＣ１，ＭＣ２をハンドリングした状態で第２のリードフレーム
Ｌ２に対して加圧しながら加熱してチップマウントを行うことができ、その後は銀ペース
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トによって第１のリードフレームＬ１に対してドレイン電極Ｄ１，Ｄ２をマウントするだ
けでよいため、第１の製造方法のように複数のＭＯＳチップに対して第２のリードフレー
ムを一括して金バンプによる接続を行う場合に比較してＭＯＳチップの各面の各電極に対
するマウント作業は第１の製造方法よりも容易である。
【実施例２】
【００２８】
　図８は本発明の実施例２のリードレスパッケージＬＬＰの概略斜視図、図９は封止樹脂
を除いた部分分解斜視図、図１０はその縦断面図である。なお、実施例２において実施例
１と等価な部分には同一符号を付してある。実施例２では、第１のリードフレームＬ１と
第２のリードフレームＬ２との間に２つの半導体チップを挟んだ状態で実装している構成
は実施例１と同じであるが、一方の半導体チップはＭＯＳチップＭＣであり、他方の半導
体チップはダイオードチップＤＣで構成されている。また、第１及び第２のリードフレー
ムＬ１，Ｌ２はいずれも所要のパターンをした各電極配線部が構成されている。ここでは
、第１のリードフレームＬ１にはドレイン電極配線部ＨＤ及びアノード電極配線部ＨＡが
一体に形成されている。また、第２のリードフレームＬ２にはゲート電極配線部ＨＧ、ソ
ース電極配線部ＨＳ、カソード電極配線部ＨＫが形成されている。これらの各配線部の製
造は実施例１の第２のリードフレームＬ２と同様に、各リードフレームＬ１，Ｌ２の表面
側と裏面側からそれぞれ所要のパターンでハーフエッチングすることで、各電極配線部Ｈ
Ｄ，ＨＡ，ＨＧ，ＨＳ，ＨＫを半厚みの構成とし、ゲート、ソース、ドレイン、カソード
の各外部電極ＴＧ，ＴＳ，ＴＤ，ＴＫを全厚みの構成とし、その他の領域を全厚みにわた
って除去した構成としている。
【００２９】
　そして、ＭＯＳチップＭＣは第１のリードフレームＬ１のドレイン電極配線部ＨＤに対
してはドレイン電極を接続し、第２のリードフレームＬ２のゲート電極配線部ＨＧ及びソ
ース電極配線部ＨＳに対してはゲート電極Ｇとソース電極Ｓを接続している。一方、ダイ
オードチップＤＣは第１のリードフレームＬ１のアノード電極配線部ＨＡに対してはアノ
ード電極Ａを接続し、第２のリードフレームＬ２のカソード電極配線部ＨＫに対してはカ
ソード電極Ｋを接続している。また、第１のリードフレームＬ１と第２のリードフレーム
Ｌ２との間に封止樹脂Ｒを充填してＭＯＳチップＭＣとダイオードチップＤＣを封止して
いること、並びに封止樹脂Ｒの一部は各リードフレームＬ１，Ｌ２の各電極配線部ＨＧ，
ＨＳ，ＨＫ，ＨＤ，ＨＡを覆うように形成され、各外部電極ＴＧ，ＴＳ，ＴＫ，ＴＤのみ
が露出されていることは実施例１のリードレスパッケージと同じである。また、各リード
レスパッケージは個片に切断分離して形成されていることも実施例１と同じである。
【００３０】
　なお、実施例２のリードレスパッケージＬＬＰの等価回路は図１１の通りであり、ＭＯ
ＳチップＭＣのドレイン電極ＤとダイオードチップＤＣのアノード電極Ａが第１のリード
フレームＬ１に設けられたドレイン電極配線部ＨＤとアノード電極配線部ＨＡを介して外
部ドレイン電極ＴＤに接続されており、ＭＯＳチップＭＣのゲート電極Ｇ及びソース電極
ＳとダイオードチップＤＣのカソード電極Ｋが第２のリードフレームＬ２に設けられた外
部ゲート電極ＴＧ、外部ソース電極ＴＳ、外部カソード電極ＴＫに接続され、各外部の電
極がリードレスパッケージの外部電極として構成されている。
【００３１】
　この実施例２のリードレスパッケージＬＬＰにおいては、ＭＯＳチップＭＣのゲート、
ソース、ドレインＧ，Ｓ，Ｄの各電極を第１及び第２の各リードフレームＬ１，Ｌ２に直
接接続し、またダイオードチップＤＣのアノード電極Ａとカソード電極Ｋを第１及び第２
のリードフレームＬ１，Ｌ２に直接接続しているので、ＭＯＳチップＭＣやダイオードチ
ップＤＣの各電極と各外部電極とを接続するためのボンディングワイヤ、クリップ、ビー
ムリード等が不要になり、第１と第２のリードフレームＬ１，Ｌ２の間の高さ寸法を低減
し、リードレスパッケージの小型化、薄型化が可能になる。また、同時にＭＯＳチップＭ
Ｃ及びダイオードチップＤＣと第１及び第２のリードフレームＬ１，Ｌ２との間の電気抵

10

20

30

40

50

(9) JP 3759131 B2 2006.3.22



抗を低減し、高速動作を実現する上で有利になる。また、個々のチップに対するボンディ
ングワイヤ等の接続工程が不要となり、製造工数を低減することが可能になる。
【００３２】
　実施例２のリードレスパッケージＬＬＰの製造方法、すなわち本発明の第３の製造方法
は、図１２（ａ）のように、第１及び第２のリードフレームＬ１，Ｌ２をそれぞれ表面側
及び裏面側からハーフエッチングして第１のリードフレームＬ１ではドレイン電極配線部
ＨＤとアノード電極配線部ＨＡを形成し、第２のリードフレームＬ２ではゲート電極配線
部ＨＧ、ソース電極配線部ＨＳ、及びカソード電極配線部ＨＫを形成する。しかる後、Ｍ
ＯＳチップＭＣを第１のリードフレームＬ１のドレイン電極配線部ＨＤに対してドレイン
電極Ｄをチップマウントする。また、図１２（ｂ）のように、ダイオードチップＤＣを第
２のリードフレームＬ２のカソード電極配線部ＨＫに対してカソード電極Ｋをチップマウ
ントする。次いで、図１２（ｃ）のように、第２のリードフレームＬ２上に第１のリード
フレームＬ１を上下反転した状態で被せ、第１のリードフレームＬ１にマウントしてある
ＭＯＳチップＭＣのゲート電極Ｇ及びソース電極Ｓ（図１２には図示せず）を第２のリー
ドフレームＬ２のゲート電極配線部ＨＧに対して位置決めし、同時に第２のリードフレー
ムＬ２にマウントしてあるダイオードチップＤＣのアノード電極Ａに対して第１のリード
フレームＬ１のアノード電極配線部ＨＡを位置決めする。そして、ＭＯＳチップＭＣのゲ
ート電極Ｇ及びソース電極Ｓを第２のリードフレームＬ２に、同時にダイオードチップＤ
Ｃのアノード電極Ａを第１のリードフレームＬ１にそれぞれマウントを行う。しかる後、
前記第１及び第２の製造方法と同様に第１及び第２のリードフレームＬ１，Ｌ２間に封止
樹脂Ｒを充填してＭＯＳチップＭＣ及びダイオードチップＤＣの樹脂封止を行い、さらに
図１２（ｄ）のように、第１及び第２のリードフレームＬ１，Ｌ２さらに封止樹脂Ｒを全
厚みにわたって切断分離することで個々のリードレスパッケージが形成される。
【００３３】
　以上のように構成された実施例１，２のリードレスパッケージＬＬＰを実装する形態に
ついて説明する。ここでは前記実施例１のリードレスパッケージＬＬＰを実装する例につ
いて説明する。図１３は実施例１のリードレスパッケージの第１の実装構造例を示す断面
図である。第１の実装構造例では、実装基板２０１は絶縁基板２０２の表面に銅等の金属
膜を所要のパターンに形成した回路配線２０３が形成されており、この実装基板２０１に
リードレスパッケージＬＬＰの第２のリードフレームＬ２側を対面させ、第２のリードフ
レームで構成されている外部ゲート電極ＴＧ１，ＴＧ２と外部ソース電極ＴＳ１，ＴＳ２
（図１３では図示されていない）をそれぞれ実装基板２０１の回路配線２０３のパッド部
に銀ペーストや半田等のろう材を用いてフェースダウンボンディングによって接続する。
また、上側に配置されるリードレスパッケージＬＬＰの第１のリードフレームＬ１に対し
ては、共通外部ドレイン電極ＴＤに対して電気的な接続が必要な場合に同図のように金属
板を細片に加工した金属片端子２０４によって実装基板２０１と共通外部ドレイン電極Ｔ
Ｄとを電気接続する。
【００３４】
　この第１の実装構造例は、一般に提供されている実装基板に対して本発明のリードレス
パッケージを実装する場合に好適な構造例であり、従来のフェースダウン法によるリード
レスパッケージの実装技術と、金属片端子による接続技術とを利用して容易に実装を行う
ことが可能である。
【００３５】
　図１４は実施例１のリードレスパッケージＬＬＰの第２の実装構造例を示す断面図であ
る。第２の実装構造例では、第１及び第２の実装基板２１１，２２１を用いているが、こ
れらの実装基板２１１，２２１はそれぞれ第１の実装構造例の実装基板と同様に絶縁基板
２１２，２２２に回路配線２１３，２２３を形成したものである。そして、第１の実装基
板２１２にリードレスパッケージＬＬＰの第１のリードフレームＬ１を対面させ、共通外
部ドレイン電極ＴＤを第１の実装基板２１１の回路配線２１３のパッド部に銀ペーストや
半田等のろう材を用いて電気接続する。同様に、第２の実装基板２２１に対して第２のリ
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ードフレームＬ２を対面させ、外部ゲート電極ＴＧ１，ＴＧ２と外部ソース電極ＴＳ１，
ＴＳ２（図１４では図示されていない）をそれぞれ第２の実装基板２２１の回路配線２２
３のパッド部に銀ペーストや半田等のろう材によって接続する。なお、図示は省略するが
、第１及び第２の実装基板２１１，２２１は両実装基板の縁部等においてフレキシブル配
線基板によって相互に電気接続するようにしてもよい。あるいは、第１及び第２の実装基
板２１１，２２１は一枚のフレキシブル基板を折り曲げた構成としてもよい。
【００３６】
　この第２の実装構造例は、第１の実装構造例のような金属片端子等による接続技術が不
要であり、また実装構造全体の高さ寸法がリードレスパッケージの厚み寸法にほぼ等しい
高さに構成でき、薄型の実装構造を実現する上で有効である。
【００３７】
　図１５は実施例１のリードレスパッケージＬＬＰの第３の実装構造例を示す図である。
第３の実装構造例では、第１の実装基板２３１に第１のリードフレームＬ１を対面させて
実装し、第２の実装基板２４１に第２のリードフレームＬ２を対面させて実装する。ここ
で、第１及び第２の実装基板２３１，２４１は互いに対向する面がリードレスパッケージ
を内装可能な凹所を有する絶縁基板２３２，２４２として形成されており、両実装基板２
３１，２４１にリードレスパッケージＬＬＰを実装したときに両実装基板２３１，２４１
でリードレスパッケージＬＬＰを収納するケースを構成するように構成されている。第１
の実装基板２３１への実装では第１のリードフレームＬ１、すなわち共通外部ドレイン電
極ＴＤを第１の実装基板２３１の凹所に設けられた回路配線２３３に対して銀ペーストや
半田等のろう材によって電気接続する。第２の実装基板２４１への実装では、第２のリー
ドフレームＬ２に形成されている外部ゲート電極ＴＧ１，ＴＧ２と外部ソース電極ＴＳ１
，ＴＳ２（図１５では図示されていない）をそれぞれ第２の実装基板２４１に形成された
回路配線２４３の各パッド部に銀ペーストや半田等のろう材によって接続する。そして、
両実装基板２３１，２４１を凹所の周縁において互いに一体的に接合すると同時に両実装
基板２３１，２４１の回路配線２３３，２４３を互いに電気接続することで、リードレス
パッケージＬＬＰを含む所要の回路構体が構成される。
【００３８】
　この第３の実装構造例は、一対の実装基板によってリードレスパッケージを含んだ回路
構体として構成されるため、小型で薄型の回路構体を実現することが可能である。また、
実装基板によってリードレスパッケージを封止することも可能であり、環境変化に対して
も安定した特性の回路構体を得ることが可能になる。
【００３９】
　以上の説明では本発明のリードレスパッケージは第１及び第２のリードフレーム間に２
つの半導体チップをマウント及び接続して樹脂封止した実施形態を説明したが、３つの以
上の半導体チップをマウント及び接続して樹脂封止することも可能である。また、前記各
実施例では同一のＭＯＳチップのように同一種類の半導体チップをパッケージした構成例
と、ＭＯＳチップとダイオードチップのように異なる種類の半導体チップをパッケージし
た構成例について説明したが、同一種類と異なる種類の半導体チップを混在させてパッケ
ージすることも可能である。ただし、本発明においてはマウントする複数の半導体チップ
は表面側及び裏面側のそれぞれにおいて第１及び第２のリードフレームに直接的にマウン
ト及び接続されることが必要であるので、各半導体チップの厚みは等しいことが好ましい
。
【００４０】
　また、本発明のリードレスパッケージは前記各実施例に示したような等価回路を構成す
る場合に限定されるものではなく、任意の等価回路を構成するとともに、外部電極を任意
に配列したパッケージとして構成することが可能であることは言うまでもない。特に、第
１及び第２のリードフレームの各電極配線部のパターンを任意に設計することにより、パ
ッケージを任意の等価回路のリードレスパッケージとして構成することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
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【００４１】
【図１】本発明の実施例１のリードレスパッケージの上面側、下面側の各外観斜視図であ
る。
【図２】実施例１の封止樹脂を除いた部分分解斜視図である。
【図３】図１（ａ）のＡＡ線に沿う縦断面図である。
【図４】ＭＯＳチップの断面図である。
【図５】実施例１の等価回路図である。
【図６】実施例１のリードレスパッケージの第１の製造方法を説明する工程断面図である
。
【図７】実施例１のリードレスパッケージの第２の製造方法を説明する工程断面図である
。
【図８】本発明の実施例２のリードレスパッケージの外観斜視図である。
【図９】実施例２の封止樹脂を除いた部分分解斜視図である。
【図１０】実施例２の縦断面図である。
【図１１】実施例２の等価回路図である。
【図１２】実施例２のリードレスパッケージの製造方法を説明する工程断面図である。
【図１３】実施例１のリードレスパッケージの第１の実装構造を示す断面図である。
【図１４】実施例１のリードレスパッケージの第２の実装構造を示す断面図である。
【図１５】実施例１のリードレスパッケージの第３の実装構造を示す断面図である。
【図１６】従来のリードレスパッケージの２つの例の断面図である。
【図１７】従来の改善されたリードレスパッケージの２つの例の断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
ＬＬＰ　リードレスパッケージ
ＭＣ（ＭＣ１，ＭＣ２）　ＭＯＳチップ（半導体チップ）
ＤＣ　ダイオードチップ（半導体チップ）
Ｌ１　第１のリードフレーム
Ｌ２　第２のリードフレーム
ＴＧ，ＴＳ，ＴＤ，ＴＫ　外部電極
ＨＧ，ＨＳ，ＨＤ，ＨＫ，ＨＡ　電極配線部
Ｒ　封止樹脂
２０１，２１１，２２１，２３１，２４１　実装基板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】
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