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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面的に見て、半導体チップが配置された領域の外側に端子電極が配置された半導体装
置であって、
　前記端子電極の高さ位置範囲と重なる高さ位置範囲を占めるように位置する下側の半導
体チップと、
前記下側の半導体チップの上側に位置する上側の半導体チップと、
　前記上側および下側の半導体チップと前記端子電極とを接続するワイヤと、
　前記上側および下側の半導体チップおよびワイヤを封止する封止樹脂とを備え、
　前記封止樹脂の底面が前記端子電極の底面と同一平面上に位置し、
　前記上側の半導体チップが、前記端子電極とともに前記同一平面上に配置されたダイパ
ッド部に支持され、前記下側の半導体チップが、平面的に見て前記ダイパッド部に重複し
ないように配置され、
　前記下側の半導体チップの厚さは、前記端子電極および前記ダイパッド部の厚さの範囲
内にある、半導体装置。
【請求項２】
　前記下側の半導体チップの底面が、前記封止樹脂の底面と同じ平面上にあり、前記封止
樹脂から露出している、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記上側の半導体チップが、前記端子電極より上側に位置するダイパッド部に支持され
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、前記下側の半導体チップの底面が前記封止樹脂によって封止されている、請求項１に記
載の半導体装置。
【請求項４】
　前記外側に配置された端子電極が、前記半導体チップを取り囲むように四周に配置され
たＱＦＮ(Quad　Flat　Non-Lead　Package)タイプの半導体装置である、請求項１～３の
いずれかに記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記上側および下側の半導体チップは矩形であり、半導体チップの接続端子が前記矩形
の対向する短辺に沿って配置され、前記上側および下側の半導体チップは、平面的に見て
前記矩形どうしが交差するように配置されている、請求項１～４のいずれかに記載の半導
体装置。
【請求項６】
　前記外側に配置された端子電極が、前記半導体チップを挟んで対向する２辺に沿って配
置されたリードである、請求項１～３のいずれかに記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、半導体装置に関し、より具体的には、半導体チップを高密度に積層した半導
体装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の半導体チップの実装においては、１個の半導体チップを１つのリードフレームにダ
イボンドする方法が主流であった。図３６は、このような従来の半導体装置を示す断面図
である。半導体チップ１０１は、リードフレームと一体化しているダイパッド１０３の上
に、直接、接着剤や両面テープにより取り付けられる。半導体チップの端子電極（図示せ
ず）とリード端子１０４とは、ワイヤ１０５によって接続され、さらに湿気や衝撃等から
保護するために封止樹脂によって封止される。この半導体装置は製造も容易であり、多く
の実績を有するが、単位容積に収納する半導体チップの割合が低いという問題を有してい
た。
【０００３】
このため、図３７に示すように、２個の半導体チップ１０１ａ，１０１ｂを積層する半導
体装置の提案がなされた（特開2000-156464号公報）。この半導体装置では、一方のフレ
ーム１０４ａに下側の半導体チップ１０１ｂが接着剤１０７によって取り付けられ、他方
のフレーム１０４ｂに上側の半導体チップ１０１ａが取り付けられ、さらに両方の半導体
チップどうしが接着剤１０７によって接着される。両方の半導体チップの端子電極（図示
せず）とリード端子（図示せず）とは、ワイヤ（図示せず）によって接続され、封止樹脂
１０６によって封止される。上記図３７に示す半導体装置では、平面的に見て半導体チッ
プが少しずれて、大略重なって配置されている。このため、図２に示す半導体装置は図１
に示す半導体装置に比較して、大幅な高密度化が可能となった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、絶え間ない微細化の歴史を経て微細化してきた半導体チップの厚さは、今
や、リードフレームの厚さ程度以下にまで薄くなってきた。このような半導体チップの高
密度化の進展に比較して、半導体チップを実装した半導体装置の高密度化の達成度は不充
分であるといえる。とくに、これまで着目される機会が少なかった半導体装置の薄肉化の
達成度は不充分であるといえる。このため、携帯電話器等の携帯情報端末、デジタルカメ
ラ、ビデオカメラ等の急激な拡大に伴い、半導体装置の厚さに着目した小型化、高密度化
の要求が強く出されている。また、上記の用途に限らず、面積を増大させることなく薄肉
化をともなって半導体装置を小型化、高密度化することは、多くの用途に対して望ましい
効果をもたらす。



(3) JP 4637380 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

【０００５】
　そこで、本発明は、面積を増大させずに薄肉化することにより小型化、高密度化をはか
った半導体装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の局面における半導体装置は、平面的に見て、半導体チップが配置された
領域の外側に端子電極が配置された半導体装置である。この半導体装置は、端子電極の高
さ位置範囲と重なる高さ位置範囲を占めるように位置する下側の半導体チップと、下側の
半導体チップの上側に位置する上側の半導体チップと、上側および下側の半導体チップと
端子電極とを接続するワイヤと、上側および下側の半導体チップおよびワイヤを封止する
封止樹脂とを備え、封止樹脂の底面が端子電極の底面と同一平面上に位置する。
【０００７】
この構成によれば、端子電極の厚さのすべてを半導体チップの厚さに加える形で、半導体
装置の厚さを構成しない。すなわち、半導体装置の厚さに、端子電極の厚さはまったく影
響しないか、または影響するとしても端子電極の厚さの一部のみが加算されるだけである
。このため、端子電極が形成されているリードフレームの厚さに関係なく、半導体装置を
薄くすることができ、その結果、携帯情報端末等の製品の小型化、高密度化を推進するこ
とが可能になる。また、封止樹脂と端子電極の底面とを同じ平面とすることにより、たと
えば、粘着テープの上に端子電極を貼着して、上記の構造の半導体装置を構成し、粘着テ
ープを封止樹脂の洩れ防止シートを兼ねた封止樹脂の外形形成面にして樹脂封止すること
ができるので、製造が容易となる。
【０００８】
　上記本発明の第１の局面における半導体装置では、たとえば、上側の半導体チップが、
端子電極とともに同一平面上に配置されたダイパッド部に支持され、下側の半導体チップ
が、平面的に見てダイパッド部に重複しないように配置され、下側の半導体チップの厚さ
は、端子電極およびダイパッド部の厚さの範囲内にあることができる（請求項１）。
【０００９】
この構成により、上側に位置する上側の半導体チップを強固に支持することができる。上
側の半導体チップがダイパッド部とともに、下側の半導体チップにも接着されてもよい。
または、上側および下側の半導体チップが離れて、間に封止樹脂が充填されていてもよい
。ここで、「支持する」とは接着剤やダイボンド材等によって接着され、支持することを
含んでいる。
【００１０】
　上記本発明の第１の局面における半導体装置では、たとえば、下側の半導体チップの底
面が封止樹脂の底面と同じ平面上にあり、封止樹脂から露出することができる（請求項２
）。
【００１１】
この構成によれば、たとえば、粘着テープの上に端子電極とともに下側の半導体チップを
貼着して、この半導体装置を組み立てることができるので、製造が容易になる。また、第
２の半導体装置を第１の半導体装置によってのみ支持することにより、ダイパッド部を省
略することもでき、製造コストを低減することが可能となる。
【００１２】
　上記本発明の第１の局面における半導体装置では、たとえば、上側の半導体チップが、
端子電極より上側に位置するダイパッド部に支持され、下側の半導体チップの底面が封止
樹脂によって封止されることができる（請求項３）。
【００１３】
この構成によれば、ダイパッド部に支持される上側の半導体チップに下側の半導体チップ
がぶら下げるように支持されるので、下側の半導体チップは端子電極の底面から離して内
方に配置させることができる。このため、下側の半導体チップも封止樹脂によって封止さ
れるでの、半導体装置の全部分を湿気や直接的な打撃等から保護することが可能となる。
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【００１４】
　上記本発明の第１の局面における半導体装置では、たとえば、外側に配置された端子電
極が、半導体チップを取り囲むように四周に配置されたＱＦＮ(Quad Flat Non-Lead Pack
age)タイプの半導体装置である（請求項４）。
【００１５】
四周に端子電極が配置されているので、ワイヤリングの際、半導体チップと接続する端子
電極が近くに位置する。このため、２つの半導体チップを部分的に重ねる際の重ね方の自
由度を増大させることができる。
【００１６】
　上記本発明の第１の局面における半導体装置では、たとえば、上側および下側の半導体
チップは矩形であり、半導体チップの接続端子が矩形の対向する短辺に沿って配置され、
上側および下側の半導体チップは、平面的に見て矩形どうしが交差するように配置される
ことができる（請求項５）。
【００１７】
この構成により、接続端子は４辺に分布することになり、半導体チップの側で上記ワイヤ
が空間的に混んで干渉することがなくなる。とくに、四周に端子電極が配置されたＱＦＮ
タイプでは、４辺に配置された接続端子と四周に配置された端子電極とを短いワイヤによ
って整然と接続することが可能となる。
【００１８】
　上記本発明の第１の局面における半導体装置では、たとえば、外側に配置された端子電
極が、半導体チップを挟んで対向する２辺に沿って配置されたリードであることができる
（請求項６）。
【００１９】
この構成により、薄型のＴＳＯＰ型の半導体装置を容易に簡単な方法により製造すること
ができ、能率向上、歩留り向上により、製造コストを低減することが可能となる。
【００４４】
【発明の実施の形態】
次に、図面を用いて、本発明の実施の形態について説明する。
【００４５】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１における半導体装置が示されている模式的斜視図である。
この半導体装置は、製造に用いられた粘着シート８がそのまま貼着されているが、剥がす
必要がある。図１において、ダイパッド４ｂと端子電極であるリード４ａと、下側の半導
体チップ１ｂとは、粘着シート８の上に接している。ただし、リード４は粘着シート８と
接するように配置される必要があるが、ダイパッド４ｂは粘着シートと接してもよいし、
粘着シートから離れて上方に位置してもよい。ダイパッド４ｂとリード４ａとは、同じ厚
さであり、同じ１枚の板から打ち抜き加工等によって形成することができる。上側の半導
体チップ１ａは、下側の半導体チップ１ｂの上の接着剤７およびダイパッド４ｂの上の接
着剤７に接して、配置されている。上下の半導体チップ１ａ，１ｂでは、いずれも、その
接続端子（図示せず）がワイヤ５によってリード４ａと接続され、所定の配線がなされて
いる。これらを固定するとともに、湿気や外力から保護するために、封止樹脂６が粘着テ
ープと接している部分を除いて全体を覆っている。
【００４６】
（製造方法Ａ）：次に、図１に示す半導体装置の製造方法Ａについて説明する。まず、図
２に示すように、粘着シート８に下側の半導体チップ１ｂを貼着する。次いで、図３に示
すように、半導体チップ１ｂの上の所定範囲に接着剤７を塗布する。一方、図２と図３の
流れとは別に、図４に示すように、ダイパッド４ｂとリード４ａとを含むリードフレーム
を粘着シート８に貼着させ、次いで、ダイパッド４ｂの上に接着剤７を塗布し、その上に
上側の半導体チップ１ａを載せ固定する。次いで、図３に示す接着剤７の上に、図５の上
側の半導体チップ１ａが載って固定されるように位置合わせして、粘着シート８にリード
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４ａとダイパッド４ｂとを貼着する（図６）。この後の工程の図示は省略し、説明のみ行
なう。上側の半導体チップ１ａおよび下側の半導体チップ１ｂの接続端子とは、ワイヤに
よって接続され、その後、封止樹脂によって封止され、それぞれの部分が固定される。次
いで、粘着シートを剥離する。本実施の形態における半導体装置では、この粘着シートの
剥離によって、リードと、ダイパッドと、下側の半導体チップとは露出する。
【００４７】
（製造方法Ｂ）：次に、上記の製造方法Ａとは異なる変形した製造方法Ｂについて説明す
る。まず、図７に示すように、粘着シート８に、リード４ａおよびダイパッド４ｂを含む
リードフレームと、下側の半導体チップ１ｂとを貼着する。上述したように、本実施の形
態の対象とする半導体チップの厚さはリードフレームの厚さとほぼ同じかそれより薄いの
で、図７において、半導体チップ１ｂの上面は、リード４ａやダイパッド４ｂの上面とほ
ぼ同じ高さか、それより低い。次いで、図８に示すように、下側の半導体チップ１ｂの上
面の所定範囲およびダイパッドの上面に適当な厚さの接着剤７を塗布する。この接着剤の
上に上側の半導体チップ１ａを載せて固定すれば、図６の構成の中間製品ができる。この
後のワイヤリングや樹脂封止の工程は、上記製造方法Ａの工程と同じである。
【００４８】
（詳細構造）：次に、図１の半導体装置について、より詳しく説明する。図９は、本実施
の形態の半導体装置を製造途中において、リードフレーム４の周辺部も含んだ切断前の状
態を示す平面図である。リード４ａの中間を通って、２個の半導体チップ１ａ，１ｂを取
り囲む２重線Ｌｍは、樹脂封止の際の外側表面となるモールド外形を示す線である。個々
の半導体装置を切り出すカットラインは、モールドラインを含むその外側の領域の適当な
位置に配置する。リードの外周に隙間をおいて配置されたスリット１２は、切断が容易に
なるように配置したスリットである。実際の製造では、たとえば、製造方法Ｂの方法では
、テープ状のリードフレームや下側の半導体チップが、テープ状の粘着シートに、連続的
に貼着され、半導体装置の中間製品が、次々とライン的に製造されてゆく。
【００４９】
図１０～図１３は、それぞれ図９におけるＡ-Ａ’、Ｂ-Ｂ’、Ｃ-Ｃ’およびＤ-Ｄ’断面
図である。粘着テープを除いた後、露出している部材は、封止樹脂によって、封止され固
定されている。これらの図では、半導体チップ１ａ，１ｂとリード４ａとを接続するワイ
ヤの記載は省略されているが、封止樹脂の厚さは、ワイヤを封止するのに十分な厚さとさ
れている。
【００５０】
上記の構成によれば、リードの間に半導体チップを収納し、その上に半導体チップを重ね
て配置することにより、面積を増加させることなく、効率的に厚さを薄くすることができ
る。
【００５１】
（変形例１）：次に、本発明の実施の形態１の変形例１について説明する。図１４～図１
７は、それぞれ、変形例１の半導体装置における、図９のＡ-Ａ’、Ｂ-Ｂ’、Ｃ-Ｃ’お
よびＤ-Ｄ’線に対応する位置の断面図である。この変形例１では、ダイパッド４ｂが少
し上方にシフトするように加工してある。ダイパッドの上方へのシフトに対応して、上側
の半導体チップ１ａおよび下側の半導体チップは、ともに自ずと上方にシフトした配置を
とる。他の部分の構造は、実施の形態１と同じである。このため、下側の半導体チップ１
ｂの下側には、封止樹脂が回り込む。粘着シートを除いたとき、下側の半導体チップ１ｂ
とダイパッド４ｂとが、裏面に露出することはない。
【００５２】
この変形例１の製造方法は、次の通りである。上述の製造方法Ｂにおいて、図７の段階で
、下側の半導体チップ１ｂを粘着シート８に貼着させず、リード４ａとダイパッド４ｂと
を含むリードフレームのみを粘着シートに貼着させる。その後、上側の半導体チップ１ａ
と下側の半導体チップ１ｂとを交差させて接着剤で接着し、あらかじめ一体化する。その
後、一体化した半導体チップの上側の半導体チップを、接着剤を塗布したダイパッドに載
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せ固定する。
【００５３】
この変形例１の半導体装置では、厚さの減少は、図１０～図１３の半導体装置ほど大きく
ないが、裏面に半導体チップが露出しないので、より高いレベルで湿気や外力に保護され
る利点がある。
【００５４】
（変形例２）：図１８～図２１は、本発明の実施の形態１の変形例２における半導体装置
の、図９のＡ-Ａ’、Ｂ-Ｂ’、Ｃ-Ｃ’およびＤ-Ｄ’線に対応する位置の断面図である。
この変形例２では、上側の半導体チップ１ａと下側の半導体チップ１ｂとの厚さが相違す
る点に、上述の実施の形態に比べて、特徴がある。他の部分の構造は、変形例１と同じで
ある。この変形例２のダイパッド４ｂは、上方にシフトしており、したがって、変形例１
の製造方法を用いることができる。
【００５５】
この構成によれば、半導体チップの種類のどのような組合せにも本発明を適用することが
でき、汎用性をもって厚さが薄い多くの半導体装置を得ることが可能となる。
【００５６】
（実施の形態２）
図２２は、本発明の実施の形態２における半導体装置を説明する模式的斜視図である。同
図において、リードフレーム１４，１５は、リード部１４ａ，１５ａとダイパッド部１４
ｂ，１５ｂとを含んでいる。リード部１４ａ，１５ａは、本来、多数のリードピンが形成
されているが、図２２では、全体構成を提示することを重視し、複雑化を避けるために、
リードピンのそれぞれまで区別して描かれていない。リード部１４ａと、ダイパッド部１
４ｂとは、ほぼ同一平面上に位置するが、いずれかが上方または下方にシフトするように
加工されていてもよい。ダイパッド部１４ｂは、延長部４４ｂと対向部５４ｂとを備えて
いる。もう一方のリードフレーム１５についても同様であり、ダイパッド部１５ｂは、延
長部４５ｂと対向部５５ｂとを備えている。
【００５７】
上側のリードフレーム１４のダイパッド部１４ｂには、ダイボンド材１７を介して半導体
チップ１ｂが接着され、下側のリードフレーム１５のダイパッド部１５ｂには、ダイボン
ド材１７を介して半導体チップ１ａが接着される。２つの半導体チップ１ａ，１ｂは、上
記のように固定された上で、さらにダイボンド材１７によって互いに接着されている。上
側の半導体チップ１ａの接続端子（図示せず）とリード部１４ａのリードピン（図示せず
）とは、ワイヤ５によって接続されている。これらの全体を封止樹脂によって封止して、
湿気や外力から半導体装置の中身を保護している。
【００５８】
図２３は、本発明の実施の形態２における半導体装置を説明するための断面図である。上
側のリードフレーム１４のダイパッド部１４ｂが、ダイボンド材１７を介して下側の半導
体チップ１ｂを支持し、下側のリードフレーム１５のダイパッド部１５ｂが、ダイボンド
材１７を介して上側の半導体チップ１ａを支持している。基準平面Ｐは、上側のリードフ
レーム１４の厚さ中心と下側のリードフレーム１５の厚さ中心との中間を通る平面である
。ワイヤ５のうちの１本がダイパッド部１４ｂ，１５ｂに接続されているのは、グランド
（アース）をとるためである。図２３によれば、基準平面Ｐから、上下にずれて位置する
２つのリードフレームの間に、重なった２個の半導体装置を配置するので、半導体装置１
ａ，１ｂとリードフレーム１４，１５とが、平面的に見て重なることがなく、したがって
厚さ部分を一緒に構成することがない。このため、半導体装置の厚さを薄くすることが可
能となる。
【００５９】
次に、図２２または図２３に示す半導体装置の製造方法について説明する。図２４は上側
のリードフレーム１４を示す図であり、図２５は下側のリードフレーム１５を示す図であ
る。リードフレーム１４，１５では、リード部１４ａ，１５ａとダイパッド部１４ｂ，１



(7) JP 4637380 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

５ｂとは、上フレーム１４ｃ，１５ｃと下フレーム１４ｄ，１５ｄとの間に形成されてい
る。図２６は、下側の半導体チップ１ｂが上側のリードフレーム１４のダイパッド部１４
ｂの下面に取り付けられた想像図である。また、図２７は、上側の半導体チップ１ｂが下
側のリードフレーム１５のダイパッド部１５ｂの上面に取り付けられた想像図である。実
際の製造にあたって、両方のリードフレームを重ねる前においては、両方のリードフレー
ムのどちらか一方にのみ半導体チップを固定する。両方のリードフレームを重ねる前に、
両方のリードフレームともに半導体チップを固定すると、重ね合わせにおいて支障をきた
すことになる。
【００６０】
図２８は、位置関係を示すために、半導体チップを１つも取り付けずに上側のリードフレ
ーム１４と、下側のリードフレーム１５とを重ね合わせたときの平面図である。図２８に
おいて、上側のリードフレーム１４のダイパッド部１４ｂは、下側のリードフレーム１５
のダイパッド部１５ｂの上側に位置している。ダイパッド部１４ｂの下面に下側の半導体
チップ１ｂを取り付けたとき、その下側の半導体チップ１ｂとダイパッド部１５ｂとは、
ほぼ同じ高さに位置する。また、下側のダイパッド部１５ｂの上面に上側の半導体チップ
１ａを取り付けたとき、その上側の半導体チップ１ａとダイパッド部１４ｂとは、ほぼ同
じ高さに位置する。
【００６１】
図２９は、２枚のリードフレーム１４，１５のダイパッド部１４ｂ，１５ｂの所定位置に
、それぞれ１個の半導体チップを取り付けて重ね、四隅にスポット溶接を行なった状態の
平面図である。ダイボンド材の記載は省略してある。このスポット溶接によって２枚のリ
ードフレームをしっかりと連結した後、上側の半導体チップ１ａは上側のリード部１４ｂ
と、また、下側の半導体チップ１ｂは下側のリード部１５ｂと、それぞれワイヤによって
接続される。図２９のモールドラインＬｍが囲む範囲内に封止樹脂を充填し、かつ上側と
下側とを被覆して、半導体チップ、ワイヤ等を封止する。その後、図２９のカットライン
Ｌｃに沿って切断して、半導体装置を取り出す。
【００６２】
図３０～図３３は、それぞれ図２９の、Ａ-Ａ’、Ｂ-Ｂ’、Ｃ-Ｃ’およびＤ-Ｄ’断面図
である。これらの図から、ＴＳＯＰタイプの半導体装置において、周囲をリードフレーム
に囲まれた中に２つの半導体チップを配置することにより、厚さを薄くできることが分る
。また、本実施の形態２における製造方法は、スポット溶接を用いて能率よく製造できる
ので、安価かつ大量に半導体装置を製造するのに適している。
【００６３】
（実施の形態３）
図３４は、本発明の実施の形態３における中間段階の半導体装置の平面図である。また、
図３５は、図３４の半導体装置のＡ-Ａ’断面図である。本実施の形態では、リードフレ
ーム２４は、リード部２４ａと。ダイパッド部２４ｂ，２４ｃとを有する。左右に位置す
るリード部２４ａは、同一平面上に位置している。基準平面Ｐは、リードフレーム２４の
厚さ中心を通る平面である。ダイパッド部２４ｂは、右側のリードフレームから上方にシ
フトするように加工されており、また、ダイパッド部２４ｃは、左側のリードフレームか
た下方にシフトするように加工されている。これらのシフト距離Ｓは、図３５に示すよう
に、基準平面Ｐからリードフレーム２４の厚さの半分と、ダイボンド材１７の厚さの半分
とを加えた長さである。上側にシフトしたダイパッド部２４ｂの下面には、ダイボンド材
１７を介して下側の半導体チップ１ｂが取り付けられ、下側にシフトしたダイパッド部２
４ｃの上面には、ダイボンド材１７を介して上側の半導体チップ１ａが取り付けられてい
る。
【００６４】
上記の構造によれば、２個の半導体チップが重なった部分とリードフレームとが重なるこ
とがなく、かつ、半導体チップ等が、リードフレームに対して上下方向に対称の配置とな
る。このため、熱ひずみや応力分布の不均一が生じにくく、反り等の変形に対し、大きな
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抵抗力を有する。また、封止樹脂の無駄な厚さ部分を生じない。
【００６５】
上記において、本発明の実施の形態について説明を行なったが、上記に開示された本発明
の実施の形態は、あくまで例示であって、本発明の範囲はこれら発明の実施の形態に限定
されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範
囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
【００６６】
【発明の効果】
　本発明の半導体装置は、面積の増大なしに薄肉化をはかることができるので、携帯情報
端末等の製品に用いることにより小型化および高密度化を推進することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１の半導体装置を示す模式的斜視図である。
【図２】　図１の半導体装置の製造方法Ａにおいて、粘着シートに下側の半導体チップを
貼着した段階の斜視図である。
【図３】　図２の状態に対して、半導体チップの所定領域に接着剤を塗布した段階の斜視
図である。
【図４】　図２および図３の工程とは別に、リードとダイパッドとを備えるリードフレー
ムを示す斜視図である。
【図５】　図４のダイパッド上に上側の半導体チップを接着した段階の斜視図である。
【図６】　図３の下側の半導体チップの上に交差させて、図５の上側の半導体チップを接
着した段階の斜視図である。
【図７】　図１の半導体装置の製造方法Ｂにおいて、粘着シートの上にリードフレームと
下側の半導体チップとを貼着した段階の斜視図である。
【図８】　図７の状態の半導体チップの表面の所定領域に接着剤を塗布した段階の斜視図
である。
【図９】　実施の形態１の半導体装置の製造途中において、図１の半導体装置の周囲のリ
ードフレームをも含めた平面図である。
【図１０】　図９のＡ-Ａ’断面図である。
【図１１】　図９のＢ-Ｂ’断面図である。
【図１２】　図９のＣ-Ｃ’断面図である。
【図１３】　図９のＤ-Ｄ’断面図である。
【図１４】　本発明の実施の形態１の変形例１における半導体装置の図９のＡ-Ａ’に対
応する断面図である。
【図１５】　本発明の実施の形態１の変形例１における半導体装置の図９のＢ-Ｂ’に対
応する断面図である。
【図１６】　本発明の実施の形態１の変形例１における半導体装置の図９のＣ-Ｃ’に対
応する断面図である。
【図１７】　本発明の実施の形態１の変形例１における半導体装置の図９のＤ-Ｄ’に対
応する断面図である。
【図１８】　本発明の実施の形態１の変形例２における半導体装置の図９のＡ-Ａ’に対
応する断面図である。
【図１９】　本発明の実施の形態１の変形例２における半導体装置の図９のＢ-Ｂ’に対
応する断面図である。
【図２０】　本発明の実施の形態１の変形例２における半導体装置の図９のＣ-Ｃ’に対
応する断面図である。
【図２１】　本発明の実施の形態１の変形例２における半導体装置の図９のＤ-Ｄ’に対
応する断面図である。
【図２２】　本発明の実施の形態２における半導体装置の模式的斜視図である。
【図２３】　本発明の実施の形態２における半導体装置の断面図である。
【図２４】　図２２の上側のリードフレームの平面図である。
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【図２５】　図２２の下側のリードフレームの平面図である。
【図２６】　図２２の上側のリードフレームのダイパッド部の下面に下側の半導体チップ
を取り付けた想像図である。
【図２７】　図２２の下側のリードフレームのダイパッド部の上面に上側の半導体チップ
を取り付けた想像図である。
【図２８】　図２４の上側のリードフレームと図２５の下側のリードフレームとを重ねた
状態の平面図である。
【図２９】　上下側のリードフレームに半導体チップをそれぞれ取り付けて重ね合わせ、
スポット溶接した段階の平面図である。
【図３０】　図２９のＡ-Ａ’断面図である。
【図３１】　図２９のＢ-Ｂ’断面図である。
【図３２】　図２９のＣ-Ｃ’断面図である。
【図３３】　図２９のＤ-Ｄ’断面図である。
【図３４】　本発明の実施の形態３における半導体装置の平面図である。
【図３５】　図３４のＡ-Ａ’断面図である。
【図３６】　従来の半導体装置を示す断面図である。
【図３７】　従来の他の半導体装置を示す断面図である。
【符号の説明】
１ａ，１ｂ　半導体チップ、４，１４，１５，２４　リードフレーム、４ａ，１４ａ，１
５ａ，２４ａ　リード部、４ｂ，１４ｂ，１５ｂ，２４ｂ，２４ｃ　ダイパッド部、５　
ワイヤ、６　封止樹脂、７　接着剤、８　粘着シート、１２スリット、１４ｃ，１５ｃ　
上フレーム、１４ｄ，１５ｄ　下フレーム、１７ダイボンド材、２０　スポット溶接部、
４４ｂ，４５ｂ　延長部、５４ｂ，５５ｂ　対向部、Ｌc　カットライン、Ｌm　モールド
ライン、Ｐ　基準平面、Ｓ　ダイパッド部の基準平面からのシフト距離。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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