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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁性樹脂からなる封止体と、前記封止体の実装面に露出するリード及びタブ吊りリード
とを有する半導体装置であって、
　前記封止体内には半導体チップが位置するとともに、前記タブ吊りリードに連なるタブ
が前記封止体内に埋め込まれており、
　前記半導体チップは前記タブの固定面上に固定され、
　前記タブは半導体チップより小さく、かつ前記リードより薄く形成され、
　前記封止体の縁に位置する前記リード及びタブ吊りリードの外端実装面側の縁は切断に
よるバリが存在しない
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
前記半導体チップの電極と前記リードは導電性のワイヤで接続され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３】
前記リードのワイヤが接続されるワイヤ接続面と、前記タブの前記固定面及びこの固定面
に連なる前記タブ吊りリードの面は同一平面上に位置す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４】
前記封止体の実装面に露出する前記リードの面及び前記タブ吊りリードの面にはメッキ膜
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が形成されていることを特徴とする請求項１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】
本発明はリードフレームを用いた樹脂封止型半導体装置の製造技術に関し、特に、ＳＯＮ
（Small Outline Non-Leaded Package），ＱＦＮ（Quad Flat Non-Leaded Package）のよ
うに、パッケージの側方に意図的に外部電極端子を突出させることなく実装面側に露出さ
せる半導体装置（ノンリード型半導体装置）の製造に適用して有効な技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
樹脂封止型半導体装置は、その製造においてリードフレームが使用される。リードフレー
ムは、金属板を精密プレスによる打ち抜きやエッチングによって所望パターンに形成する
ことによって製造される。リードフレームは半導体チップを固定するためのタブと呼称さ
れる支持部や、前記支持部の周囲に先端（内端）を臨ませる複数のリードを有する。前記
タブはリードフレームの枠部分から延在するタブ吊りリードによって支持されている。
【０００３】
このようなリードフレームを使用して樹脂封止型半導体装置を製造する場合、前記リード
フレームのタブに半導体チップを固定するとともに、前記半導体チップの電極と前記リー
ドの先端を導電性のワイヤで接続し、その後ワイヤや半導体チップを含むリード内端側を
絶縁性の樹脂（レジン）で封止して封止体（パッケージ）を形成し、ついで不要なリード
フレーム部分を切断除去するとともにパッケージから突出するリードやタブ吊りリードを
フレームから切断する。
【０００４】
一方、リードフレームを用いて製造する樹脂封止型半導体装置の一つとして、リードフレ
ームの一面側に片面モールドを行ってパッケージを形成し、パッケージの実装面に外部電
極端子であるリードを露出させ、パッケージの周面から意図的にリードを突出させない半
導体装置構造が知られている。この半導体装置は、パッケージの実装面の両側縁にリード
が露出するＳＯＮや、四角形状のパッケージの実装面の４辺側にリードが露出するＱＦＮ
が知られている。
【０００５】
ＳＯＮについては、特開平１０－３４６９９号公報や特開平１０－７０２１７号公報に記
載されている。前者には、半導体装置の製造における樹脂封止時に、樹脂ばり（レジンバ
リ）が発生しないように金型面を柔軟性及び耐熱性を有するリリースフィルムで被覆して
樹脂封止を行う技術が開示されている。
【０００６】
後者には、リード間のモールド樹脂表面に断面略円弧状の溝を設けて、リード間の絶縁距
離を長く確保したり、リード露出面上で発生する樹脂バリを防止する技術が開示されてい
る。
【０００７】
また、特開平１０－２７０６０３号公報には、ボールグリッドアレイ半導体装置のように
基板（ガラスエポキシ樹脂などからなる樹脂基板）の表面に半導体チップが固定され、基
板の裏面に格子状に外部電極が設けられ、基板の表面には前記半導体チップ等を覆う樹脂
パッケージで覆われる半導体装置（エリアパッケージ型半導体装置）とその製法が開示さ
れている。この半導体装置は基板に１列に並んで複数設けられている。
【０００８】
そして、基板を重ねた際、前記電極に傷が付かないように、前記パッケージの少なくとも
２隅の基板上には樹脂パッケージの高さよりも高い突起部を設けて、電極面が前記樹脂パ
ッケージに接触しないようにしている。
【０００９】
前記突起部は、基板の長手方向に交差する方向に、２個形成しないと、基板を重ねた際の
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電極の保護にはならない。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
半導体装置の小型化、外部電極端子となるリードのリード曲がり防止等の観点から片面モ
ールドによるＳＯＮやＱＦＮ等のノンリード型半導体装置が使用されている。
【００１１】
ノンリード型半導体装置は、パッケージの実装面に露出するリード面が実装面となること
から、パッケージの側面からリードを突出させるＳＯＰ（Small Outline Package)やＱＦ
Ｐ（Quad Flat Package)等の半導体装置に比較して、実装面積が小さい。このため、リー
ド（外部電極端子）の表面に異物が付着したり、傷が付いたりすると、実装の信頼性が低
くなる。
【００１２】
図３４乃至図３６は、マザーボード等の配線基板５０にノンリード型半導体装置１を実装
させた状態を示す一部の模式図であり、ノンリード型半導体装置１のパッケージ２の実装
面３に露出したリード（外部電極端子）４が、配線基板５０の図示しないランド５２上に
接合材（ソルダー）５１を介して接合された状態を示すものである。リード４の表面、即
ち実装面にはソルダーの濡れ性（ソルダビリティ）を高めるべく、メッキ膜５４が設けら
れている。図ではメッキ膜５４は黒い太い線で示してある。メッキ膜５４は、鉛と錫によ
る半田膜、または鉛をソルダーとして使用しないためのパラジウムメッキ膜等で形成され
ている。
【００１３】
先付けメッキと呼称し、パラジウムメッキ膜はリードフレームの状態で既にメッキされて
いる。また、後付けメッキと称して前記半田膜はモールド後にメッキされる。半田膜の場
合、ソルダーは半田が使用される。また、パラジウムメッキ膜の場合は、鉛を含まないソ
ルダー、例えば、Ｓｎ－ＺｎやＳｎ－Ａｇ等が使用される。
【００１４】
図３４は実装異常が発生していない正常な実装形態を示すものである。例えば、ソルダー
５１としての半田はリード４の実装面側全体に亘って濡れるとともに、リード４の外端面
に高くフィレット５５が形成され、外部からも半田のソルダビリティが良好であることが
分かる。
【００１５】
図３５に示すように、リード４の表面（露出面）に異物５６が付着していると、付着部分
では電気的接続がなされなくなり、導通不良となりやすい。
【００１６】
図３６に示すように、リード４の表面（露出面）に傷が付きメッキ膜５４が無くなってい
る部分はソルダー５１が付かなくなり、接続面積の減少から導通不良となりやすい。図３
６では、傷がついてメッキ膜５４が剥離した部分をリード４の外端側としてあることから
、フィレットが形成されず、接続不良を目視することもできるが、傷が内部である場合は
、外部からは見えず、導通不良の確認はできなくなる。これは実装の信頼性低下を引き起
こす。
【００１７】
このようにノンリード型半導体装置では、リードの実装面に異物が付着することや、リー
ドの実装面に傷が付いてメッキ膜が剥離することは避けなくてはならない。これは、ノン
リード型半導体装置の製造時においても同様である。
【００１８】
本出願人においては、金属製のマトリクス型リードフレームを用いてＱＦＮやＳＯＮ等の
ノンリード型半導体装置を製造している。マトリクス型リードフレームは、リードフレー
ムの一単位パターン（以下単位リードフレームパターンと称す）を縦横に沿って複数行及
び複数列となるように配置したものである。そしてこのマトリクス型リードフレームの各
単位リードフレームパターンそれぞれに１個のノンリード型半導体装置を製造するもので
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ある。即ち、各単位リードフレームパターンの中央部分に半導体チップを固定した後、こ
の半導体チップの電極とリード内端を導電性のワイヤで接続し、その後半導体チップやワ
イヤ等を片面モールドしてパッケージを形成する。
【００１９】
ところで、本出願人にあっては、マトリクス型リードフレームを使用したノンリード型半
導体装置の製造において、各単位リードフレームパターン部分にそれぞれパッケージを形
成した後、マトリクス型リードフレームの保管や切断装置へのローディング時、マトリク
ス型リードフレームを順次重ね合わせて取り扱っている。
【００２０】
この場合、絶縁性樹脂で形成されるパッケージ上にリードフレームが重ねられる。そして
、時には実装面となるリードフレーム面が前記パッケージ上に重ねられることもあり、こ
の際に実装面となるリードフレーム面が汚れたり、傷が付いたりすることもある。
【００２１】
そこで、本発明者は、実装面となるリードフレーム面が下方のリードフレームに形成され
たパッケージ上に接触することがないように、パッケージよりも高さが高い接触防止体を
形成することを考えた。そして、この接触防止体を、パッケージを形成するモールド金型
のキャビティに連なるフローキャビティ部分で形成することを考えた。
【００２２】
即ち、フローキャビティはキャビティ内の空気がキャビティ内に残留するのを防止するた
めに設けられるものである。そこで、フローキャビティの高さ（深さ）をキャビティの高
さ（深さ）よりも高くし、このフローキャビティで硬化したレジンで前記接触防止体を形
成する。
【００２３】
一方、ボールグリッドアレイ半導体装置における外部電極を傷付けないようにする技術と
して、前述のように、特開平１０－２７０６０３号公報に記載された技術が知られている
。
【００２４】
しかし、この技術は、そのままマトリクス型リードフレーム使用のノンリード型半導体装
置の製造には適用でき難いことが分かった。
【００２５】
即ち、特開平１０－２７０６０３号公報に記載されたボールグリッドアレイ半導体装置の
製法では、細長の基板の長手方向に沿って一列に四角形の樹脂パッケージを形成して半導
体装置を形成する技術である。そして、実施形態としては、四角形のキャビティの１隅か
ら樹脂を注入して樹脂パッケージを形成するとともに、残りの２乃至３隅に突起部を形成
するものである。トランスファモールドの金型のエアベントに溜り部を設け、この溜り部
で硬化した樹脂で樹脂パッケージの高さより高い突起部を形成するものである。
【００２６】
マトリクス型リードフレームは、リードフレームの縦横に沿ってｎ行ｍ列の数のパッケー
ジを形成する。従って、従来のボールグリッドアレイ半導体装置の製造技術をそのまま適
用すると、モールド時、ｍ×ｎ個のキャビティと、２乃至３×ｍ×ｎ個の溜り部に樹脂を
流入させてそれぞれパッケージと突起部を形成しなければならなくなり、キャビティに連
なるランナーに送り込む樹脂量が大幅に多くなる。
【００２７】
この結果、ポット部より遠いキャビティ程樹脂が充填されるまでに時間がかかり、樹脂粘
度が高くなり、樹脂の流れによってワイヤが流されて傾き、隣接するリードや電極に接触
してショート不良を発生させる頻度が高くなる。
【００２８】
特開平１０－２７０６０３号公報に記載された技術は、ガラスエポキシ樹脂などの樹脂製
の基板に半導体チップの電極をフェイスダウンボンディングによって接続した構造である
ことから、ワイヤ流れによるショート不良の問題は考える必要がないのである。
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【００２９】
また、従来製法では、注入樹脂量の増大と、注入圧力の増大から、トランスファモールド
装置の能力増大を図らねばならなくなり、トランスファモールド装置のコストが上昇し、
半導体装置の製造コストが高くなる。
【００３０】
また、従来製法では、１パッケージに対して２乃至３個の突起部を形成するため、レジン
の使用量が多くなり、半導体装置の製造コストが高くなる。
【００３１】
また、キャビティの２乃至３個の溜り部を配置する従来の構成を、マトリクス型リードフ
レームに適用した場合、溜り部形成のためリードフレームが大きくなる。特開平１０－２
７０６０３号公報に記載された技術は、パッケージの少なくとも２隅の基板上に突起部を
設ける必要があり、マトリクス型リードフレームに適用した場合には単位リードフレーム
パターンが大きくなり、フレーム使用効率が低くなり、半導体装置の製造コストが高くな
る。
【００３２】
特開平１０－２７０６０３号公報に記載された技術は、パッケージの少なくとも２隅の基
板上に突起部を設ける必要があり、マトリクス型リードフレームに適用した場合にはレジ
ンの使用量が多くなり、半導体装置の製造コストが高くなる。
【００３３】
　本発明の目的は、実装性能が良好なノンリード型半導体装置を提供することにある。
【００３４】
　本発明の他の目的は、外部電極端子の実装面に傷や異物付着を起こさせないノンリード
型半導体装置を提供することにある。
【００３５】
　本発明の他の目的は、製造コストの低減が達成できるノンリード型半導体装置を提供す
ることにある。
【００３６】
　本発明の他の目的は、品質が優れ信頼性が高い電子装置を提供することにある。
【００３７】
本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
らあきらかになるであろう。
【００３８】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとお
りである。
【００３９】
　（１）絶縁性樹脂からなる封止体（パッケージ）と、前記封止体の実装面に露出するリ
ード及びタブ吊りリードとを有する半導体装置であって、前記封止体の縁に位置する前記
リード及びタブ吊りリードの外端実装面側の縁は切断によるバリが存在しない。前記封止
体内には半導体チップが位置するとともに、タブ吊りリードに連なるタブが封止体内に埋
め込まれており、半導体チップは前記タブ吊りリードに連なるタブの固定面上に固定され
、タブは半導体チップより小さく、かつリードより薄く形成され、前記半導体チップの電
極と前記リードは導電性のワイヤで接続されている。前記封止体の実装面に露出する前記
リード面及び前記タブ吊りリード面にはメッキ膜が形成されている。
【００４０】
このような半導体装置は以下の製造方法で製造される。即ち、枠部と、前記枠部の内方に
位置するタブと、前記枠部から前記タブに向かって延在して先端部分で前記タブを支持す
る複数のタブ吊りリードと、前記枠部から前記タブに向かって延在する複数のリードとを
含む単位リードフレームパターンを縦横に複数格子配列したマトリクス型リードフレーム
を用意する工程と、
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前記タブの一面に半導体チップを固定する工程と、
前記半導体チップの電極と前記リードの内端を導電性のワイヤで接続する工程と、
前記半導体チップ及び前記ワイヤ並びに前記リード内端部分を片面モールドによって絶縁
性樹脂からなる封止体で覆うとともに、この片面モールド時前記封止体の実装面に前記リ
ードや前記タブ吊りリードを露出させる工程と、
前記リードや前記タブ吊りリードを切断する切断工程とを有する半導体装置の製造方法で
あって、
前記片面モールド時、前記パッケージの外側に前記パッケージよりも厚い接触防止体を一
個形成するとともに、前記切断工程で前記接触防止体を切断除去する。
【００４１】
前記片面モールド後、メッキを行い、前記マトリクス型リードフレームの所定箇所に実装
用のメッキ膜を形成する。
【００４２】
前記切断工程では、前記封止体の実装面側からパンチを突き出して前記リード及び前記タ
ブ吊りリードをダイとパンチで切断する。
【００４３】
前記（１）の手段によれば、（ａ）パッケージを形成する際、パッケージの外側にパッケ
ージの厚さよりも厚い接触防止体を形成することから、片面モールド後にリードフレーム
を重ね合わせた際、上下のリードフレームは前記接触防止体が介在することから上段のリ
ードフレームの外部電極端子となる部分は下段のパッケージに接触しなくなり、この外部
電極端子となる部分の汚染や傷発生が抑止できる。この結果、実装の信頼性が高いノンリ
ード型半導体装置を提供することができる。
【００４４】
（ｂ）接触防止体はパッケージ当たり１個しか形成しないため、マトリクス型リードフレ
ームの場合であっても使用するレジン量は多くはない。この結果、トランスファモールド
時の注入レジン圧をそれほど高くする必要もなく、トランスファモールドの制御性が難し
くなることもない。また、従来使用しているトランスファモールド装置をそのまま使用す
ることができる。
【００４５】
（ｃ）上記（ｂ）により、トランスファモールド時の注入レジン量が多くないことから、
ランナーから最後に送り込まれる最終キャビティにおいて、レジンの流れでワイヤが倒れ
て発生するショート不良が発生しなくなり、歩留りの向上と信頼性向上が達成できる。
【００４６】
（ｄ）上記（ｂ）により、接触防止体はパッケージ当たり１個しか形成しないため、単位
リードフレームパターンのパターン寸法を小さくでき、リードフレームの使用効率を高く
することができる。
【００４７】
（ｅ）リード及びタブ吊りリードの切断時、封止体の実装面側からパンチを突き出してダ
イとパンチでリード及びタブ吊りリードを切断するため、封止体が存在する面側の切断縁
に切断バリが発生することになり、実装面側には切断バリが発生しなくなる。この結果、
製造されたノンリード型半導体装置の外観性が良くなるばかりでなく、切断バリに起因す
る実装不良が発生しなくなる。
【００４８】
（ｆ）上記（ａ）～（ｅ）により、半導体装置の製造コストを低減できる。
【００４９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、発明の実施の形態を
説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの
説明は省略する。
【００５０】
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（実施形態１）
図１乃至図３３は本発明の一実施形態（実施形態１）である半導体装置の製造方法に係わ
る図である。
【００５１】
最初に本実施形態１の半導体装置の製造方法によって製造されたノンリード型半導体装置
の一例であるＱＦＮ型の半導体装置の製造について説明する。図２はＱＦＮ型の半導体装
置の一部を取り除いた斜視図、図３は断面図、図４は底面図である。
【００５２】
ＱＦＮ型の半導体装置１は、図２乃至図４に示すように、絶縁性樹脂からなる封止体（パ
ッケージ）２は偏平の四角形体（矩形体）からなるとともに、角部（隅部）は面取り加工
が施されて斜面５となっている。一箇所の斜面５はパッケージ２の形成時のレジン（樹脂
）を注入したゲートに連なっていた箇所であり、また、他の３箇所の斜面５はパッケージ
２の成形時空気が逃げるエアーベント箇所に連なっていた箇所である。
【００５３】
また、図２及び図３に示すように、パッケージ２の側面は傾斜面となっている。この傾斜
面は、モールド金型のキャビティからパッケージを抜き取る際、抜き取りを容易にするた
めにキャビティの側面を傾斜面にした結果によるものである。従って、図３に示すように
下面となる実装面３の大きさに比較して上面６は小さくなっている。
【００５４】
パッケージ２の裏面、即ち、実装面３の周縁には、外部電極端子（リード）４が露出して
いる。各辺において、リード４はパッケージ２の各辺に沿って所定のピッチで配置されて
いる。また、パッケージ２の４隅、即ち、斜面５の各中央に対応する実装面３の周縁には
タブ吊りリード７が露出している（図２，図４参照）。
【００５５】
図２に示すように、リード４及びタブ吊りリード７のパッケージ２に覆われる面では、パ
ッケージ２の立ち上がり縁２ａから外側にわずかにリード４及びタブ吊りリード７が突出
する。これは、リード４及びタブ吊りリード７を切断する際のダイの受部となる部分であ
り、例えば、０．１ｍｍ以下となっている。各リード４の間及びタブ吊りリード７とリー
ド４との間にはレジンバリ１０が存在するが、このレジンバリ１０もダイとパンチによっ
て切断されるため、パッケージ２の周縁では、レジンバリ１０の縁とリード４及びタブ吊
りリード７の先端縁が凸凹することなく直線的になる。
【００５６】
半導体装置１は、その製造においてシートを介在させて型締めを行った後にトランスファ
モールドを行うことから、実装面３はリード４やタブ吊りリード７の露出する面、即ち実
装面１６よりも内側に窪む形状になる。また、本実施形態１では、トランスファモールド
による片面モールド後、リード４及びタブ吊りリード７の表面にメッキ膜を形成するため
、このメッキ膜の存在によってもパッケージ２の実装面３はリード４やタブ吊りリード７
の実装面１６よりも内側に引っ込む構造になる。このようにリード４やタブ吊りリード７
の実装面１６よりもパッケージ２の実装面３がオフセットされた構造では、実装基板等の
配線基板に半導体装置１を表面実装する場合、半田の濡れ領域が特定されるため半田実装
が良好となる特長がある。
【００５７】
半導体装置１は、図３に示すように、パッケージ２内にタブ１１を有している。このタブ
１１の上面には接合材１２を介して半導体チップ１３が固定されている。前記タブ１１は
半導体チップ１３よりも小さい小タブとなっている。このタブ１１は前記４本のタブ吊り
リード７で支持される構造になっている（図２参照）。このタブ１１とタブ吊りリード７
は一体となっている。
【００５８】
また、半導体チップ１３の表面に形成された電極１４（図２参照）と、リード４の内端部
分は導電性のワイヤ１５で電気的に接続されている。タブ１１、半導体チップ１３、ワイ
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ヤ１５はパッケージ２内に位置している。なお、半導体チップ１３の電極とリード４とを
電気的に接続する接続手段は他の構成でもよい。
【００５９】
また、タブ吊りリード７を外部電極端子として使用する場合には、半導体チップ１３のグ
ランド電極とタブ吊りリード７をワイヤ１５で接続してもよい。
【００６０】
図５は半導体装置１を配線基板２０に実装した断面図である。配線基板２０の一面には、
前記半導体装置１の外部電極端子となるリード４やタブ吊りリード７に対応して、電極（
ランド）２１が設けられている。そして、これらランド２１上に半導体装置１の外部電極
端子となるリード４やタブ吊りリード７が重ねられ、かつ半田等による接合材２２を介し
て電気的に接続されている。
【００６１】
つぎに、具体的な半導体装置の製造について説明する。図６は本実施形態１によるＱＦＮ
型の半導体装置の製造方法を示すフローチャートである。半導体装置１は、ステップ１０
１～ステップ１０８の各工程を経て製造される。
【００６２】
即ち、作業開始後、チップボンディング（Ｓ１０１）、ワイヤボンディング（Ｓ１０２）
、モールド（Ｓ１０３）、メッキ（Ｓ１０４）、ゲート・フローキャビティ硬化レジン切
断（Ｓ１０５）、第１次リード先端切断（Ｓ１０６）、第２次リード先端切断（Ｓ１０７
）、残留タブ吊りリード切断（Ｓ１０８）の各工程を経て製造され、作業は終了する。前
記ゲート・フローキャビティ硬化レジン切断（Ｓ１０５）、第１次リード先端切断（Ｓ１
０６）、第２次リード先端切断（Ｓ１０７）、残留タブ吊りリード切断（Ｓ１０８）は、
複合切断金型による切断加工である。
【００６３】
本実施形態１の半導体装置１の製造においては、図７に示すようなマトリクス構成のリー
ドフレーム２５が用意される。このリードフレーム２５は、単位リードフレームパターン
２６がＸ方向に沿って２０行、Ｙ方向に沿って５列配置され、１枚のリードフレーム２５
から１００個の半導体装置１を製造することができる。リードフレーム２５の両側には、
リードフレーム２５の搬送や位置決めに使用するガイド孔２７ａ～２７ｃが設けられてい
る。
【００６４】
また、各列の左側には、トランスファモールド時、ランナーが位置する。そこでランナー
硬化レジンをエジェクターピンの突き出しによってリードフレーム２５から引き剥がすた
め、エジェクターピンが貫通できるエジェクターピン孔２８が設けられている。また、こ
のランナーから分岐し、キャビティに流れるゲート部分で硬化したゲート硬化レジンをエ
ジェクターピンの突き出しによってリードフレーム２５から引き剥がすため、エジェクタ
ーピンが貫通できるエジェクターピン孔２９が設けられている。
【００６５】
図８は単位リードフレームパターン２６を示す平面図である。単位リードフレームパター
ン２６は、矩形枠状の枠部３０と、この枠部３０の各辺の内側から内方に向かって延在す
る複数のリード４と、枠部３０の４隅から枠内方にそれぞれ延在し、中央のタブ１１を支
持するタブ吊りリード７とを有するパターンになり、四角形の領域となっている。前記枠
部３０は各辺でその辺方向にスリット３１が断続的に設けられ、リード４を支持する枠部
部分が弾力的に変化できるようになっている。
【００６６】
図８に示すように、各リード４の内端部分及びタブ１１等を含む四角形の領域が、モール
ド金型によって形成されるキャビティ３２である。エジェクターピン孔２９に臨むキャビ
ティ３２の左上の隅部には、キャビティ３２に樹脂を注入するゲート（Ｇ）が連なる。キ
ャビティ３２の前記ゲートに対峙する右下の隅部には、図示はしないがフローキャビティ
（ＦＣ）が連通しかつこのフローキャビティにはエアーベント（Ｅ）が連通するようにな



(9) JP 4669166 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

る。また、キャビティ３２の残りの二つの隅部（右上及び左下の隅部）にもそれぞれ図示
はしないがエアーベントが連通するようになる。
【００６７】
本実施形態１では、フローキャビティで硬化した樹脂によって、パッケージよりも高さが
高い接触防止体が形成される。また、この接触防止体がリードフレームから剥離しないよ
うにリードフレームと接触防止体との接着力を高めるため、フローキャビティ（ＦＣ）が
形成される枠部３０には開口部３３が設けられている。本実施形態１ではタブ吊りリード
７の延長線の両側にそれぞれ一つ対称形状に設けられている。
【００６８】
右上及び左下の隅部の枠部３０には、それぞれ孔３４が設けられている。この孔３４はエ
アーベントと重なり、エアーベント硬化レジンが枠部３０に食い込み、エアーベント硬化
レジンの脱落を防止する作用をする。
【００６９】
また、図１０及び図１１に示すように、タブ１１の裏面及びタブ１１側のタブ吊りリード
７部分は所定厚さエッチング（ハーフエッチング）されて薄くなっている。例えば、リー
ドフレームの厚さが０．２ｍｍの場合、ハーフエッチング深さは０．１１ｍｍ程度で、タ
ブ１１の厚さは０．０９ｍｍとなる。
【００７０】
このようにすることによって、片面モールドによって形成するパッケージの実装面にタブ
１１が露出しなくなる。また、このようなハーフエッチング構造は、タブ吊りリードを途
中で一段高くしてタブ１１をパッケージ内に埋め込む構造に比較して、前記一段高くする
分程パッケージの厚さを薄くすることができる。なお、当然ではあるが、エッチングされ
ないタブ１１及びタブ吊りリード７の表面と、これに対応するリード４の表面は、それぞ
れ同一面上に位置している。
【００７１】
また、リード４の内端はエッチング処理によって傾斜している。これはパッケージからリ
ード４が抜けることを防止するためである。
【００７２】
このようなリードフレーム２５を用いて半導体装置１が製造される。即ち、図９乃至図１
１に示すように、タブ１１上に半導体チップ１３を接合材１２を介して固定（チップボン
ディング：Ｓ１０１）した後、図１２及び図１３に示すように、前記半導体チップ１３の
電極１４とリード４の内端を導電性のワイヤ１５で電気的に接続させる（ワイヤボンディ
ング：Ｓ１０２）。
【００７３】
つぎに、組み立てが終了したリードフレーム２５に対して片面モールドを行ってパッケー
ジ２を形成する（モールド：Ｓ１０３）。この片面モールドはトランスファモールド装置
によって行う。
【００７４】
図１４は片面モールド時のモールド金型とリードフレーム等を示す模式図である。トラン
スファモールド装置に取り付けるモールド金型は、下金型３５と、この下金型３５上に配
置される上金型３６とからなり、両者の合わせ面（パーティング面）３５ａ，３５ｂ間に
組み立てが終了したリードフレーム２５が挟まれる。図１４では、リードフレーム２５を
浮かせた状態で表示したものであるが、実際は下金型３５のパーティング面３５ａ上に載
置されるものである。
【００７５】
本実施形態１では、リードフレーム２５と上金型３６との間にシート３７を介在させてモ
ールドを行うシートモールド法で片面モールドを行う。シートモールド法とは、リードフ
レームを上金型と下金型の間に挟持する場合に、上金型とリードフレームとの間に柔軟な
樹脂シートを介在させてモールド金型の挟持力によってリードフレームの特に電極部分を
シートに食い込ませた状態でレジン封止することによって、電極実装面に対してパッケー
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ジの裏面（実装面）をオフセットさせた形にする技術である。
【００７６】
上金型３６のパーティング面３６ａは、実際にはシートに皺が縒らないように部分的に溝
等が設けられているが、図では平坦面になっている。そして、下金型３５のパーティング
面３５ａに溶けた樹脂が流れる溝や窪みが形成されている。図１４には左から右に向かっ
てランナー３８，ゲート３９，キャビティ３２，スルー４０及びフローキャビティ４１が
並んでいる。図示はしないがフローキャビティ４１の側方にエアーベントが連通状態で配
置される。また、キャビティ３２の手前及び奥側にもそれぞれエアーベントが配置されて
いる。一例を挙げるならば、キャビティ３２の深さは０．８～０．９ｍｍ，フローキャビ
ティ４１の深さは１．１～１．２ｍｍ、スルー４０の深さは０．３～０．４ｍｍ，エアー
ベントの深さは２０～３０ｎｍである。
【００７７】
図１７はモールド金型で形成されるキャビティやレジン流路とリードフレームとの相関を
示す模式的平面図である。リードフレーム２５は２０行５列配置となっていることから、
下金型３５のキャビティ３２もこれに対応して２０行５列配置になっている。モールドの
ための材料を入れるポット（カル）４２は、５個となり、各カル４２からは４本のランナ
ー３８が延在し、各ランナー３８からは次々と５本のゲート３９が延在して行方向に並ぶ
各キャビティ３２に樹脂（レジン）を案内する。
【００７８】
片面モールド時、下金型３５のパーティング面３５ａ上にリードフレーム２５を位置決め
して載置し、その後上金型３６を下金型３５に重ね合わせて型締めを行う。
【００７９】
つぎに、前記ポット（カル）４２に樹脂を投入するとともに、加熱された樹脂をプランジ
ャで加圧してランナー３８に押し出す。押し出されたレジンはランナー３８内を流れると
ともに、各キャビティ３２に次々と送り込まれる。各キャビティ３２内に流入したレジン
は、キャビティ内の空気を押し出しながらキャビティ３２内をレジンで充満させ、一部の
レジンはスルー４０を通ってフローキャビティ４１内に流入する。キャビティ３２及びフ
ローキャビティ４１にはエアーベントが連通状態で設けられていることから、一部のレジ
ンは空気を押し出しながらエアーベント内に進入する。これによってキャビティ３２内に
は気泡（ボイド）が含まれないようになる。
【００８０】
本実施形態１では、四角形のキャビティの１隅からレジンを注入させ、対角線方向の隅部
及び前記対角線の両側の隅部のエアーベントから空気を外に排出する対称形のレジン流れ
を発生させて片面モールドすることから、キャビティ内の空気が円滑に抜け、形成された
パッケージ２内には気泡（ボイド）が含まれなくなる。
【００８１】
レジン注入後、キュア処理が施されてレジンが硬化する。特に、ここでは、ランナー３８
で硬化したものをランナー硬化レジン３８ａと呼称し、ゲート３９部分で硬化したものを
ゲート硬化レジン３９ａと呼称し、キャビティ３２で硬化したものをパッケージ２と呼称
し、スルー４０で硬化したものをスルー硬化レジン４０ａと呼称し、フローキャビティ４
１で硬化したものを接触防止体４３と呼称し、エアーベントで硬化したものをエアーベン
ト硬化レジン４４と呼称し、リード４とリード４の間及びリード４とタブ吊りリード７と
の間で硬化したものをレジンバリ１０と呼称する。これら各部については、図１５，図１
６，図１８乃至図２１に明示されている。
【００８２】
接触防止体４３の高さ（厚さ）は、パッケージ２の高さ（厚さ）よりも数ｍｍ高くなる。
従って、図１に示すように、組立が終了したリードフレーム２５を重ね合わせた場合、半
導体装置１のリード４を構成するリードフレーム部分は、接触防止体４３が上下のリード
フレーム２５間に介在されるため、接触することはない。即ち、接触に起因する半導体装
置１のリード４部分の汚染や傷の発生を防止することができる。図１において、Ａなる領
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域が半導体装置１を形成する領域である。従って、領域Ａ内のリード４の実装面１６の汚
染防止や傷発生防止が重要である。
【００８３】
図１５は片面モールドによって形成されたパッケージや接触防止体等を示す断面図、図１
６は片面モールドによって形成されたパッケージ等を示す他の断面における断面図、図１
８は片面モールドにおいて使用した樹脂シートとパッケージ等との関係を示す拡大断面図
、図１９はパッケージが形成されたリードフレームの平面図、図２０はパッケージが形成
された単位リードフレームパターン部分を示す平面図、図２１は単位リードフレームパタ
ーン部分のパッケージ等を示す断面図である。
【００８４】
また、レジンがキャビティに注入されたときの圧力では、型締めによる荷重にも満たない
ことから、図１８に示すように、パッケージ２の実装面３はパッケージ２の実装面３側に
露出するリード４やタブ吊りリード７部分の実装面１６よりも引っ込んだ、いわゆるオフ
セット構造になる。
【００８５】
つぎに、メッキ処理が行われる（Ｓ１０４）。このメッキ処理は、半導体装置１の実装時
に使用されるものであり、パッケージ２の実装面３に露出するリード４やタブ吊りリード
７の表面に、図示はしないが例えば、２０～３０μｍ程度の厚さ形成される。このメッキ
処理では、例えば、鉛と錫による半田膜、錫と亜鉛による半田膜、錫と銀による半田膜が
形成される。このメッキ膜については、特に図示はしない。
【００８６】
片面モールド後のリードフレーム２５は、図２４に示すような状態で保管される。この場
合、リードフレーム２５はマトリクス型となっていることから、パッケージ２の一隅の近
傍にパッケージ２よりも背が高い接触防止体４３が位置していることから、上段のリード
フレーム２５はこれら接触防止体４３によって支えられることになる。この結果、図１に
示すように、半導体装置を形成する領域Ａ内のリード４の実装面１６は直接下段のリード
フレーム２５に接触しなくなり、前記リード４の実装面１６の汚染や傷発生の防止が図れ
る。
【００８７】
つぎに、図２２に示すように、プレス機械によってゲート・フローキャビティ硬化レジン
切断〔同部分のタブ吊りリード切断：Ｓ１０５〕、第１次リード先端切断〔Ｘ方向延在リ
ード切断：Ｓ１０６〕、第２次リード先端切断〔Ｙ方向延在リード切断：Ｓ１０７〕、残
留タブ吊りリード切断〔エアーベント切断：Ｓ１０８〕を行う。これら各切断は、プレス
機械に取り付けた複合切断金型によって行う。
【００８８】
また、この切断工程において、リードフレーム２５は図２４に示すような状態で保管され
て、供給される。
【００８９】
図２２は切断装置の切断装置６０を示す斜視図である。切断装置６０は下金型ベース６１
と上金型ベース６２を有し、下金型ベース６１の四隅上面にはそれぞれ支柱６３が設けら
れ、前記上金型ベース６２の四隅下面には前記支柱６３に対して摺動自在に嵌合される嵌
合部６４が固定されている。前記下金型ベース６１の上面中央には取付部６５が設けられ
、図示しない複合切断金型のダイが取り付けられている。また、前記上金型ベース６２の
下面中央には取付部６６が設けられ、図示しない複合切断金型のパンチが取り付けられて
いる。
【００９０】
また、取付部６５上にはリードフレーム２５を案内するガイド６７が設けられている。リ
ードフレーム２５は、裏返しにしてこのガイド６７に供給され、ガイド６７と図示しない
移送機構によって左から右にピッチ送りされる。これは、リード４やタブ吊りリード７の
実装面１６側からパンチで打ち抜くことによって、切断時に発生する切断バリをパッケー
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ジ２側に生じさせ、実装面１６側の切断縁には切断バリが発生しないようにして、実装時
に支障を来さないようにするためである。
【００９１】
前記上金型ベース６２の上面中央には図示はしないが昇降用ラムが固定され、この昇降用
ラムの上下動で取付部６６が上下動する。従って、前記昇降用ラムの降下によってダイと
パンチによってリードフレーム２５の所定箇所の切断が行われる。
【００９２】
切断装置６０には、複合切断金型が組み込まれている。この複合切断金型は複数の打抜部
を有する。打抜部は、図２３に示すように、矢印で示すリードフレームの移送方向（左か
ら右に向かって）に沿って第１打抜型７０，第２打抜型７１，第３打抜型７２，第４打抜
型７３が設けられている。
【００９３】
第１打抜型７０はパッケージ２の４隅から突出するタブ吊りリード７の切断箇所をコイニ
ングして切断が容易に行えるようにするコイニング部７０ａ，付着している異物を落下さ
せる異物案内穴部７０ｂ，ゲート硬化レジンとフローキャビティ硬化レジンを同部分のタ
ブ吊りリード共々切断する第１打抜部７０ｃとで構成されている。前記第１打抜部７０ｃ
では、図２５においてハッチングを施した部分が切断される。図２６はリード４やタブ吊
りリード７を切断するダイ７５とパンチ７６を示す模式図である。打ち抜かれた切断片は
そのまま下方に落下する第２打抜型７１は第１次リード先端切断を行い、例えばＸ方向に
沿って延在するリード４を切断する。この切断では、図２７においてハッチングを施した
部分が切断される。
【００９４】
第３打抜型７２は、第２次リード先端切断を行うリード切断部７２ａと、付着している異
物を落下させる異物案内穴部７２ｂとで構成されている。前記リード切断部７２ａでは第
２次リード先端切断を行い、例えばＹ方向に沿って延在するリード４を切断する。この切
断では、図２８においてハッチングを施した部分が切断される。
【００９５】
第４打抜型７３は残留するタブ吊りリード７の切断を行う。従って、このタブ吊りリード
７に沿って延在するエアーベントも切断する。これにより、パッケージ２部分はリードフ
レーム２５から離脱し、図３０に示すようなノンリード型の半導体装置１、即ちＱＦＮ型
半導体装置１が製造される。前記リード４及びタブ吊りリード７の切断は、パッケージ２
のつけ根で切断される。例えば、リード４やタブ吊りリード７の突出長さは０．１ｍｍ以
下となる。
【００９６】
また、リード４及びタブ吊りリード７の切断時、パッケージ２の実装面側からパンチを突
き出してダイとパンチでリード４及びタブ吊りリード７を切断するため、封止体（パッケ
ージ）が設けられる面側の切断縁に突出するバリ（切断バリ）が発生するが、パッケージ
の実装面側には切断バリが発生しない。この結果、製造したノンリード型半導体装置１の
外観性が良くなるばかりでなく、切断バリに起因する実装不良が発生しなくなる。
【００９７】
また、パッケージのつけ根のリード間やリードとタブ吊りリード間には、レジンバリが発
生しているが、このレジンバリもリード４及びタブ吊りリード７の切断と同時に切断され
る。従って、切断面はリード，タブ吊りリード及びレジンバリにより、直線的になる。
【００９８】
図３１はリード４、タブ１１及びタブ吊りリードの一部が同一平面上に位置するフラット
なリードフレームを用いて製造した他の半導体装置１を示す断面図であり、図３２は前記
他の半導体装置の底面図である。このような構造は、タブ１１及びタブ吊りリード７の一
部がパッケージ２の実装面３に露出することから、配線基板等の実装基板に固定した場合
、露出したタブ１１及びタブ吊りリード７の面が熱放散面となり、半導体チップ１３の熱
をパッケージ２の外に速やかに放散できる実益がある。この結果、半導体装置１の安定動
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作が可能になる。なお、タブ吊りリード７のタブ１１側はハーフエッチングによって薄く
形成されている。従って、この薄くなった箇所がパッケージ２の実装面３に露出しなくな
る。
【００９９】
図３３はタブ吊りリード７を途中で一段階段状に折り曲げてタブ１１が浮き上がるように
したリードフレームを使用して製造したＱＦＮ型の半導体装置１である。この図では、構
造内容が分かり易いように、中央の線の右側と左側では、断面部分が異なる状態で示して
ある。
【０１００】
本実施形態１によれば、以下の効果を有する。
【０１０１】
（１）パッケージ２を形成する際、パッケージ２の外側にパッケージ２の厚さよりも厚い
接触防止体４３を形成することから、片面モールド後にリードフレーム２５を重ね合わせ
た際、上下のリードフレーム２５は前記接触防止体４３が介在することから上段のリード
フレーム２５の外部電極端子となる部分は下段のパッケージ２に接触しなくなり、この外
部電極端子となる部分の汚染や傷発生が抑止できる。この結果、実装の信頼性が高いノン
リード型半導体装置を提供することができる。即ち、外部電極端子の表面のメッキ膜も汚
染されず、かつ傷が付かないことから半導体装置１の実装の信頼性が高くなる。
【０１０２】
（２）接触防止体４３はパッケージ当たり１個しか形成しないため、マトリクス型リード
フレーム２５の場合であっても使用するレジン量は多くはない。この結果、トランスファ
モールド時の注入レジン圧をそれほど高くする必要もなく、トランスファモールドの制御
性が難しくなることもない。また、従来使用しているトランスファモールド装置をそのま
ま使用することができる。
【０１０３】
（３）上記（２）により、トランスファモールド時の注入レジン量が多くないことから、
ランナーから最後に送り込まれる最終キャビティにおいてレジンの流れでワイヤ１５が倒
れて発生するショート不良が発生しなくなり、歩留りの向上と信頼性向上が達成できる。
【０１０４】
（４）上記（２）により、接触防止体４３はパッケージ当たり１個しか形成しないため、
単位リードフレームパターン２６のパターン寸法を小さくでき、リードフレーム２５の使
用効率を高くすることができる。
【０１０５】
（５）リード４及びタブ吊りリード７の切断時、パッケージ２の実装面３からパンチを突
き出してダイとパンチでリード４及びタブ吊りリード７を切断するため、実装面１６の切
断縁から突出する切断バリが実装面側に発生しない。この結果、製造されたノンリード型
半導体装置１の外観性が良くなるばかりでなく、バリに起因する実装不良が発生しなくな
る。
【０１０６】
（６）タブ１１及びタブ１１側のタブ吊りリード７部分はハーフエッチングした構造から
なることから、半導体チップ１３を固定するタブ１１の固定面と、リード４のワイヤ１５
を接続する接続面は同一平面上に位置する構造となり、タブ吊りリード７を一段高くして
タブ１１を浮かす構造に比較して、浮かす寸法分低くでき、半導体装置１の高さを低くす
ることができる。
【０１０７】
（７）上記（１）～（６）により、半導体装置の製造コストを低減できる。
【０１０８】
（実施形態２）
図３７乃至図５３は他の実施形態（実施形態２）である半導体装置の製造方法に係わる図
である。本実施形態２の半導体装置の製造方法によって製造されたノンリード型半導体装
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置１は図３７乃至図３９に示すような構造になっている。図３７は一部を除去した半導体
装置の斜視図、図３８は半導体装置の断面図、図３９は半導体装置の底面図である。
【０１０９】
本実施形態２によるＱＦＮ型の半導体装置１は、実施形態１のノンリード型半導体装置１
において、封止体２の実装面３側をトランスファモールド時に使用したシート３７ａで被
った構造になっている点が特徴であり、構成的には他の部分は実施形態１と同様である。
シート３７ａは封止体２の実装面３の全域に広がるばかりでなく、その外周縁はリード４
の切断による外周縁に一致するとともに、リード４とリード４の間のレジンバリ１０やリ
ード４とタブ吊りリード７との間のレジンバリ１０の切断による外周縁と一致している。
【０１１０】
この結果、実装面３に露出するリード４やタブ吊りリード７の面はシート３７ａによって
被われ、保護されることになり、リード４やタブ吊りリード７の表面は傷が付いたり異物
が付着することがない。
【０１１１】
本実施形態２の半導体装置１は、図３８に示すように、リード４及びタブ吊りリード７の
表面にメッキ膜８０が形成されている。メッキ膜８０は、特に限定はされないが、例えば
、鉛と錫による半田膜、錫と亜鉛による半田膜、錫と銀による半田膜あるいは鉛を使用し
ないパラジウム膜等によって構成する。
【０１１２】
従って、シート３７ａを剥がすまでは、これらメッキ膜８０は傷が付いたり、異物によっ
て汚染されることもない。シート３７ａを剥がして配線基板に実装した場合、実施形態１
の場合の図５のようになる。シート３７ａを分離して直ぐに電子装置を構成する配線基板
に実装すれば、リード４やタブ吊りリード７の配線基板に対する接続は確実でかつ接続の
信頼性は高いものとなる。この結果、品質が優れかつ信頼性の高い電子装置を製造するこ
とができる。
【０１１３】
つぎに、本実施形態２による半導体装置の製造について説明する。図４０乃至図５３は本
実施形態２の半導体装置の製造方法に係わる図である。
【０１１４】
図４０は本実施形態２によるＱＦＮ型の半導体装置の製造方法を示すフローチャートであ
る。半導体装置１は、ステップ２０１～ステップ２０９の各工程を経て製造される。
【０１１５】
即ち、作業開始後、リードフレームへの選択的なメッキ（Ｓ２０１）、チップボンディン
グ（Ｓ２０２）、ワイヤボンディング（Ｓ２０３）、モールド（Ｓ２０４）、ノッチ加工
（Ｓ２０５）、ゲート・フローキャビティ硬化レジン切断（Ｓ２０６）、第１次リード先
端切断（Ｓ２０７）、第２次リード先端切断（Ｓ２０８）、残留タブ吊りリード切断（Ｓ
２０９）の各工程を経て製造され、作業は終了する。前記ノッチ加工（Ｓ２０５）、ゲー
ト・フローキャビティ硬化レジン切断（Ｓ２０６）、第１次リード先端切断（Ｓ２０７）
、第２次リード先端切断（Ｓ２０８）、残留タブ吊りリード切断（Ｓ２０９）は、複合切
断金型による切断加工である。
【０１１６】
本実施形態２において、複合切断金型による切断加工はノッチ加工（Ｓ２０５）を有する
ものである。このノッチ加工は、封止体２の周縁から突出するタブ吊りリード７の切断性
を良好とするために、切断部分にＶ溝を形成しておき、その後のタブ吊りリード７の切断
時、前記Ｖ溝底に応力集中を発生させて切断を容易にするためである。図示はしないが、
複合切断金型の最初のステーションに用意してノッチ加工部分を設けておく。ノッチ加工
部分は、タブ吊りリード７を支持する表面にＶ溝を有するダイと、先端が前記ダイのＶ溝
に対応する形状のパンチとからなり、このパンチとダイとによってタブ吊りリード７を横
切るようにその幅全域にＶ溝のノッチを形成する。なお、ノッチとしては必ずしもＶ溝に
限定されるものではなく、切断性能が良くなるならば他の構造のノッチでもよい。
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【０１１７】
本実施形態２では実施形態１と異なり、（１）チップボンディング前にリードフレームに
選択的にメッキ膜を形成することと、（２）モールド後に行う複合切断金型による切断加
工処理に最初にノッチ加工を追加したことであり、（３）また、シートを用いるトランス
ファモールド（モールド）において、シートは接着性のあるシートを用い、リード及びタ
ブ吊りリードを切断した後も封止体の実装面側に付着させておくこと、（４）実装する前
にシートを除去して半導体装置を実装することである。従って、以下の説明においては実
施形態１の場合と同様な部分の説明は省略しながら説明する。
【０１１８】
本実施形態２の半導体装置１の製造においては、図４１に示すように、実施形態１の場合
と同様なマトリクス構成のリードフレーム２５が用意される。
【０１１９】
つぎに、図４２に示すように、実装面となるリード４及びタブ吊りリード７の部分にメッ
キ処理が施されてメッキ膜８０が形成される（メッキ：Ｓ２０１）。図４２ではメッキ膜
８０が形成された部分をハッチングを施して示してある。メッキ膜８０は、特に限定はさ
れないが、例えば、鉛と錫による半田膜、錫と亜鉛による半田膜、錫と銀による半田膜あ
るいは鉛を使用しないパラジウム膜等によって構成する。図４２はリードフレーム２５の
裏面を示す。また、タブ１１及びタブ１１を支持するタブ吊りリード７のタブ１１寄りの
部分は裏面側がハーフエッチングされて薄くなっている。この部分は封止体で被われる部
分であり、メッキ膜は形成しない。
【０１２０】
つぎに、タブ１１上に半導体チップ１３を固定（チップボンディング：Ｓ２０２）すると
ともに、半導体チップ１３の電極１４とリード４の内端部分を導電性のワイヤ１５で電気
的に接続する（ワイヤボンディング：Ｓ２０３）する（図４３参照）。
【０１２１】
つぎに、図４４に示すように、組み立てが終了したリードフレーム２５に対して片面モー
ルドを行って封止体（パッケージ）２を形成する（モールド：Ｓ２０４）。この片面モー
ルドにおいて、実施形態１と同様にリードフレーム２５と上金型３６との間にシートを介
在させてモールドを行うシートモールド法で片面モールドを行う。
【０１２２】
しかし、このシートモールドにおいて、シートとしては接着性があるシート３７ａが使用
される。従って、モールド後もシート３７ａは封止体２の実装面側に付着したままとなる
。本実施形態２では、図示はしないが、シート３７ａはリードフレーム２５と略同じ寸法
で切断される。このトランスファモールドにおいても実施形態１の場合と同様に封止体２
の高さ（厚さ）よりも高い（厚い）接触防止体４３が形成される。
【０１２３】
図４５は片面モールドによってパッケージや接触防止体等が形成されたリードフレームの
平面図、図４６はパッケージが形成された単位リードフレームパターン部分を示す平面図
、図４７は単位リードフレームパターン部分のパッケージ等を示す断面図である。
【０１２４】
片面モールド後のリードフレーム２５は、図４８に示すような状態で保管される。この場
合、リードフレーム２５はマトリクス型となっていることから、パッケージ２の一隅の近
傍にパッケージ２よりも背が高い接触防止体４３が位置し、上段のリードフレーム２５は
これら接触防止体４３によって支えられることになる。この結果、半導体装置を形成する
領域内のリード４やタブ吊りリード７の表面には接触による外力が作用しなくなる。また
、本実施形態２の場合は、前記リード４やタブ吊りリード７がシート３７ａで保護されて
いることから、さらにリード４やタブ吊りリード７の表面が損傷を受けたり、異物付着に
よる汚染が防止される。図４９は内部の状態を示す積み重ね状態の二段のリードフレーム
２５を示す断面図である。
【０１２５】
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つぎに、実施形態１で使用したプレス機械と、ノッチ加工が最初のステーションに組み込
まれた複合切断金型を使用して、ノッチ加工（Ｖ溝：Ｓ２０５）、ゲート・フローキャビ
ティ硬化レジン切断〔同部分のタブ吊りリード切断：Ｓ２０６〕、第１次リード先端切断
〔Ｘ方向延在リード切断：Ｓ２０７〕、第２次リード先端切断〔Ｙ方向延在リード切断：
Ｓ２０８〕、残留タブ吊りリード切断〔エアーベント切断：Ｓ２０９〕を行う。また、こ
の切断工程において、リードフレーム２５は図４８に示すような状態で保管されて供給さ
れる。
【０１２６】
リードフレーム２５は、裏返しにして複合切断金型の下型と上型との間に挟持されて切断
成形加工が行われる。図５０はノッチ加工（Ｓ２０５）によってタブ吊りリード７にノッ
チ（Ｖ溝）８５が形成された状態を示す模式図である（図５２参照）。
【０１２７】
図５１において点々が施された部分がパンチ７６によって切断される（Ｓ２０６）。この
切断部分はタブ吊りリード７においては前記ノッチ（Ｖ溝）８５が設けられた部分であり
、Ｖ溝底が切断線である。図５２にはダイ７５とパンチ７６による切断状態を示してある
。パンチ７６はガイド８６で案内されている。この切断においてもリードフレーム２５の
一面にはシート３７ａが張りつけられている。パンチ７６によってシート３７ａの面から
封止体２が存在する方向に切断が行われる。この結果、封止体２の実装面１６側の縁（外
周縁）は丸みを帯びた縁となり、突出するバリのある縁とはならなくなり、実装時、バリ
によって実装状態が損なわれるようなことがない。
【０１２８】
つぎに、図示はしないが実施形態１と同様に、第１次リード先端切断（Ｓ２０７）、第２
次リード先端切断（Ｓ２０８）、残留タブ吊りリード切断（Ｓ２０９）を行う。これによ
り、パッケージ２部分はリードフレーム２５から離脱し、図３７乃至図３９に示すような
ノンリード型の半導体装置１、即ちＱＦＮ型半導体装置１が製造される。前記リード４及
びタブ吊りリード７の切断は、パッケージ２のつけ根で切断される。例えば、リード４や
タブ吊りリード７の突出長さは０．１ｍｍ以下となる。
【０１２９】
また、リード４及びタブ吊りリード７の切断時、パッケージ２の実装面側からパンチを突
き出してダイとパンチでリード４及びタブ吊りリード７を切断するため、封止体（パッケ
ージ）が設けられる面側の切断縁に突出するバリ（切断バリ）が発生するが、パッケージ
の実装面側には切断バリが発生しない。この結果、製造したノンリード型半導体装置１の
外観性が良くなるばかりでなく、切断バリに起因する実装不良が発生しなくなる。
【０１３０】
また、パッケージのつけ根のリード間やリードとタブ吊りリード間には、レジンバリが発
生しているが、このレジンバリもリード４及びタブ吊りリード７の切断と同時に切断され
る。従って、切断面はリード，タブ吊りリード及びレジンバリにより、直線的になる。
【０１３１】
本実施形態２の半導体装置１は、封止体２の実装面側にシート３７ａが張り付けられてい
ることから、封止体２の実装面に表面を露出させるリード４及びタブ吊りリード７の表面
はシート３７ａによって保護され、傷がついたり、異物付着による汚染が防止される。
【０１３２】
そこで、シート３７ａを付けたまま出荷したり、出荷に際してシート３７ａを剥がしてト
レー等に収納して出荷する。また、実装直前までシート３７ａを付けておくことが、実装
の信頼性を高めるためにも望ましい。
【０１３３】
図５４（ａ），（ｂ）は切断成形加工におけるゲート・フローキャビティ硬化レジン切断
〔同部分のタブ吊りリード切断〕において、レジンバリ１０あるいはレジンバリ１０から
封止体２に亘る部分が欠ける（欠け部分９０）例を示した図である。しかし、本実施形態
２のようにシート３７ａを張り付けた状態でゲート・フローキャビティ硬化レジン切断を
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行えば、シート３７ａが強度部材として作用するため、レジンバリ１０部分やレジンバリ
１０から封止体２に亘る部分に欠けが発生することがない。
【０１３４】
また、切断時に発生した破損微細レジンはシート３７ａに張り付いたままとなり、搬送等
において前記破損微細レジンが脱落しなくなり、周囲や機械を汚さなくなる。また、この
破損微細レジンはシート３７ａの剥離時にシート３７ａに付着したまま除去されるため、
半導体装置１や周囲作業環境を汚すこともない。
【０１３５】
図５３（ａ）、（ｂ）は半導体装置１からシート３７ａを剥離（分離）する一例を示すも
のである。例えば、図５３（ａ）に示すように、半導体装置１を裏返しにした状態で作業
用のステーション９１の収容窪み９２に収容する。収容窪み９２はその底に真空吸引力を
増大させるための真空吸引窪み９３を有し、かつ真空吸引機構に接続される吸引孔９４を
真空吸引窪み９３の底に有している。
【０１３６】
そこで、収容窪み９２に収容された半導体装置１を真空吸引機構を動作させて収容窪み９
２に真空吸着して保持する。また、半導体装置１のシート３７ａを真空吸着できるノズル
９５で真空吸着保持し、この状態でノズル９５を図５３（ｂ）に示すように、半導体装置
１から遠ざけるように上昇移動させる。これにより、シート３７ａを封止体２から剥がし
半導体装置１から分離することができる。
【０１３７】
つぎに、ノズル９５で保持したシート３７ａを所定箇所に運んで捨てた後、ノズル９５を
再び収容窪み９２上に戻して下降させ、再びノズル９５で半導体装置１を真空吸着保持し
て所定箇所に運び、再び反転させ、かつ運び所定の配線基板に実装したり、あるいは出荷
用のトレー等に収容する。
【０１３８】
半導体装置１の封止体２からシート３７ａを剥離する手段は他の方法でもよい。
【０１３９】
本実施形態２においても実施形態１が有する効果の一部の効果を有する。また、本実施形
態２においては、半導体装置の製造方法においてリードフレーム２５の一面にシート３７
ａが張り付けられていることから、リードフレーム２５を複数段重ねても、重なる部分に
シート３７ａが介在するため上段のリードフレーム２５の外部電極端子となる部分は下段
のパッケージ２に直接接触しなくなり、外部電極端子となる部分の汚染や傷発生が抑止で
きる。また、リードフレーム２５を重ねても、接触防止体４３が存在することから、外部
電極端子となる部分は下段の封止体への接触に起因する外力の印加もなく損傷しなくなる
。
【０１４０】
この結果、電子装置の製造において、ノンリード型半導体装置の実装の信頼性が高くなる
ため、品質が優れ信頼性が高い電子装置を製造することができる。
【０１４１】
以上本発明者によってなされた発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上
記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である
ことはいうまでもない。
【０１４２】
前記実施形態では、片面モールド後にメッキ処理を行ったが、リードフレームを形成した
後にメッキ処理（先付けメッキ）を行ってもよい。この場合、例えば、鉛を使用しないメ
ッキ膜としてパラジウムメッキ膜を形成してもよい。この場合においても、片面モールド
後は外部電極端子となる部分の表面の汚染及び傷発生を防止することができる。
【０１４３】
また、前記実施形態では、ＱＦＮ型の半導体装置の製造に本発明を適用した例について説
明したが、例えば、ＳＯＮ型半導体装置の製造に対しても本発明を同様に適用でき、同様
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の効果を有することができる。本発明は少なくともノンリード型半導体装置には適用でき
る。
【０１４４】
【発明の効果】
本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれ
ば、下記のとおりである。
【０１４５】
（１）半導体装置の製造時外部電極端子の実装面に傷や異物が付着し難いことから、実装
性能が良好なノンリード型半導体装置を製造することができる。
【０１４６】
（２）外部電極端子の実装面側のリード及びタブ吊りリードの切断縁には切断バリが発生
しないことから、切断バリに起因する実装不良がなくなり、実装の信頼性を高めることが
できる。
【０１４７】
（３）電子装置の製造時ノンリード型半導体装置の外部電極端子の実装面に傷や異物が付
着し難くなることから、ノンリード型半導体装置の実装性能が良好になり、品質が優れた
信頼性の高い電子装置を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態（実施形態１）である半導体装置の製造方法において、片面
モールドされたリードフレームを積み重ねた状態を示す一部の模式的断面図である。
【図２】本実施形態１は一部を除去した半導体装置の模式的斜視図である。
【図３】前記半導体装置の断面図である。
【図４】前記半導体装置の底面図である。
【図５】前記半導体装置の実装状態を示す断面図である。
【図６】本実施形態１の半導体装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図７】本実施形態１の半導体装置の製造方法で使用するリードフレームの平面図である
。
【図８】前記リードフレームの単位リードフレームパターン部分を示す平面図である。
【図９】本実施形態１の半導体装置の製造方法において、リードフレームに半導体チップ
を固定した状態を示す平面図である。
【図１０】図９のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図１１】図９のＢ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図１２】本実施形態１の半導体装置の製造方法において、半導体チップの電極とリード
内端部分をワイヤで接続した状態を示す平面図である。
【図１３】図１２のＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図１４】本実施形態１の半導体装置の製造方法における片面モールド時のモールド金型
とリードフレーム等を示す模式図である。
【図１５】前記片面モールドによって形成されたパッケージや接触防止体等を示す断面図
である。
【図１６】前記片面モールドによって形成されたパッケージ等を示す断面図である。
【図１７】前記片面モールドにおけるモールド金型で形成されるキャビティやレジン流路
とリードフレームとの相関を示す平面図である。
【図１８】前記片面モールドにおいて使用した樹脂シートとパッケージ等との関係を示す
拡大断面図である。
【図１９】前記片面モールドによってパッケージが形成されたリードフレームの平面図で
ある。
【図２０】前記片面モールドによってパッケージが形成された単位リードフレームパター
ン部分を示す平面図である。
【図２１】前記単位リードフレームパターン部分のパッケージ等を示す断面図である。
【図２２】本実施形態１の半導体装置の製造方法で使用する切断装置の一部を示す斜視図
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である。
【図２３】前記切断装置に組み込まれる複合切断金型を示す模式図である。
【図２４】本実施形態１の半導体装置の製造方法において、積み重ねられた片面モールド
されたリードフレームを示す一部の模式図である。
【図２５】本実施形態１の半導体装置の製造方法において、切断するゲート硬化レジン部
分及びフローキャビティ硬化レジン部分を示す一部のリードフレームの平面図である。
【図２６】切断金型の一例を示す模式的断面図である。
【図２７】本実施形態１の半導体装置の製造方法において、切断するＸ方向に沿って延在
するリード部分を示すリードフレームの平面図である。
【図２８】本実施形態１の半導体装置の製造方法において、切断するＹ方向に沿って延在
するリード部分を示すリードフレームの平面図である。
【図２９】本実施形態１の半導体装置の製造方法において、ピンチカットによる切断部分
を示すリードフレーム部分の平面図である。
【図３０】前記リードフレームから切断分離された半導体装置を示す平面図である。
【図３１】本実施形態１において、リード、タブ及びタブ吊りリードが同一平面上に位置
するフラットなリードフレームを用いて製造した他の半導体装置を示す断面図である。
【図３２】前記他の半導体装置の底面図である。
【図３３】本実施形態１において、タブ吊りリードを途中で一段高くしてタブを浮かせた
リードフレームを用いて製造した他の半導体装置を示す断面図である。
【図３４】実装状態が良好なノンリード型半導体装置を示す一部の断面図である。
【図３５】異物付着による実装不良のノンリード型半導体装置を示す一部の断面図である
。
【図３６】メッキ膜の剥離による実装不良のノンリード型半導体装置を示す一部の断面図
である。
【図３７】本発明の他の実施形態（実施形態２）である半導体装置の製造方法で製造され
た半導体装置の一部を除去した斜視図である。
【図３８】本実施形態２の製法で製造された半導体装置の断面図である。
【図３９】本実施形態２の製法で製造された半導体装置の底面図である。
【図４０】本実施形態２の半導体装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図４１】本実施形態２の半導体装置の製造方法で使用するリードフレームの平面図であ
る。
【図４２】前記リードフレームの単位リードフレームパターン部分の裏面を示す底面図で
ある。
【図４３】本実施形態２の半導体装置の製造方法において、半導体チップを固定するとと
もに、半導体チップの電極とリードをワイヤで接続した状態を示す一部の平面図である。
【図４４】本実施形態２の半導体装置の製造方法における片面モールド状態を示す模式的
断面図である。
【図４５】前記片面モールドによってパッケージが形成されたリードフレームの平面図で
ある。
【図４６】前記片面モールドによってパッケージが形成された単位リードフレームパター
ン部分を示す平面図である。
【図４７】前記片面モールドされた単位リードフレームパターン部分の断面図である。
【図４８】本実施形態２の半導体装置の製造方法において、積み重ねられた片面モールド
されたリードフレームを示す一部の模式図である。
【図４９】本実施形態２の半導体装置の製造方法において、積み重ねられた片面モールド
されたリードフレームを示す一部の断面図である。
【図５０】本実施形態２の半導体装置の製造方法において、タブ吊りリードにノッチを形
成した単位リードフレームパターン部分の模式的平面図である。
【図５１】本実施形態２の半導体装置の製造方法において、ゲート側及びフローキャビテ
ィ側のタブ吊りリードとパンチ及びダイ等の関係を示す模式図である。
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【図５２】前記ゲート硬化レジン部分及びフローキャビティ硬化レジン部分の切断状態を
示す模式的断面図である。
【図５３】本実施形態２によって製造された半導体装置から樹脂シートを剥離させる状態
を示す模式図である。
【図５４】パッケージの縁が欠けた半導体装置の平面図及び底面図である。
【符号の説明】
１…半導体装置（ノンリード型半導体装置）、２…封止体（パッケージ）、２ａ…立ち上
がり縁、３…実装面、４…外部電極端子（リード）、５…斜面、６…上面、７…タブ吊り
リード、１０…レジンバリ、１１…タブ、１２…接合材、１３…半導体チップ、１４…電
極、１５…ワイヤ、１６…実装面、２０…配線基板、２１…電極（ランド）、２２…接合
材、２５…リードフレーム、２６…単位リードフレームパターン、２７ａ～２７ｃ…ガイ
ド孔、２８，２９…エジェクターピン孔、３０…枠部、３１…スリット、３２…キャビテ
ィ、３３…開口部、３４…孔、３５…下金型、３５ａ，３５ｂ…合わせ面（パーティング
面）、３６…上金型、３７，３７ａ…シート、３８…ランナー、３９…ゲート、４０…ス
ルー、４１…フローキャビティ、４２…ポット（カル）、４３…接触防止体、４４…エア
ーベント硬化レジン、５０…配線基板、５１…接合材（ソルダー）、５５…フィレット、
５６…異物、６０…切断装置、６１…下金型ベース、６２…上金型ベース、６３…支柱、
６４…嵌合部、６５，６６…取付部、６７…ガイド、７０…第１打抜型、７１…第２打抜
型、７２…第３打抜型、７３…第４打抜型、７５…ダイ、７６…パンチ、８０…メッキ膜
、８５…ノッチ（Ｖ溝）、８６…ガイド、９０…欠け部分、９１…ステーション、９２…
収容窪み、９３…真空吸引窪み、９４…吸引孔、９５…ノズル。
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