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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ソーイング加工時に、リード部に金属バリが発
生することを防止するとともに、リード部やコネクティ
ングバーに変形が生じることを防止することが可能なリ
ードフレームを提供する。
【解決手段】リードフレーム１０の隣接するリードフレ
ーム要素１４間において、対応する一対の長リード部１
６Ａおよび一対の短リード部がそれぞれコネクティング
バー１７を介して連結されている。コネクティングバー
１７は、一対の長リード部１６Ａ間に位置する複数の長
リード連結部１８Ａと、一対の短リード部間に位置する
複数の短リード連結部とを有している。長リード連結部
１８Ａは、その表面及び裏面の少なくとも一方の面にハ
ーフエッチング凹部５１を有し、表面及び裏面の両方に
平坦部５２、５４を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置用のリードフレームにおいて、
　それぞれ半導体素子を載置するダイパッドと、前記ダイパッドの周囲に設けられた複数
の長リード部および複数の短リード部とを含む、複数のリードフレーム要素を備え、
　隣接する前記リードフレーム要素間において、対応する一対の前記長リード部および一
対の前記短リード部がそれぞれコネクティングバーを介して連結され、
　前記コネクティングバーは、前記長リード部および前記短リード部の長手方向に対して
直交して延び、
　前記コネクティングバーは、対応する一対の前記長リード部間に位置する複数の長リー
ド連結部と、対応する一対の前記短リード部間に位置する複数の短リード連結部とを有し
、
　前記長リード連結部は、その表面及び裏面の少なくとも一方の面に、ハーフエッチング
が施されたハーフエッチング凹部を有し、前記表面及び前記裏面の両方に、ハーフエッチ
ングが施されない平坦部を有することを特徴とするリードフレーム。
【請求項２】
　前記長リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部が形成
され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形成され、
　前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、幅方向両
端部にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、
　前記短リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部が形成
され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形成されていることを特徴とする請求項１記
載のリードフレーム。
【請求項３】
　前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、幅方向両
端部にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、
　前記短リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、当該平坦
部の両側にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記
平坦部が形成されていることを特徴とする請求項１記載のリードフレーム。
【請求項４】
　前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部が形成
され、当該ハーフエッチング凹部の両側にそれぞれ前記平坦部が形成され、幅方向両端部
にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、
　前記短リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部が形成
され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形成されていることを特徴とする請求項１記
載のリードフレーム。
【請求項５】
　前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、幅方向両
端部にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、
　前記短リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部が形成
され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形成されていることを特徴とする請求項１記
載のリードフレーム。
【請求項６】
　前記長リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、当該平坦
部の両側にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記
平坦部が形成され、
　前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部が形成
され、当該ハーフエッチング凹部の両側にそれぞれ前記平坦部が形成され、幅方向両端部
にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、
　前記短リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、当該平坦
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部の両側にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記
平坦部が形成され、
　前記短リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部が形成
され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形成されていることを特徴とする請求項１記
載のリードフレーム。
【請求項７】
　前記長リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、当該平坦
部の両側にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記
平坦部が形成され、
　前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、幅方向両
端部にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、
　前記短リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、当該平坦
部の両側にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記
平坦部が形成されていることを特徴とする請求項１記載のリードフレーム。
【請求項８】
　リードフレームの製造方法において、
　金属基板を準備する工程と、
　前記金属基板の表裏に、それぞれエッチング用レジスト層を形成する工程と、
　前記エッチング用レジスト層を耐腐蝕膜として前記金属基板の表面および裏面にエッチ
ングを施すことにより、前記金属基板に、それぞれ半導体素子を載置するダイパッドと、
前記ダイパッドの周囲に設けられた複数の長リード部および複数の短リード部とを含む、
複数のリードフレーム要素を形成する工程と、
　前記金属基板の表裏から、それぞれ前記エッチング用レジスト層を除去する工程とを備
え、
　隣接する前記リードフレーム要素間において、対応する一対の前記長リード部および一
対の前記短リード部がそれぞれコネクティングバーを介して連結され、
　前記コネクティングバーは、対応する一対の前記長リード部間に位置する複数の長リー
ド連結部と、対応する一対の前記短リード部間に位置する複数の短リード連結部とを有し
、
　前記長リード連結部は、その表面及び裏面の少なくとも一方の面に、ハーフエッチング
が施されたハーフエッチング凹部を有し、前記表面及び前記裏面の両方に、ハーフエッチ
ングが施されない平坦部を有することを特徴とするリードフレームの製造方法。
【請求項９】
　半導体装置の製造方法において、
　請求項８記載のリードフレームの製造方法によりリードフレームを製造する工程と、
　前記リードフレームの前記ダイパッド上に前記半導体素子を搭載する工程と、
　前記半導体素子と前記リードフレームの前記長リード部又は前記短リード部とを接続部
により電気的に接続する工程と、
　前記ダイパッドと、前記長リード部と、前記短リード部と、前記半導体素子と、前記接
続部とを封止樹脂により封止する工程と、
　前記コネクティングバーに沿って、前記封止樹脂および前記リードフレームを前記リー
ドフレーム要素毎に切断する工程とを備えた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、リードフレームおよびその製造方法、ならびに半導体装置の製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、基板に実装される半導体装置の小型化および薄型化が要求されてきている。この
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ような要求に対応すべく、従来、リードフレームを用い、当該リードフレームの搭載面に
搭載した半導体素子を封止樹脂によって封止するとともに、裏面側にリードの一部分を露
出させて構成された、いわゆるＱＦＮ（Quad Flat Non-lead）タイプの半導体装置が種々
提案されている。
【０００３】
　しかしながら、従来一般的な構造からなるＱＦＮの場合、端子数が増加することにした
がってパッケージが大きくなるため、実装信頼性を確保することが難しくなる課題があっ
た。また、パッケージが大きくなることにより、内部端子と半導体チップとの間の距離が
長くなり、金製のボンディングワイヤの使用量が増加し、パッケージの製造コストが増加
するという問題がある。また、ボンディングワイヤが長くなることにより、パッケージ組
立ての際に不具合が発生するおそれもある。
【０００４】
　これに対して、多ピン化されたＱＦＮを実現するための技術として、外部端子を２列に
配列したＤＲ－ＱＦＮ（Dual Row QFN）とよばれるパッケージの開発が進められている（
特許文献１～３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許３７３２９８７号公報
【特許文献２】特開２００１－１８９４０２号公報
【特許文献３】特開２００６－１９７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このようなＤＲ－ＱＦＮパッケージにおいては、相対的に長いリード部と相対的に短い
リード部とが交互に配置されており、各リード部に設けられた外部端子が裏面から見て千
鳥状に配列されている。ＤＲ－ＱＦＮパッケージを製造する場合、外部端子の変形を防止
するとともにパッケージの組み立てを容易にするため、各パッケージを個々のモールドで
樹脂封止することが行われている（個別モールド方式）。
【０００７】
　一方、ＤＲ－ＱＦＮパッケージの製造効率を高めるために、複数のパッケージを一括し
て樹脂封止し、その後パッケージ毎に封止樹脂を切断（ソーイング加工）して、パッケー
ジを製造することが検討されている（ＭＡＰ方式）。ＤＲ－ＱＦＮパッケージの外部端子
は上述したように千鳥状に配列されており、このうち内側の端子は、相対的に長いリード
部で保持されてコネクティングバー（グリッドリード）に連結されている。そして当該リ
ード部にハーフエッチング加工された部分を設けることにより、リード部を切断した後、
切断部の周囲に金属バリが発生することを防止している。
【０００８】
　しかしながら、ＤＲ－ＱＦＮパッケージにおいては、パッケージサイズが例えば７ｍｍ
～１４ｍｍ角と大きく、ハーフエッチング加工されたリード部の数も多いため、従来のＱ
ＦＮパッケージに比べてコネクティングバーへの応力が大きくなり、変形を誘発しやすい
という問題がある。このため、とりわけＭＡＰ方式でＤＲ－ＱＦＮパッケージを製造する
場合、リード部やコネクティングバーに変形が発生しやすいことが課題となっている。
【０００９】
　本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、ソーイング加工時に、リード部
に金属バリが発生することを防止するとともに、リード部やコネクティングバーに変形が
生じることを防止することが可能な、リードフレームおよびその製造方法、ならびに半導
体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】



(5) JP 2015-72946 A 2015.4.16

10

20

30

40

50

　本発明は、半導体装置用のリードフレームにおいて、それぞれ半導体素子を載置するダ
イパッドと、前記ダイパッドの周囲に設けられた複数の長リード部および複数の短リード
部とを含む、複数のリードフレーム要素を備え、隣接する前記リードフレーム要素間にお
いて、対応する一対の前記長リード部および一対の前記短リード部がそれぞれコネクティ
ングバーを介して連結され、前記コネクティングバーは、前記長リード部および前記短リ
ード部の長手方向に対して直交して延び、前記コネクティングバーは、対応する一対の前
記長リード部間に位置する複数の長リード連結部と、対応する一対の前記短リード部間に
位置する複数の短リード連結部とを有し、前記長リード連結部は、その表面及び裏面の少
なくとも一方の面に、ハーフエッチングが施されたハーフエッチング凹部を有し、前記表
面及び前記裏面の両方に、ハーフエッチングが施されない平坦部を有することを特徴とす
るリードフレームである。
【００１１】
　本発明は、前記長リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング
凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形成され、前記長リード連結部の
裏面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記ハー
フエッチング凹部が形成され、前記短リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記
ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形成されている
ことを特徴とするリードフレームである。
【００１２】
　本発明は、前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され
、幅方向両端部にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、前記短リード連結部の
裏面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、当該平坦部の両側にそれぞれ前記
ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形成されている
ことを特徴とするリードフレームである。
【００１３】
　本発明は、前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング
凹部が形成され、当該ハーフエッチング凹部の両側にそれぞれ前記平坦部が形成され、幅
方向両端部にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、前記短リード連結部の裏面
において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞ
れ前記平坦部が形成されていることを特徴とするリードフレームである。
【００１４】
　本発明は、前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され
、幅方向両端部にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、前記短リード連結部の
裏面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそ
れぞれ前記平坦部が形成されていることを特徴とするリードフレームである。
【００１５】
　本発明は、前記長リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され
、当該平坦部の両側にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそ
れぞれ前記平坦部が形成され、前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記
ハーフエッチング凹部が形成され、当該ハーフエッチング凹部の両側にそれぞれ前記平坦
部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、前記短リ
ード連結部の表面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、当該平坦部の両側に
それぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形
成され、前記短リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記ハーフエッチング凹部
が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部が形成されていることを特徴とするリー
ドフレームである。
【００１６】
　本発明は、前記長リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され
、当該平坦部の両側にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそ
れぞれ前記平坦部が形成され、前記長リード連結部の裏面において、幅方向中央部に前記
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平坦部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、前記
短リード連結部の表面において、幅方向中央部に前記平坦部が形成され、当該平坦部の両
側にそれぞれ前記ハーフエッチング凹部が形成され、幅方向両端部にそれぞれ前記平坦部
が形成されていることを特徴とするリードフレームである。
【００１７】
　本発明は、リードフレームの製造方法において、金属基板を準備する工程と、前記金属
基板の表裏に、それぞれエッチング用レジスト層を形成する工程と、前記エッチング用レ
ジスト層を耐腐蝕膜として前記金属基板の表面および裏面にエッチングを施すことにより
、前記金属基板に、それぞれ半導体素子を載置するダイパッドと、前記ダイパッドの周囲
に設けられた複数の長リード部および複数の短リード部とを含む、複数のリードフレーム
要素を形成する工程と、前記金属基板の表裏から、それぞれ前記エッチング用レジスト層
を除去する工程とを備え、隣接する前記リードフレーム要素間において、対応する一対の
前記長リード部および一対の前記短リード部がそれぞれコネクティングバーを介して連結
され、前記コネクティングバーは、対応する一対の前記長リード部間に位置する複数の長
リード連結部と、対応する一対の前記短リード部間に位置する複数の短リード連結部とを
有し、前記長リード連結部は、その表面及び裏面の少なくとも一方の面に、ハーフエッチ
ングが施されたハーフエッチング凹部を有し、前記表面及び前記裏面の両方に、ハーフエ
ッチングが施されない平坦部を有することを特徴とするリードフレームの製造方法である
。
【００１８】
　本発明は、半導体装置の製造方法において、リードフレームの製造方法によりリードフ
レームを製造する工程と、前記リードフレームの前記ダイパッド上に前記半導体素子を搭
載する工程と、前記半導体素子と前記リードフレームの前記長リード部又は前記短リード
部とを接続部により電気的に接続する工程と、前記ダイパッドと、前記長リード部と、前
記短リード部と、前記半導体素子と、前記接続部とを封止樹脂により封止する工程と、前
記コネクティングバーに沿って、前記封止樹脂および前記リードフレームを前記リードフ
レーム要素毎に切断する工程とを備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ソーイング加工時に、リード部に金属バリが発生することを防止する
とともに、リード部やコネクティングバーに変形が生じることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態によるリードフレームを示す平面（表面）図。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態によるリードフレームを示す断面図（図１のII－
II線断面図）。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態によるリードフレームを示す底面（裏面）図。
【図４】図４（ａ）は、長リード部の長手方向に沿う断面図（図１のIVA－IVA線断面図）
、図４（ｂ）は、短リード部の長手方向に沿う断面図（図１のIVB－IVB線断面図）。
【図５】図５は、半導体装置を示す平面（表面）図。
【図６】図６は、半導体装置を示す断面図（図５のＶ－Ｖ線断面図）。
【図７】図７（ａ）－（ｇ）は、本発明の一実施の形態によるリードフレームの製造方法
を示す断面図。
【図８】図８（ａ）－（ｆ）は、本発明の一実施の形態による半導体装置の製造方法を示
す断面図。
【図９】図９（ａ）は、本発明の一変形例（変形例１）による長リード部の長手方向に沿
う断面図、図９（ｂ）は、短リード部の長手方向に沿う断面図。
【図１０】図１０（ａ）は、本発明の一変形例（変形例２）による長リード部の長手方向
に沿う断面図、図１０（ｂ）は、短リード部の長手方向に沿う断面図。
【図１１】図１１（ａ）は、本発明の一変形例（変形例３）による長リード部の長手方向
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に沿う断面図、図１１（ｂ）は、短リード部の長手方向に沿う断面図。
【図１２】図１２（ａ）は、本発明の一変形例（変形例４）による長リード部の長手方向
に沿う断面図、図１２（ｂ）は、短リード部の長手方向に沿う断面図。
【図１３】図１３（ａ）は、本発明の一変形例（変形例５）による長リード部の長手方向
に沿う断面図、図１３（ｂ）は、短リード部の長手方向に沿う断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の一実施の形態について、図１乃至図８を参照して説明する。
【００２２】
　リードフレームの構成
　まず、図１乃至図４により、本実施の形態によるリードフレームの概略について説明す
る。図１乃至図４は、本実施の形態によるリードフレームを示す図である。
【００２３】
　図１乃至図４に示すリードフレーム１０は、半導体装置２０（後述）を作製するために
用いられるものであり、縦横にマトリックス状に配置された複数のリードフレーム要素１
４を備えている。
【００２４】
　各リードフレーム要素１４は、それぞれ個々の半導体装置２０に対応する領域である。
このリードフレーム要素１４は、ダイパッド１５と、ダイパッド１５の周囲に設けられた
複数の長リード部１６Ａおよび複数の短リード部１６Ｂとを含んでいる。なお、図１およ
び図３において、二点鎖線で囲まれた領域がそれぞれリードフレーム要素１４に対応する
。
【００２５】
　各ダイパッド１５は、後述する半導体素子２１を載置するためのものであり、平面略矩
形形状を有している。また、各長リード部１６Ａおよび各短リード部１６Ｂは、後述する
ようにボンディングワイヤ２２を介して半導体素子２１に接続されるものであり、ダイパ
ッド１５との間に空間を介して配置されている。
【００２６】
　また図１および図３に示すように、各長リード部１６Ａおよび各短リード部１６Ｂは、
それぞれＸ方向又はＹ方向のいずれかに沿って延びており、各長リード部１６Ａは、各短
リード部１６Ｂよりも長く構成されている。また各長リード部１６Ａと各短リード部１６
Ｂとは、ダイパッド１５の周囲に沿って交互に配置されている。なお、各長リード部１６
Ａおよび各短リード部１６Ｂの内部端子部１６ａには、それぞれボンディングワイヤ２２
との密着性を向上させるためのめっき部２５が設けられている。
【００２７】
　各長リード部１６Ａおよび各短リード部１６Ｂは、それぞれ相対的に広い幅を有すると
ともにボンディングワイヤ２２に接続される内部端子部１６ａと、相対的に狭い幅を有す
る連結部１６ｂとを有している。また、各内部端子部１６ａの裏面側には、図示しない外
部の配線基板に接続される外部端子部１６ｃが設けられている（図２参照）。この場合、
表面側において内部端子部１６ａは千鳥状に配列されており（図１参照）、裏面側におい
て外部端子部１６ｃは千鳥状に配列されている（図３参照）。
【００２８】
　なお、本実施の形態において、少なくともダイパッド１５の中央部分にはハーフエッチ
ング加工が施されておらず、加工前の金属基板と同等の厚みを有している。具体的には、
ダイパッド１５の中央部分の厚みは、半導体装置２０の構成にもよるが、０．１０ｍｍ～
０．３０ｍｍとすることができる。
【００２９】
　一方、リードフレーム要素１４の周囲には、複数のコネクティングバー１７が格子状に
配置されている。各コネクティングバー１７の幅は、その表面と裏面とで互いに同一であ
っても良く、互いに異なっていても良い。後者の場合、各コネクティングバー１７の表面
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側の幅を例えば０．１５ｍｍ～０．２０ｍｍとし、裏面側の幅を例えば０．０３ｍｍ～０
．１０ｍｍとすることができる。
【００３０】
　また、各リードフレーム要素１４において、ダイパッド１５は、ダイパッド１５の角部
から延びる４本の吊りリード４３と、各吊りリード４３に連結された連結リード４４とを
介して、コネクティングバー１７に連結されている。
【００３１】
　さらに、隣接するリードフレーム要素１４間において、対応する一対の長リード部１６
Ａがコネクティングバー１７を介して連結され、対応する一対の短リード部１６Ｂがコネ
クティングバー１７を介して連結されている。各コネクティングバー１７は、当該コネク
ティングバー１７に連結された長リード部１６Ａおよび短リード部１６Ｂの長手方向に対
して直交して延びている。例えば、Ｙ方向に延びるコネクティングバー１７には、Ｘ方向
に延びる複数の長リード部１６Ａおよび複数の短リード部１６Ｂが連結されている。ここ
で、対応する一対の長リード部１６Ａ（短リード部１６Ｂ）とは、コネクティングバー１
７を介して長リード部１６Ａ（短リード部１６Ｂ）の長手方向に隣接する、一対の長リー
ド部１６Ａ（短リード部１６Ｂ）をいう。例えば、図２において、対応する一対の長リー
ド部１６Ａとは、コネクティングバー１７を介してＸ方向に隣接する一対の長リード部１
６Ａをいう。
【００３２】
　本実施の形態において、図２および図３に示すように、各コネクティングバー１７は、
複数の長リード連結部１８Ａと、複数の短リード連結部１８Ｂと、複数の補強部１９とを
有している。
【００３３】
　このうち各長リード連結部１８Ａは、隣接するリードフレーム要素１４同士の間であっ
て、対応する一対の長リード部１６Ａの間に位置している。例えば図４（ａ）に示すよう
に、長リード連結部１８Ａは、左右（Ｘ方向）に配置された一対の長リード部１６Ａ間に
配置されている。
【００３４】
　また各短リード連結部１８Ｂは、隣接するリードフレーム要素１４同士の間であって、
対応する一対の短リード部１６Ｂの間に位置している。例えば図４（ｂ）に示すように、
短リード連結部１８Ｂは、左右（Ｘ方向）に配置された一対の短リード部１６Ｂ間に配置
されている。
【００３５】
　さらに、図１および図３に示すように、各補強部１９は、互いに隣接する長リード連結
部１８Ａと短リード連結部１８Ｂとの間に位置している。すなわち長リード連結部１８Ａ
と補強部１９と短リード連結部１８Ｂとは、コネクティングバー１７の長手方向に沿って
、長リード連結部１８Ａ、補強部１９、短リード連結部１８Ｂ、補強部１９、長リード連
結部１８Ａ・・・という順に配置されている。
【００３６】
　本実施の形態において、長リード連結部１８Ａは、その表面及び裏面の両方に、ハーフ
エッチングが施されたハーフエッチング凹部５１、５３を有し、かつその表面及び裏面の
両方に、ハーフエッチングが施されない平坦部５２、５４を有している。
【００３７】
　すなわち、図４（ａ）に示すように、長リード連結部１８Ａの表面において、幅方向（
Ｘ方向）中央部にハーフエッチング凹部５１が形成され、幅方向両端部にそれぞれ平坦部
５２が形成されている。
【００３８】
　また、図４（ａ）に示すように、長リード連結部１８Ａの裏面において、幅方向中央部
に平坦部５４が形成され、幅方向両端部にそれぞれハーフエッチング凹部５３が形成され
ている。なお、各ハーフエッチング凹部５３は、長リード連結部１８Ａから長リード部１
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６Ａの途中までそれぞれＸ方向に連続して延びている。
【００３９】
　一方、図４（ｂ）に示すように、短リード連結部１８Ｂの表面において、幅方向（Ｘ方
向）中央部にハーフエッチング凹部５１が形成され、幅方向両端部にそれぞれ平坦部５２
が形成されている。なお、短リード連結部１８Ｂの裏面には、ハーフエッチングが施され
ることなく、その全域にわたって平坦部５４が形成されている。
【００４０】
　なお、ハーフエッチング凹部５１、５３は、長リード連結部１８Ａの表面及び裏面のう
ち少なくとも一方の面に設けられていれば良い。
【００４１】
　ところで、上述したハーフエッチング凹部５１は、各コネクティングバー１７の表面側
の幅方向中央部に形成されている。このハーフエッチング凹部５１は、コネクティングバ
ー１７の長手方向に沿って、コネクティングバー１７の全域にわたって直線状に延びてい
る（図１参照）。
【００４２】
　このように、長リード連結部１８Ａの表面および短リード連結部１８Ｂの表面において
、幅方向中央部にハーフエッチング凹部５１が形成され、長リード連結部１８Ａの裏面に
おいて、幅方向両端部にハーフエッチング凹部５３が形成されている。これにより、封止
樹脂部２４およびリードフレーム１０を切断する際（ソーイング加工、図８（ｅ）参照）
、切断作業を容易にするとともに、金属バリの発生を抑えることができる。
【００４３】
　さらに、長リード連結部１８Ａの表面および短リード連結部１８Ｂの表面において、幅
方向両端部にそれぞれ平坦部５２が形成され、長リード連結部１８Ａの裏面および短リー
ド連結部１８Ｂの裏面において、幅方向中央部に平坦部５４が形成されている。これによ
り、ソーイング加工時に、表面の平坦部５２側からコネクティングバー１７に応力が加わ
った際、裏面の平坦部５４がバックテープ３６（図８（ｅ）参照）に密着する。このため
、上記応力によって長リード部１６Ａ、短リード部１６Ｂおよびコネクティングバー１７
に変形が生じることを防止することができる。
【００４４】
　長リード連結部１８Ａの表面および短リード連結部１８Ｂの全体厚みｔ（図４（ａ）（
ｂ））は上述したダイパッド１５の中央部分の厚みと同様であり、例えば０．１０ｍｍ～
０．３０ｍｍとすることができる。前記厚みを０．１０ｍｍ以上としたことにより、ハー
フエッチングを施した後にリードフレーム１０の厚みが薄くなりすぎて取り扱いが困難に
なる不具合や、ハーフエッチング部が狭すぎて封止樹脂が充填されなくなる不具合を防止
することができる。また、前記厚みを０．３０ｍｍ以下としたことにより、長リード部１
６Ａと短リード部１６Ｂとの間隔を狭め、外部端子部１６ｃを高密度で配置することが可
能となる。
【００４５】
　なお、図１および図３に示す図において、ハーフエッチング加工が施された箇所（ハー
フエッチング凹部５１、５３等）を斜線で示している。なお、ハーフエッチングとは、被
エッチング材料である金属板をその厚み方向に途中までエッチングすることをいう。
【００４６】
　このようなリードフレーム１０は、１枚の金属基板をエッチング加工することにより形
成されたものである。リードフレーム１０の材料としては、例えば銅、銅合金、４２合金
（Ｎｉ４２％のＦｅ合金）等を挙げることができる。
【００４７】
　半導体装置の構成
　次に、図５および図６により、本実施の形態によるリードフレームを用いて作製された
半導体装置について説明する。図５および図６は、本実施の形態によるリードフレーム１
０を用いて作製された半導体装置を示す図である。
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【００４８】
　図５および図６に示す半導体装置２０（ＤＲ－ＱＦＮ（Dual Row QFN）パッケージ）は
、ダイパッド１５と、長リード部１６Ａおよび短リード部１６Ｂと、ダイパッド１５上に
載置された半導体素子２１と、長リード部１６Ａおよび短リード部１６Ｂと半導体素子２
１の端子部２１ａとを電気的に接続するボンディングワイヤ（接続部）２２とを備えてい
る。
【００４９】
　また、ダイパッド１５、長リード部１６Ａ、短リード部１６Ｂ、半導体素子２１、およ
びボンディングワイヤ２２は、封止樹脂部２４によって封止されている。
【００５０】
　ダイパッド１５、長リード部１６Ａおよび短リード部１６Ｂは、上述したリードフレー
ム１０（図１乃至図４）に含まれるものと同様であり、その構成については既に説明した
ので、ここでは詳細な説明は省略する。
【００５１】
　半導体素子２１としては、特に限定されないが、例えば集積回路、大規模集積回路、ト
ランジスタ、サイリスタ、ダイオード等を用いることができる。
【００５２】
　また、半導体素子２１は、例えばダイボンディングペースト等の固着材２６により、ダ
イパッド１５上に固定されている。なお、固着材２６がダイボンディングペーストからな
る場合、例えばエポキシ樹脂やシリコーン樹脂からなるものを選択することが可能である
。
【００５３】
　各ボンディングワイヤ２２は、例えば金等の導電性の良い材料からなり、その一端が半
導体素子２１の各端子部２１ａに接続されるとともに、その他端が各長リード部１６Ａお
よび各短リード部１６Ｂに接続されている。
【００５４】
　封止樹脂部２４としては、例えばエポキシ樹脂やシリコーン樹脂等を用いることが可能
である。なお、図５において、便宜上、封止樹脂部２４は透明なものとして示しているが
、黒色等の不透明な樹脂からなっていても良い。
【００５５】
　リードフレームの製造方法
　次に、図１乃至図４に示すリードフレーム１０の製造方法について、図７（ａ）－（ｇ
）を用いて説明する。図７（ａ）－（ｇ）は、本実施の形態によるリードフレームの製造
方法を示す断面図であって、図２に対応する図である。
【００５６】
　まず図７（ａ）に示すように、平板状の金属基板３１を準備する。この金属基板３１と
しては、上述のように銅、銅合金、４２合金（Ｎｉ４２％のＦｅ合金）等からなる金属基
板を使用することができる。なお金属基板３１は、その両面に対して脱脂等を行い洗浄処
理を施したものを使用することが好ましい。また金属基板３１の厚みは、例えば０．１０
ｍｍ～０．３０ｍｍとしても良い。
【００５７】
　次に、金属基板３１の表裏全体にそれぞれ感光性レジスト３２ａ、３３ａを塗布し、こ
れを乾燥する（図７（ｂ））。なお感光性レジスト３２ａ、３３ａとしては、従来公知の
ものを使用することができる。
【００５８】
　続いて、この金属基板３１に対してフォトマスクを介して露光し、現像することにより
、所望の開口部３２ｂ、３３ｂを有するエッチング用レジスト層３２、３３を形成する（
図７（ｃ））。
【００５９】
　具体的には、金属基板３１の表面側および裏面側において、貫通エッチングを行う部分
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に加え、ハーフエッチング凹部５１、５３等のハーフエッチング加工を行う部分（図１お
よび図３の斜線部分）に対応する箇所に開口部３３ｂが形成される。
【００６０】
　次に、エッチング用レジスト層３２、３３を耐腐蝕膜として金属基板３１に腐蝕液でエ
ッチングを施す（図７（ｄ））。腐蝕液は、使用する金属基板３１の材質に応じて適宜選
択することができる。例えば、金属基板３１として銅を用いる場合、通常、塩化第二鉄水
溶液を使用し、これは金属基板３１の両面からスプレーエッチングにて行うことができる
。
【００６１】
　これにより金属基板３１に、それぞれ半導体素子２１を載置するダイパッド１５と、ダ
イパッド１５の周囲に設けられた複数の長リード部１６Ａおよび複数の短リード部１６Ｂ
とを含む、複数のリードフレーム要素１４が形成される。
【００６２】
　またこのとき、隣接するリードフレーム要素１４同士の間に、長リード連結部１８Ａと
、短リード連結部１８Ｂと、補強部１９とを有するコネクティングバー１７が形成される
。さらに、長リード部１６Ａおよび短リード部１６Ｂの表面にそれぞれハーフエッチング
凹部５１が形成され、長リード部１６Ａの裏面にハーフエッチング凹部５３が形成される
。
【００６３】
　次いで、エッチング用レジスト層３２、３３を剥離して除去する（図７（ｅ））。
【００６４】
　次に、ボンディングワイヤ２２との密着性を向上させるため、長リード部１６Ａおよび
短リード部１６Ｂの内部端子部１６ａにそれぞれメッキ処理を施し、めっき部２５を形成
する（図７（ｆ））。この場合、選択されるメッキ種は、ボンディングワイヤ２２との密
着性を確保できればその種類は問わないが、たとえばＡｇやＡｕなどの単層めっきでもよ
いし、Ｎｉ／ＰｄやＮｉ／Ｐｄ／Ａｕがこの順に積層される複層めっきでもよい。また、
めっき部２５は、内部端子１５のうちボンディングワイヤ２２との接続部のみに施しても
よいし、リードフレーム１０の全面に施してもよい。このようにして、図１乃至図４に示
すリードフレーム１０が得られる。
【００６５】
　次いで、リードフレーム１０をバックテープ３７上に載置して固定する（図７（ｇ））
。
【００６６】
　半導体装置の製造方法
　次に、図５および図６に示す半導体装置２０の製造方法について、図８（ａ）－（ｆ）
により説明する。図８（ａ）－（ｆ）は、本実施の形態による半導体装置の製造方法を示
す断面図である。
【００６７】
　まず、上述した工程により（図７（ａ）－（ｇ））、ダイパッド１５と、ダイパッド１
５の周囲に設けられた複数の長リード部１６Ａおよび複数の短リード部１６Ｂとを備えた
リードフレーム１０を作製する（図８（ａ））。このときリードフレーム１０はバックテ
ープ３７上に載置されている。
【００６８】
　次に、リードフレーム１０のダイパッド１５上に、半導体素子２１を搭載する。この場
合、例えばダイボンディングペースト等の固着材２６を用いて、半導体素子２１をダイパ
ッド１５上に載置して固定する（ダイアタッチ工程）（図８（ｂ））。
【００６９】
　次いで、半導体素子２１の端子部２１ａと、リードフレーム１０の各長リード部１６Ａ
および各短リード部１６Ｂとを、それぞれボンディングワイヤ２２によって電気的に接続
する（ワイヤボンディング工程）（図８（ｃ））。
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【００７０】
　その後、封止樹脂部２４によりダイパッド１５、長リード部１６Ａ、短リード部１６Ｂ
、半導体素子２１、およびボンディングワイヤ２２を封止する（図８（ｄ））。
【００７１】
　続いて、バックテープ３７を剥離し、リードフレーム１０の裏面に新たなバックテープ
３６を貼着する。
【００７２】
　次に、各リードフレーム要素１４間のコネクティングバー１７をソーイングすることに
より、リードフレーム１０を各リードフレーム要素１４毎に分離する（図８（ｅ））。
【００７３】
　このとき、例えばダイヤモンド砥石等からなるブレード３８をコネクティングバー１７
の長手方向に沿って移動することにより、各リードフレーム要素１４間のコネクティング
バー１７および封止樹脂部２４が切断される。なお、切断をスムーズに行うため、ブレー
ド３８の幅はコネクティングバー１７の幅と同一又はそれより太くすることが好ましい。
【００７４】
　このようにして、図５および図６に示す半導体装置２０を得ることができる（図８（ｆ
））。
【００７５】
　本実施の形態の作用効果
　本実施の形態によれば、コネクティングバー１７のうち応力変形が生じやすい箇所であ
る長リード連結部１８Ａは、その表面及び裏面の少なくとも一方の面に、ハーフエッチン
グが施されたハーフエッチング凹部５１、５３を有し、かつその表面及び裏面の両方に、
ハーフエッチングが施されない平坦部５２、５４を有している。
【００７６】
　これにより、ソーイング加工時に（図８（ｅ）参照）、コネクティングバー１７の表面
の平坦部５２側から応力が加わった際、表面の平坦部５２および裏面の平坦部５４によっ
てこの応力を受け止めることができる。このように応力変形が生じやすい長リード連結部
１８Ａの強度を高めたことにより、コネクティングバー１７の全体の強度が高められ、ソ
ーイング加工時に長リード部１６Ａ、短リード部１６Ｂおよびコネクティングバー１７が
Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向のいずれにも変形しにくくなっている。
【００７７】
　また、長リード連結部１８Ａの表面および短リード連結部１８Ｂの表面にそれぞれハー
フエッチング凹部５１を設け、かつ長リード連結部１８Ａの裏面にハーフエッチング凹部
５３を設けたことにより、長リード連結部１８Ａおよび短リード連結部１８Ｂ周囲の金属
の量を減らすことができ、ソーイング加工時（図８（ｅ））のストレスを減少させて切断
性を向上させるとともに、ソーイング加工時に長リード部１６Ａおよび短リード部１６Ｂ
の周囲に生じるバリの量を抑えることができる。これにより、半導体装置２０において、
互いに隣接する長リード部１６Ａと短リード部１６Ｂとがバリによって短絡する不具合を
防止することができる。
【００７８】
　とりわけ、多ピン化により半導体装置２０のパッケージサイズを大型化した場合（例え
ば７ｍｍ～１４ｍｍ角とした場合）に、上述したコネクティングバー１７の変形防止や、
長リード部１６Ａおよび短リード部１６Ｂの短絡防止という効果を顕著に得ることができ
る。
【００７９】
　このように本実施の形態によれば、ソーイング加工時におけるバリの発生を抑えつつ、
長リード部１６Ａ、短リード部１６Ｂおよびコネクティングバー１７の変形を防止するこ
とが可能となる。
【００８０】
　変形例
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　次に、図９乃至図１３により、本実施の形態によるリードフレームの変形例について説
明する。図９乃至図１３に示す各種変形例は、長リード部１６Ａおよび短リード部１６Ｂ
の構成が異なるものであり、他の構成は上述した実施の形態と略同一である。図９乃至図
１３において、図１乃至図８に示す実施の形態と同一部分には同一の符号を付して、詳細
な説明は省略する。
【００８１】
　変形例１
　図９（ａ）（ｂ）は、本実施の形態の一変形例（変形例１）によるリードフレーム１０
Ａを示している。図９（ａ）は、リードフレーム１０Ａの長リード部１６Ａを示す、長手
方向に沿う垂直断面図（図４（ａ）に対応する図）であり、図９（ｂ）は、リードフレー
ム１０Ａの短リード部１６Ｂを示す、長手方向に沿う垂直断面図（図４（ｂ）に対応する
図）である。
【００８２】
　図９（ａ）に示すように、長リード連結部１８Ａの裏面において、幅方向中央部に平坦
部５４が形成され、幅方向両端部にそれぞれハーフエッチング凹部５３が形成されている
。各ハーフエッチング凹部５３は、長リード連結部１８Ａから長リード部１６Ａの途中ま
でそれぞれＸ方向に連続して延びている。なお、長リード連結部１８Ａの表面には、ハー
フエッチングが施されることなく、その全域にわたって平坦部５２が形成されている。
【００８３】
　図９（ｂ）に示すように、短リード連結部１８Ｂの裏面において、幅方向中央部に平坦
部５４が形成され、当該平坦部５４の両側にそれぞれハーフエッチング凹部５３が形成さ
れ、幅方向両端部にそれぞれ平坦部５４が形成されている。なお、短リード連結部１８Ｂ
の表面には、ハーフエッチングが施されることなく、その全域にわたって平坦部５２が形
成されている。
【００８４】
　この場合、ハーフエッチング凹部５３は、各コネクティングバー１７の裏面側に２本平
行に形成される。この２本のハーフエッチング凹部５３は、それぞれコネクティングバー
１７の長手方向に沿って、コネクティングバー１７の全域にわたって直線状に延びている
。このように、コネクティングバー１７の裏面に２本のハーフエッチング凹部５３が形成
されているので、コネクティングバー１７の金属の量を大幅に減らし、ソーイング加工時
のストレスをより大きく減少させて切断性を向上させることができる。
【００８５】
　また、コネクティングバー１７の補強部１９は、長手方向に垂直な断面が台形形状であ
り、この台形形状は、裏面の幅より表面の幅の方が広い形状となっている。これにより、
コネクティングバー１７の垂直断面の面積を小さくし、ソーイング加工（ダイシング加工
とも言う）時に生じる金属バリの量を抑えることができる。このほか、図１乃至図８に示
す実施の形態と略同様の効果を得ることができる。
【００８６】
　変形例２
　図１０（ａ）（ｂ）は、本実施の形態の一変形例（変形例２）によるリードフレーム１
０Ｂを示している。図１０（ａ）は、リードフレーム１０Ｂの長リード部１６Ａを示す、
長手方向に沿う垂直断面図（図４（ａ）に対応する図）であり、図１０（ｂ）は、リード
フレーム１０Ｂの短リード部１６Ｂを示す、長手方向に沿う垂直断面図（図４（ｂ）に対
応する図）である。
【００８７】
　図１０（ａ）に示すように、長リード部１６Ａの裏面において、幅方向中央部にハーフ
エッチング凹部５３が形成され、当該ハーフエッチング凹部５３の両側にそれぞれ平坦部
５４が形成され、幅方向両端部にそれぞれハーフエッチング凹部５３が形成されている。
この場合、幅方向両端部に位置するハーフエッチング凹部５３は、長リード連結部１８Ａ
から長リード部１６Ａの途中までＸ方向にそれぞれ連続して延びている。なお、長リード
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連結部１８Ａの表面には、ハーフエッチングが施されることなく、その全域にわたって平
坦部５２が形成されている。
【００８８】
　図１０（ｂ）に示すように、短リード連結部１８Ｂの裏面において、幅方向中央部にハ
ーフエッチング凹部５３が形成され、幅方向両端部にそれぞれ平坦部５４が形成されてい
る。なお、短リード連結部１８Ｂの表面には、ハーフエッチングが施されることなく、そ
の全域にわたって平坦部５２が形成されている。
【００８９】
　この場合、ハーフエッチング凹部５３は、各コネクティングバー１７の裏面側の幅方向
中央部に形成されている。このハーフエッチング凹部５３は、コネクティングバー１７の
長手方向に沿って、コネクティングバー１７の全域にわたって直線状に延びている。
【００９０】
　図１０（ａ）（ｂ）において、図１乃至図８に示す実施の形態と同様の効果が得られる
。
【００９１】
　変形例３
　図１１（ａ）（ｂ）は、本実施の形態の一変形例（変形例３）によるリードフレーム１
０Ｃを示している。図１１（ａ）は、リードフレーム１０Ｃの長リード部１６Ａを示す、
長手方向に沿う垂直断面図（図４（ａ）に対応する図）であり、図１１（ｂ）は、リード
フレーム１０Ｃの短リード部１６Ｂを示す、長手方向に沿う垂直断面図（図４（ｂ）に対
応する図）である。
【００９２】
　図１１（ａ）に示すように、長リード連結部１８Ａの裏面において、幅方向中央部に平
坦部５４が形成され、幅方向両端部にそれぞれハーフエッチング凹部５３が形成されてい
る。この場合、各ハーフエッチング凹部５３は、長リード連結部１８Ａから長リード部１
６Ａの途中までＸ方向にそれぞれ連続して延びている。なお、長リード連結部１８Ａの表
面には、ハーフエッチングが施されることなく、その全域にわたって平坦部５２が形成さ
れている。
【００９３】
　図１１（ｂ）に示すように、短リード連結部１８Ｂの裏面において、幅方向中央部にハ
ーフエッチング凹部５３が形成され、幅方向両端部にそれぞれ平坦部５４が形成されてい
る。なお、短リード連結部１８Ｂの表面には、ハーフエッチングが施されることなく、そ
の全域にわたって平坦部５２が形成されている。
【００９４】
　この場合、各長リード連結部１８Ａの裏面の平坦部５４は、コネクティングバー１７の
長手方向に沿ってドット状に一定間隔で配置されている。また、コネクティングバー１７
の補強部１９は、その裏面がハーフエッチングにより薄肉化されている。
【００９５】
　これにより、コネクティングバー１７のうち応力変形が生じやすい箇所である長リード
連結部１８Ａの強度を高めているので、ソーイング加工時（図８（ｅ））にコネクティン
グバー１７に変形が生じることを防止することができる。また、補強部１９を薄肉化する
ことにより、コネクティングバー１７の金属の量を減らし、ソーイング加工時のストレス
を減少させて切断性を向上させることができる。また封止樹脂部２４により樹脂封止を行
う際に（図８（ｄ））、樹脂充填の安定性を高めることができるという効果が得られる。
すなわち、コネクティングバー１７とバックテープ３７との密着性を保ちつつ、コネクテ
ィングバー１７の底面側から封止樹脂部２４を円滑に流れ込ませることができる。このほ
か、図１乃至図８に示す実施の形態と略同様の効果を得ることができる。
【００９６】
　変形例４
　図１２（ａ）（ｂ）は、本実施の形態の一変形例（変形例４）によるリードフレーム１
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０Ｄを示している。図１２（ａ）は、リードフレーム１０Ｄの長リード部１６Ａを示す、
長手方向に沿う垂直断面図（図４（ａ）に対応する図）であり、図１２（ｂ）は、リード
フレーム１０Ｄの短リード部１６Ｂを示す、長手方向に沿う垂直断面図（図４（ｂ）に対
応する図）である。
【００９７】
　図１２（ａ）に示すように、長リード連結部１８Ａの表面において、幅方向中央部に平
坦部５２が形成され、当該平坦部５２の両側にそれぞれハーフエッチング凹部５１が形成
され、幅方向両端部にそれぞれ平坦部５２が形成されている。また、長リード連結部１８
Ａの裏面において、幅方向中央部にハーフエッチング凹部５３が形成され、当該ハーフエ
ッチング凹部５３の両側にそれぞれ平坦部５４が形成され、幅方向両端部にそれぞれハー
フエッチング凹部５３が形成されている。この場合、幅方向両端部に位置するハーフエッ
チング凹部５３は、長リード連結部１８Ａから長リード部１６Ａの途中までＸ方向にそれ
ぞれ連続して延びている。
【００９８】
　図１２（ｂ）に示すように、短リード連結部１８Ｂの表面において、幅方向中央部に平
坦部５２が形成され、当該平坦部５２の両側にそれぞれハーフエッチング凹部５１が形成
され、幅方向両端部にそれぞれ平坦部５２が形成されている。また、短リード連結部１８
Ｂの裏面において、幅方向中央部にハーフエッチング凹部５３が形成され、幅方向両端部
にそれぞれ平坦部５４が形成されている。
【００９９】
　この場合、ハーフエッチング凹部５１は、各コネクティングバー１７の表面側に２本平
行に形成される。この２本のハーフエッチング凹部５１は、それぞれコネクティングバー
１７の長手方向に沿って、コネクティングバー１７の全域にわたって直線状に延びている
。
【０１００】
　さらに、ハーフエッチング凹部５３は、各コネクティングバー１７の裏面側の幅方向中
央部に形成されている。このハーフエッチング凹部５３は、コネクティングバー１７の長
手方向に沿って、コネクティングバー１７の全域にわたって直線状に延びている。
【０１０１】
　この場合、コネクティングバー１７には、その表面に２本のハーフエッチング凹部５１
が形成され、その裏面に１本のハーフエッチング凹部５３が形成されているので、コネク
ティングバー１７の金属の量を減らし、ソーイング加工時のストレスを減少させて切断性
を向上させることができる。このほか、図１乃至図８に示す実施の形態と略同様の効果を
得ることができる。
【０１０２】
　変形例５
　図１３（ａ）（ｂ）は、本実施の形態の一変形例（変形例５）によるリードフレーム１
０Ｅを示している。図１３（ａ）は、リードフレーム１０Ｅの長リード部１６Ａを示す、
長手方向に沿う垂直断面図（図４（ａ）に対応する図）であり、図１３（ｂ）は、リード
フレーム１０Ｅの短リード部１６Ｂを示す、長手方向に沿う垂直断面図（図４（ｂ）に対
応する図）である。
【０１０３】
　図１３（ａ）に示すように、長リード連結部１８Ａの表面において、幅方向中央部に平
坦部５２が形成され、当該平坦部５２の両側にそれぞれハーフエッチング凹部５１が形成
され、幅方向両端部にそれぞれ平坦部５２が形成されている。また、長リード連結部１８
Ａの裏面において、幅方向中央部に平坦部５４が形成され、幅方向両端部にそれぞれハー
フエッチング凹部５３が形成されている。この場合、幅方向両端部に位置するハーフエッ
チング凹部５３は、長リード連結部１８Ａから長リード部１６Ａの途中までＸ方向にそれ
ぞれ連続して延びている。
【０１０４】
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　図１３（ｂ）に示すように、短リード連結部１８Ｂの表面において、幅方向中央部に平
坦部５２が形成され、当該平坦部５２の両側にそれぞれハーフエッチング凹部５１が形成
され、幅方向両端部にそれぞれ平坦部５２が形成されている。なお、短リード連結部１８
Ｂの裏面には、ハーフエッチングが施されることなく、その全域にわたって平坦部５４が
形成されている。
【０１０５】
　この場合、ハーフエッチング凹部５１は、各コネクティングバー１７の表面側に２本平
行に形成される。この２本のハーフエッチング凹部５１は、それぞれコネクティングバー
１７の長手方向に沿って、コネクティングバー１７の全域にわたって直線状に延びている
。
【０１０６】
　この場合、コネクティングバー１７には、その表面に２本のハーフエッチング凹部５１
が形成されているので、コネクティングバー１７の金属の量を減らし、ソーイング加工時
のストレスをより減少させて切断性を向上させることができる。このほか、図１乃至図８
に示す実施の形態と略同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１０、１０Ａ～１０Ｅ　リードフレーム
　１４　　　　リードフレーム要素
　１５　　　　ダイパッド
　１６Ａ　　　長リード部
　１６Ｂ　　　短リード部
　１６ａ　　　内部端子部
　１６ｂ　　　連結部
　１６ｃ　　　外部端子部
　１７　　　　コネクティングバー
　１８Ａ　　　長リード連結部
　１８Ｂ　　　短リード連結部
　１９　　　　補強部
　２０　　　　半導体装置
　２１　　　　半導体素子
　２１ａ　　　端子部
　２２　　　　ボンディングワイヤ（接続部）
　２４　　　　封止樹脂部
　２６　　　　固着材
　４３　　　　吊りリード
　４４　　　　連結リード
　５１　　　　ハーフエッチング凹部
　５２　　　　平坦部
　５３　　　　ハーフエッチング凹部
　５４　　　　平坦部
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