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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材層と、該基材層上に積層された粘着剤層と、該粘着剤層に接触する剥離シートを備
え、
　前記基材層と粘着剤層との総膜厚が２５～４０μｍであり、
　前記該剥離シートは、
　剥離角度９０±１５°での剥離強度が１．５Ｎ／５０ｍｍ幅以下、
　剥離角度１２０±１５°での剥離強度が１．２Ｎ／５０ｍｍ幅以下、
　剥離角度１５０±１５°での剥離強度が１．０Ｎ／５０ｍｍ幅以下又は
　剥離角度１８０＋０°～１８０－１５°での剥離強度が１．０Ｎ／５０ｍｍ幅以下であ
ることを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造における樹脂封止用粘着テープ。
【請求項２】
　前記粘着剤層の厚さが２μｍ～２５μｍである請求項１に記載の粘着テープ。
【請求項３】
　リードフレーム表面に搭載された半導体チップを樹脂封止する際に前記リードフレーム
の少なくとも一面に貼着され、封止後に剥離するために用いられる請求項１又は２に記載
の粘着テープ。
【請求項４】
　前記粘着剤層が、前記基材層の片面上にのみ積層されている請求項１～３のいずれか１
つに記載の粘着テープ。
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【請求項５】
　リードフレームの少なくとも一面に、請求項１～４のいずれか１つに記載の粘着テープ
を貼着し、
　前記リードフレーム上に半導体チップを搭載し、
　該半導体チップ側を封止樹脂により封止し、
　封止後に前記粘着テープを剥離する工程を含むことを特徴とする樹脂封止型半導体装置
の製造方法。
【請求項６】
　前記封止を、０．８～２．０Ｐａ・ｓの粘度を有する封止樹脂によって行う請求項５に
記載の樹脂封止型半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記封止を、１６０～１９０℃の樹脂注入温度での射出成形によって行う請求項５又は
６に記載の樹脂封止型半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記封止を、１５０～２２０ｋＮの樹脂注入圧力での射出成形によって行う請求項５～
７のいずれか１つに記載の樹脂封止型半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記封止を、金型のクランプ圧力３～７ｋＮにて行う請求項５～８のいずれか１つに記
載の樹脂封止型半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　さらに、粘着テープの貼着から樹脂封止までの間に、リードフレーム側から該リードフ
レームを介して粘着テープに放射線照射を行う請求項５～９のいずれか１つに記載の樹脂
封止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、樹脂封止用粘着テープ及びこれを用いた樹脂封止型半導体装置の製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＳＩの実装技術において、ＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ／Ｓｃａｌｅ　Ｐａｃ
ｋａｇｅ）技術が注目されている。この技術のうち、ＱＦＮ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｎｏ
ｎ－ｌｅａｄｅｄ　ｐａｃｋａｇｅ）に代表されるような、リード端子がパッケージ内部
に取り込まれた形態のパッケージが、小型化及び高集積化の面で特に注目されている。
　このようなＱＦＮでは、リードフレーム面積あたりの生産性を飛躍的に向上させること
ができる製造方法が、特に注目されている。その方法として、複数のＱＦＮ用チップをリ
ードフレームのダイパッド上に整列させ、金型のキャビティ内で封止樹脂にて一括封止し
、その後、切断によって個別のＱＦＮ構造物に分割することを含む製造方法が挙げられる
。
【０００３】
　このような、複数の半導体チップを一括封止するＱＦＮの製造方法では、樹脂封止時の
モールド金型によってクランプされるリードフレームの領域は、パッケージパターン領域
を完全に被覆する樹脂封止領域の外側の一部のみである。従って、パッケージパターン領
域、特にその中央部では、リードフレーム裏面をモールド金型に十分な圧力で押さえつけ
ることができず、封止樹脂がリードフレーム裏面側に漏れ出すことを防止することが非常
に難しく、ＱＦＮの端子等が樹脂で被覆されるという問題が生じ易い。
【０００４】
　このため、このようなＱＦＮの製造方法に対して、リードフレームの裏面側に粘着テー
プを貼り付け、この粘着テープの自着力（マスキング）を利用したシール効果により、樹
脂封止時のリードフレーム裏面側への樹脂漏れを防ぐ製造方法が有効である。



(3) JP 5551568 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

　つまり、リードフレームへの半導体チップの搭載後又はワイヤボンディングの実施後に
耐熱性粘着テープをリードフレーム裏面に貼り合せることは、ハンドリングの面で実質的
に困難であることから、まず、耐熱性粘着テープをリードフレームの裏面側に貼り合わせ
、その後、半導体チップの搭載及びワイヤボンディングを経て、封止樹脂による封止を行
った後、耐熱性粘着テープを剥離することが望ましい。
【０００５】
　このような方法として、厚み１０μｍ以下の粘着剤層を有する耐熱性粘着テープを用い
て、樹脂漏れを防止しつつワイヤボンディングなどの一連工程を実施する方法が提案され
ている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１８４８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来の半導体装置の製造方法では、封止樹脂による封止工程において、耐熱性
粘着テープを張り合わせたリードフレームの精度、金型、特に下金型の設計によって、そ
れらの間にギャップが存在している場合がある。
　このような場合、リードフレームと下金型との間に生じるギャップによって、耐熱性粘
着テープとリードフレームとの間、モールド部分の外周部をうまくクランプできずに樹脂
漏れが発生する場合がある。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、樹脂封止の際の樹脂漏れを効率的に防
止することができる樹脂封止用粘着テープ及びこれを用いた樹脂封止型半導体装置の製造
方法を提供することを一目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の樹脂封止型半導体装置の製造における樹脂封止用粘着テープは、
　基材層と、該基材層上に積層された粘着剤層と、該粘着剤層に接触する剥離シートを備
え、
　前記基材層と粘着剤層との総膜厚が２５～４０μｍであり、
　前記該剥離シートは、
　剥離角度９０±１５°での剥離強度が１．５Ｎ／５０ｍｍ幅以下、
　剥離角度１２０±１５°での剥離強度が１．２Ｎ／５０ｍｍ幅以下、
　剥離角度１５０±１５°での剥離強度が１．０Ｎ／５０ｍｍ幅以下又は
　剥離角度１８０＋０°～１８０－１５°での剥離強度が１．０Ｎ／５０ｍｍ幅以下であ
ることを特徴とする。
【００１０】
　このような粘着テープは、前記粘着剤層の厚さが２μｍ～２５μｍであることが好まし
い。
　リードフレーム表面に搭載された半導体チップを樹脂封止する際に前記リードフレーム
の少なくとも一面に貼着され、封止後に剥離するために用いられることが好ましい。
　前記粘着剤層が、前記基材層の片面上にのみ積層されていることが好ましい。
【００１１】
　さらに、粘着剤層に接触する剥離シートを備え、かつ、当該剥離シートは、剥離角度９
０±１５°での剥離強度が１．５Ｎ／５０ｍｍ幅以下、剥離角度１２０±１５°での剥離
強度が１．２Ｎ／５０ｍｍ幅以下、剥離角度１５０±１５°での剥離強度が１．０Ｎ／５
０ｍｍ幅以下又は剥離角度１８０＋０°～１８０－１５°での剥離強度が１．０Ｎ／５０
ｍｍ幅以下であることが好ましい。



(4) JP 5551568 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

【００１２】
　本発明の樹脂封止型半導体装置の製造方法は、リードフレームの少なくとも一面に、上
述した粘着テープを貼着し、
　前記リードフレーム上に半導体チップを搭載し、
　該半導体チップ側を封止樹脂により封止し、
　封止後に前記粘着テープを剥離する工程を含むことを特徴とする。
【００１３】
　このような方法では、前記封止を、０．８～２．０Ｐａ・ｓの粘度を有する封止樹脂に
よって行うか、１６０～１９０℃の樹脂注入温度での射出成形によって行うか、１５０～
２２０ｋＮの樹脂注入圧力での射出成形によって行うか及び／又は金型のクランプ圧力３
～７ｋＮにて行うことが好ましい。
　さらに、粘着テープの貼着から樹脂封止までの間に、リードフレーム側から該リードフ
レームを介して粘着テープに放射線照射を行うことが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の樹脂封止用粘着テープによれば、樹脂封止の際の樹脂漏れを効率的に防止する
ことができる。
　また、本発明の樹脂封止型半導体装置の製造方法によれば、上述した粘着テープを利用
することにより、樹脂封止の際の樹脂漏れを効率的に防止することができ、歩留まりの向
上を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の半導体装置の製造方法の一例を示す工程図である。
【図２】本発明の半導体装置の製造方法に用いるリードフレームの一例を示す平面図（ａ
）及び要部拡大図（ｂ）である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の樹脂封止用粘着テープは、少なくとも、基材層と、その上に積層された粘着剤
層とを備える。この樹脂封止用粘着テープは、半導体製造プロセスにおける樹脂封止の際
に使用される。
【００１７】
　（基材層）
　基材層としては、特に限定されるものではなく、当該分野で使用される粘着テープの基
材として用いられる材料からなるものであればどのようなものでも用いることができる。
　特に、基材層は、通常の半導体製造プロセスで使用される加熱、特に樹脂封止時の加熱
に対して耐性を有するものが適している。例えば、１７０℃以上、２００℃以上、２５０
℃以上、３００℃以上の耐熱性を有しているものが挙げられる。封止樹脂は、一般的に１
７５℃前後の温度が付与されることから、このような温度条件下での著しい基材層の収縮
又は基材そのものの破壊等が生じないものが好ましい。
【００１８】
　また、別の観点から、基材層は、３００℃以下にガラス転移温度（Ｔｇ）を有さないこ
とが好ましい。このような基材層を用いることにより、半導体装置の製造工程において、
粘着テープが基材層のＴｇを超えて加熱された場合でも、粘着テープの変形等の防止、リ
ードフレームの反り等を防止することができる。これによって、樹脂封止時のマスキング
という機能を確実に果たして、ワイヤボンディングの成功率を向上させることができる。
　ここで、Ｔｇは、ＡＳＴＭ　Ｄ６９６に準拠して、熱機械分析装置（例えば、エスアイ
エステクノロジー社製、ＴＭＡ／ＳＳ６００）により求められる値である。つまり、基材
層のサンプル（例えば、厚さ１ｍｍ×幅４ｍｍ）を、荷重１９．６ｍＮ、室温から１０℃
／分の速度で昇温させ、熱分析装置にて厚さ方向の熱膨張量を測定し、熱膨張量と温度と
の関係をグラフ化し、ガラス転移温度と予想される点前後の曲線に接線を引き、これらの
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接線の交点から求められた値である。従って、３００℃以下にガラス転移温度を有さない
とは、ガラス転移温度と予想される温度が認識できず、接線の交点がほぼ認められないこ
とを意味する。
　基材層は、１８０℃で３時間加熱した後の熱収縮率が、当該基材層の収縮に伴うリード
フレームの反りを防止する観点から、０．４０％以下であることが好ましい。
　ここで、熱収縮率とは、５ｃｍ角の基材層を１８０℃で３時間加熱したときの、加熱前
寸法（５ｃｍ）１００％に対する、寸法変化の割合（％）を示す。この熱収縮率は、市販
の投影機（ミツトヨ製投影機、ＰＪ－Ｈ３０００Ｆ）によって測定することができる。
【００１９】
　基材層は、例えば、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（
ＰＥＳ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリサルフォン（ＰＳＦ）、ポリフェニレン
サルファイド（ＰＰＳ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリアリレート（
ＰＡＲ）、アラミド、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ)等の樹脂、液
晶ポリマー（ＬＣＰ）、アルミ等の金属箔、ガラスクロス等によって形成することができ
る。特に、線熱膨張係数が１.０×１０-5～３.０×１０-5／Ｋ程度のポリイミド材料は、
加工性、ハンドリング性が高く、耐熱性及び強度も優れていることから、もっとも好まし
い材料のひとつである。
　なお、基材層は、単層でも積層構造でもよい。
【００２０】
　基材層の厚さは、粘着テープの取扱性（例えば、テープの折れ又は裂けが生じ難いこと
）の観点からは、好ましくは５μｍ以上、より好ましくは１０μｍ以上であり、一方、粘
着テープの剥離性の観点からは、好ましくは３５μｍ以下、より好ましくは３０μｍ以下
である。
【００２１】
　また、別の観点から、本発明の粘着テープを貼り付けるリードフレームは、後述するよ
うに、金属素材であることから、線熱膨張係数として１．８～１．９×１０-5／Ｋ程度で
あることが一般的である。したがって、粘着テープの線熱膨張係数がリードフレームのそ
れとあまりに大きく違っていると、両者が貼り合わせられた状態で加熱されたとき、両者
の熱膨張の差異からひずみを生じ、その結果、粘着テープにしわ、剥がれをもたらす。そ
のため、粘着テープを構成する基材層の線熱膨張係数は、リードフレーム素材に近い１.
０×１０-5～３.０×１０-5／Ｋ程度であるものが適しており、１．５×１０-5～２．５
×１０-5／Ｋ以下であることが好ましい。
　ここで、線熱膨張係数は、ＡＳＴＭ　Ｄ６９６に準拠して、ＴＭＡ（サーモ・メカニカ
ル・アナリシス）により測定される値である。
【００２２】
　（粘着剤層）
　粘着剤層は、耐熱性を有するものであれば、当該分野で通常用いられている粘着剤によ
って形成することができる。この粘着剤は、感圧型、感熱型、感光型のいずれの型でもよ
いが、エネルギー線の照射によって硬化するタイプの粘着剤であることが適している。こ
れにより、使用後、被加工物からの剥離を容易に行うことができる。なお、粘着剤層は、
基材層の両側に形成されていてもよいが、片側のみに形成されていていることが適してい
る。
【００２３】
　粘着剤層を構成する粘着剤としては、例えば、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤
、ゴム系粘着剤、エポキシ系粘着剤等の各種粘着剤が挙げられる。
【００２４】
　アクリル系粘着剤は、例えば、アルキル（メタ）アクリル酸を含むモノマーの共重合か
ら得られたアクリル系共重合体からなるものが挙げられる。なお、本明細書において、ア
ルキル（メタ）アクリレートとは、アルキルアクリレート及び／又はアルキルメタクリレ
ートを意味する。
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【００２５】
　アルキル（メタ）アクリル酸としては、メチル（メタ）アクリル酸、エチル（メタ）ア
クリル酸、ブチル（メタ）アクリル酸、イソアミル（メタ）アクリル酸、ｎ－ヘキシル（
メタ）アクリル酸、２－エチルヘキシル（メタ）アクリル酸、イソオクチル（メタ）アク
リル酸、イソノニル（メタ）アクリル酸、デシル（メタ）アクリル酸、ドデシル（メタ）
アクリル酸等が挙げられる。なかでも、アクリル酸と、２－エチルヘキシル（メタ）アク
リル酸との共重合、メチル及び／又はエチル（メタ）アクリル酸と、アクリル酸と、２－
エチルヘキシル（メタ）アクリル酸との共重合が好ましい。
【００２６】
　粘着剤層、特に、アクリル系粘着剤を含有する粘着剤層には、架橋剤を含有していても
よい。
　架橋剤としては、例えば、イソシアネート系架橋剤、エポキシ系架橋剤、アジリジン系
化合物、キレート系架橋剤等が挙げられる。
　架橋剤の含有量は特に限定されないが、アクリル系ポリマー１００重量部に対して０．
１～１５重量部が適しており、０．５～１０重量部が好ましい。架橋剤をこの範囲で用い
ることにより、粘着剤層の粘弾性を適度に設定することができ、導電性パターン又は封止
樹脂に対する粘着剤層の適度な粘着力を確保することができる。よって、粘着テープの剥
離時においても、封止樹脂を剥離又は破損したり、粘着剤層の一部が導電性パターン又は
封止樹脂に付着することがない。さらに、粘着剤層の過度の硬化を抑制することができる
。
【００２７】
　粘着剤層には、さらに、可塑剤、顔料、染料、老化防止剤、帯電防止剤、弾性率等の粘
着剤層の物性改善のために加えられる充填剤等、当該分野で通常使用される各種添加剤を
添加してもよい。
【００２８】
　粘着剤層の厚みは、リードフレームとの十分な粘着力の観点からは、好ましくは、２μ
ｍ以上、より好ましくは３μｍ以上、さらに好ましくは４μｍ以上であり、一方、十分な
ワイヤボンディング性の観点からは、好ましくは３５μｍ以下、より好ましくは３０μｍ
以下である。
【００２９】
　（粘着テープの製造）
　粘着剤層は、接着剤成分を調製し、これを基材層に塗布／乾燥することにより形成する
ことができる。接着剤成分の塗布方法としては、バーコーター塗工、エアナイフ塗工、グ
ラビア塗工、グラビアリバース塗工、リバースロール塗工、リップ塗工、ダイ塗工、ディ
ップ塗工、オフセット印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷など種々の方法を採用するこ
とができる。また、別途、剥離ライナーに粘着剤層を形成した後、それを基材フィルムに
貼り合せる方法等を採用してもよい。
【００３０】
　（粘着テープ）
　本発明の粘着テープは、基材層と粘着剤層との総膜厚が２５～４０μｍであることが適
しており、２５～３５μｍであることが好ましい。
　このような範囲の総膜厚とすることにより、後述するように、リードフレームに貼着し
た際にしわの発生を防止することができるとともに、例えば、この粘着テープを貼着した
リードフレームを金型に挟持する際のクランプ圧力等との兼ね合いで、効果的に金型の間
からの樹脂漏れを防止することが可能となる。
【００３１】
　なお、本発明の粘着テープは、粘着テープのリードフレームへの剥離角度１８０°での
粘着力は、リードフレームへの十分な（例えば、工程中のテープ剥離が発生しないような
）粘着力の観点からは、０．０１Ｎ／１９ｍｍ幅以上が適しており、好ましくは、０．０
５Ｎ／１９ｍｍ幅以上、より好ましくは０．１０Ｎ／１９ｍｍ幅以上、さらに好ましくは



(7) JP 5551568 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

０．１５Ｎ／１９ｍｍ幅以上である。一方、テープ貼付の失敗時のテープ剥離における糊
残り及びダイパッド部等の変形を防止する観点からは、１０．０Ｎ／１９ｍｍ幅以下が適
しており、好ましくは６．０Ｎ／１９ｍｍ幅以下、より好ましくは５．０Ｎ／１９ｍｍ幅
以下、さらに好ましくは４．０Ｎ／１９ｍｍ幅以下である。
【００３２】
　粘着テープの封止樹脂への剥離角度１８０°での粘着力は、１０．０Ｎ／１９ｍｍ幅程
度以下が適しており、好ましくは６．０Ｎ／１９ｍｍ幅程度以下、より好ましくは５．０
Ｎ／１９ｍｍ幅程度以下である。
　ここで、この粘着力は、測定温度が２３±２℃、剥離角度が１８０°、剥離速度が３０
０ｍｍ／分（ＪＩＳ　Ｚ０２３７に準拠）の条件下に、リードフレームからの剥離によっ
て測定した場合の値である。このような測定は、市販の測定装置（島津製作所製、オート
グラフＡＧ-Ｘ等）によって行うことができる。
【００３３】
　一方、粘着テープは、まず、リードフレームに貼着され、任意の段階でリードフレーム
から剥離されるが、あまりに強粘着力を有する場合は、引き剥がしが困難となるだけでな
く、場合によっては引き剥がしのための応力によって、モールドした樹脂の剥離、破損を
招く。従って、封止樹脂のはみ出しを抑える粘着力以上に強粘着であることはむしろ好ま
しくない。例えば、半導体装置の製造工程において、ＪＩＳ　Ｃ２１０７に準拠した２５
℃における粘着力が５～１００００Ｎ／ｍ程度であることが適している。さらに、２００
℃にて１時間加熱した後のリードフレームへの粘着力が、０．０５Ｎ／１９ｍｍ幅程度以
上であることが適しており、０．１Ｎ／１９ｍｍ幅程度が好ましい。また、６Ｎ／１９ｍ
ｍ幅程度以下であることが適しており、４Ｎ／１９ｍｍ幅程度以下であることが好ましい
。特に、０．０５～６．０Ｎ／１９ｍｍ幅程度、０．１～４．０Ｎ／１９ｍｍ幅程度、さ
らに、０．１～２．０Ｎ／１９ｍｍ幅程度であることが好ましい。
【００３４】
　本発明の粘着テープは、さらに、剥離シートを備えていることが好ましい。剥離シート
は、粘着剤層を保護するために粘着剤層に接触して形成されているシートである。この粘
着テープは、粘着剤層に含まれる粘着剤の種類等に応じて、特定の値の剥離強度を有して
いることが好ましい。剥離強度は、粘着テープを剥離する際の角度によって適宜調整する
ことができる。例えば、以下に示す剥離角度での剥離強度の少なくとも１つを満たすもの
が好ましい。ここでの剥離強度は、測定温度が２３±２℃、剥離角度が７５～１９５°、
好ましくは９０～１８０°、剥離速度が３００ｍｍ／分（ＴＭＡ０００１法　に準拠）の
条件下に、本発明の粘着テープからの剥離によって測定した場合の値である。
【００３５】
　剥離シートの、剥離角度９０±１５°での剥離強度は、１．５Ｎ/５０ｍｍ幅以下、１
．０Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．５Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．３Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．２
Ｎ/５０ｍｍ幅以下程度であることが適している。
　剥離角度１２０±１５°での剥離強度は、１．２Ｎ/５０ｍｍ幅以下、１．０Ｎ/５０ｍ
ｍ幅以下、０．８Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．６Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．３Ｎ/５０ｍｍ幅
以下程度であることが適している。
　剥離角度１５０±１５°での剥離強度は、１．０Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．８Ｎ/５０ｍ
ｍ幅以下、０．６Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．５Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．３Ｎ/５０ｍｍ幅
以下、０．２Ｎ/５０ｍｍ幅以下程度であることが適している。
　剥離角度１８０＋０°～１８０－１５°での剥離強度は、１．０Ｎ/５０ｍｍ幅以下、
０．８Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．６Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．５Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．
３Ｎ/５０ｍｍ幅以下、０．２Ｎ/５０ｍｍ幅以下程度であることが適している。
【００３６】
　剥離強度をこのような範囲とすることにより、一般に利用されるテープ貼り付け装置等
を用いた場合でも、剥離シートの剥離のための過度の剥離強度を必要とせず、粘着テープ
のしわ、貼り付け位置のずれを発生させず、粘着テープへ残留応力を負荷することを防止
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することができる。これによって、リードフレームの反り、封止樹脂の樹脂漏れ等の発生
を抑制することができる。
【００３７】
　剥離シートは、当該分野で一般的に用いられている材料、例えば、ポリ塩化ビニル、ポ
リ塩化ビニリデン、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル、ポリイミド、ポリ
エーテルエーテルケトン；低密度ポリエチレン、直鎖状ポリエチレン、中密度ポリエチレ
ン、高密度ポリエチレン、超低密度ポリエチレン、ランダム共重合ポリプロピレン、ブロ
ック共重合ポリプロピレン、ホモポリプロレン、ポリブテン、ポリメチルペンテン等のポ
リオレフィン；ポリウレタン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、アイオノマー樹脂、エチ
レン－（メタ）アクリル酸共重合体、エチレン－（メタ）アクリル酸エステル（ランダム
、交互）共重合体、エチレン－ブテン共重合体、エチレン－ヘキセン共重合体、フッ素樹
脂、セルロース系樹脂及びこれらの架橋体などのポリマー等を用いて、単層又は多層構造
で形成された剥離基材を含む。
【００３８】
　また、剥離シートは、剥離基材の少なくとも粘着剤層と接触する面に、粘着剤層と実質
的に接着しないように、離型処理が施されているものが適している。離型処理は、当該分
野で公知の方法及び材料を用いて行うことができる。例えば、シリコーン樹脂による処理
、フッ素樹脂による離型処理等が挙げられる。具体的には、セラピール・シリーズ（東レ
フィルム加工株式会社）の軽剥離グレード及び中剥離グレード等が例示される。
【００３９】
　（樹脂封止型半導体装置の製造方法及び樹脂漏れ防止方法）
　本発明の樹脂封止型半導体装置では、粘着テープは、特に、樹脂封止する際に使用され
る。つまり、リードフレーム表面に搭載された半導体チップを樹脂封止する際にリードフ
レームの少なくとも一面、例えば、裏面（半導体チップが搭載された面と反対側の面、以
下同じ）に貼着され、封止後に剥離するために用いられる。
【００４０】
　本発明の製造方法では、
　リードフレームの少なくとも一面、例えば、裏面に本発明の粘着テープを貼り合わせ、
　このダイパッド表面に半導体チップを搭載し、
　半導体チップ側を封止樹脂により封止し、
　封止後に粘着テープを剥離する工程を含む。
　さらに、任意に、粘着テープの貼り合わせから剥離の間に、
　プラズマ処理を行う工程、
　樹脂封止後の封止樹脂の切断工程、
　リードフレーム側から該リードフレームを介して粘着テープに放射線照射工程、
　ダイパッドに半導体チップを搭載した後の結線工程等を含んでいてもよい。
　このような半導体装置の製造方法において、本発明の粘着テープは、主として樹脂漏れ
を防止するために使用される。なお、粘着テープは、リードフレームにおいて、樹脂で封
止される領域以外の表裏面のいずれの領域に貼着されていてもよい。
【００４１】
　具体的には、まず、図１（ａ）に示すように、本発明の粘着テープ２０を、リードフレ
ーム１１の一面、つまり、裏面に貼り付ける。
　リードフレーム１１は、通常、Ｃｕ系素材（Ｃｕ－Ｆｅ－Ｐなど）、Ｆｅ系素材(Ｆｅ
－Ｎｉなど)等の金属板によって形成されている。また、ＱＦＮの端子パターンが刻まれ
ていてもよい。特に、リードフレーム内の電気接点部分（後述する半導体チップとの接続
部分）に、銀、ニッケル、パラジウム、金等で被覆（めっき）されているものが好ましい
。リードフレーム１１の厚みは、通常、１００～３００μｍ程度が挙げられる。
【００４２】
　リードフレーム１１は、後の切断工程にて切り分けやすいよう、所定の配置パターン（
例えば、個々のＱＦＮの配置パターン）が複数並べられているものが好ましい。具体的に
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は、図２（ａ）及び（ｂ）に示すように、リードフレーム１１上に、マトリックス状にパ
ッケージパターン領域１０が配列されたものが、マトリックスＱＦＮ、ＭＡＰ－ＱＦＮ等
と呼ばれ、もっとも好ましいもののひとつである。
【００４３】
　リードフレーム１１は、通常、ダイパッド１１ｃ及びリード端子１１ｂを備える。これ
らは分離して備えられていてもよいが、図２（ｂ）に示すように、隣接した複数の開口１
１ａによって規定された複数リード端子１１ｂと、開口１１ａの中央に配列されたダイパ
ッド１１ｃと、任意に、ダイパッド１１ｃを開口１１ａの４角に支持するダイバー１１ｄ
とによって、一体的に備えられているものが好ましい。なお、ダイパッド１１ｃ及びリー
ド端子１１ｂ等は、放熱等の別の機能が意図されたものとして形成されていてもよい。
【００４４】
　粘着テープ２０のリードフレーム１１への貼り付けは、少なくとも、リードフレーム１
１におけるパッケージパターン領域１０に、リードフレーム１１のパッケージパターン領
域１０より外側の領域、つまり、樹脂封止される樹脂封止領域の外側の全周を含む領域に
又はパッケージパターン領域１０及びパッケージパターン領域１０の外側の全周を含む領
域に行われることが適している。
【００４５】
　樹脂封止領域の外側の全周を含む領域に本発明の粘着テープを貼着する場合は、リード
フレームの裏面のみならず、表面にも貼着してもよい。パッケージパターン領域１０及び
パッケージパターン領域１０の外側の全周を含む領域に貼着する場合は、リードフレーム
の裏面にのみ貼着することが好ましい。
【００４６】
　リードフレーム１１は、通常、樹脂封止時の位置決めを行うためのガイドピン用孔（例
えば、図２（ａ）の１３）を端辺近傍に有しているため、それを塞がない領域に粘着テー
プを貼着するのが好ましい。また、パッケージパターン領域１０はリードフレーム１１の
長手方向に複数配置されるため、それらの複数領域に渡るように連続して粘着テープ２０
を貼着するのが好ましい。
【００４７】
　次いで、図１（ｂ）に示すように、リードフレーム１１表面（粘着テープ２０が貼り付
けられていない面）に、半導体チップ１５を搭載する。
　通常、上述したように、リードフレーム１１は、半導体チップ１５を固定するためダイ
パッド１１ｃと呼ばれる固定エリアが設けられていることから、半導体チップ１５は、ダ
イパッド１１ｃ上に搭載される。
【００４８】
　ダイパッド１１ｃヘの半導体チップ１５の搭載は、例えば、導電性ペースト１９、接着
テープ、接着剤（例えば、熱硬化性接着剤）等を用いる各種の方法が利用される。導電性
ペースト、接着剤等を用いて搭載する場合、通常、１５０～２００℃程度の温度で３０分
～９０分程度、加熱硬化される。
【００４９】
　ここで、粘着テープにおける粘着剤層を硬化させて高弾性化を図るために、得られたリ
ードフレーム１１に対して、リードフレーム１１側から、放射線照射を行ってもよい。
　放射線の種類は、特に限定されるものではなく、粘着剤層に含まれる粘着剤の種類によ
って適宜調整することができる。例えば、紫外線、電子線等が挙げられる。なかでも、紫
外線が好ましい。紫外線の波長としては、特に限定されないが、一般的な光重合に用いら
れる波長を選択することが適しており、例えば、２５０～４００ｎｍの波長の紫外線が適
している。
【００５０】
　紫外線を照射する方法としては、従来公知の紫外線発生装置を利用することが適してい
る。具体的には、放電ランプ方式（アークランプ）、フラッシュ方式、レーザ方式等を採
用した紫外線装置が挙げられる。なかでも、工業的な生産方法の観点から、放電ランプ方
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式を利用したものが好ましく、さらに、放射線の照射効率の観点から、高圧水銀ランプ、
メタルハライドランプを利用したものを用いることが好ましい。
　放射線の照射量は、例えば、粘着剤層に含有されている重合開始剤等の効率を向上させ
ることができる程度であることが適している。具体的には、１０～１０００ｍＪ／ｃｍ２

程度が挙げられ、５０～６００ｍＪ／ｃｍ２程度が好ましい。粘着剤層の適度な硬化を実
現できるからである。
【００５１】
　この放射線照射は、粘着テープ２０をリードフレーム１１に貼着した後であって、後述
するワイヤボンドの前であれば、どの段階で行ってもよい。例えば、粘着テープの貼着か
ら樹脂封止までの間に行うことが好ましい。粘着テープ２０をリードフレーム１１に貼着
する前に行うと、粘着剤層の硬化により粘着力が低下するため、貼着が困難になり、また
、後述する封止樹脂の漏れを招くことがあるからである。
【００５２】
　続いて、任意に、図１（ｃ）に示すように、半導体チップ１５表面の電極パッド（図示
せず）と、リードフレーム１１とをワイヤボンド（結線）する。
　ワイヤボンドは、ボンディングワイヤ１６、例えば、金線又はアルミ線などによって行
われる。通常、１５０～２５０℃に加熱した状態で、超音波による振動エネルギーと加圧
による圧着エネルギーとの併用により行われる。この際、リードフレームに貼着した粘着
テープ面を真空引きすることによって、ヒートブロックに確実に固定することができる。
　なお、半導体チップ１５として、フェイスダウン実装を行う場合には、適宜リフロー工
程を行うことができる。
【００５３】
　次に、封止樹脂１７を射出成形する。つまり、リードフレーム１１を上下金型（図示せ
ず）に挟み、封止樹脂１７（例えば、エポキシ樹脂等）を射出して、半導体チップ１５を
封止する。この際の封止樹脂は、射出が容易であるという観点から、例えば、約０．８～
２．０Ｐａ・ｓ、好ましくは約０．１～２．０Ｐａ・ｓの粘度を有する。なお、樹脂粘度
は、市販の樹脂粘度測定装置（例えば、レオメータ、キャピラリーレオメータ等）によっ
て測定することができる。また、封止封止は、１６０～１９０℃の注入温度で射出するこ
とが好ましい。さらに、樹脂封止は、１５０～２２０ｋＮの注入圧力での射出注入するこ
とが適している。この場合の封止は、片面封止及び両面封止のいずれでもよい。両面封止
の場合には、上述したように、リードフレームにおける樹脂封止領域の外側の全周を含む
領域に、リードフレームの表面及び／又は裏面に粘着テープを貼着することが適している
。パッケージパターン領域１０及びパッケージパターン領域１０の外側の全周を含む領域
の片面に粘着テープを貼着した場合には、片面封止を行うことが好ましい。このような封
止を行う場合、特に本発明の粘着テープを好適に用いることができ、好ましい。
【００５４】
　半導体チップの封止は、リードフレーム１１に搭載された半導体チップ１５及びボンデ
ィングワイヤ１６を保護するために行われる。例えば、エポキシ系樹脂等を用いて、射出
成形により、金型中で成型されるのが代表的な方法である。この場合、複数のキャビティ
を有する上金型と下金型とからなる金型を用いて、複数の半導体チップを同時に封止する
ことが好ましい。この場合の金型のクランプ圧力は、例えば、３～７ｋＮ程度が適してい
る。通常、樹脂封止時の加熱温度は１７０～１８０℃程度であり、この温度で数分間キュ
アした後、さらに、ポストモールドキュアを数時間行う。
　その後、図１（ｄ）に示すように、封止樹脂１７を含むリードフレーム１１を金型から
取り出す。
【００５５】
　図１（ｅ）に示すように、リードフレーム１１裏面に貼り付けられた粘着テープ２０を
剥離する。
　封止後の粘着テープ２０の剥離は、上述したポストモールドキュアの前に行うことが好
ましい。
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【００５６】
　その後、図１（ｆ）に示すように、封止樹脂１７を含むリードフレーム１１を、半導体
チップ１５ごとに分割し、半導体装置２１を得ることができる。
　半導体チップ１５ごとの分割は、ダイサー等の回転切断刃等を用いて行うことができる
。
【００５７】
　なお、本発明の粘着テープは、半導体チップの樹脂封止の際に、リードフレームの一面
、好ましくは裏面に貼着されていればよく、上述した図１（ａ）～図１（ｃ）の工程につ
いて、半導体チップを搭載した後粘着テープを貼り付けてもよく、半導体チップをワイヤ
ボンドした後粘着テープを貼り付けてもよい。なかでも、上述した図１（ａ）～図１（ｃ
）の順序で行うことが好ましい。また、半導体チップの構造によっては、ワイヤボンドを
行わなくてもよい。
【００５８】
　以下に本発明の樹脂封止用粘着テープ及びこれを用いた樹脂封止型半導体装置の製造方
法について、詳細に説明する。
　なお、以下の実施例においては、特に断らない限り、部及び％等は質量基準である。
【００５９】
　実施例１
　２５μｍ厚のポリイミドフィルム（東レデュポン、カプトン１００Ｈ、線熱膨張係数２
．７×１０－５／Ｋ、Ｔｇ：４０２℃）を基材層として用い、この基材層の片面に、シリ
コーン系粘着剤（東レ・ダウコーニングシリコーン社製、ＳＤ４５８４）１００部に対し
て白金触媒を２．５部加えて塗工／乾燥させて厚さ約６μｍの粘着剤層を有する耐熱性粘
着テープを作製した（総膜厚：３１μｍ）。
【００６０】
　実施例２
　１２．５μｍ厚のポリイミドフィルム（東レデュポン、カプトン５０Ｈ、線熱膨張係数
２．７×１０－５／Ｋ、Ｔｇ：４０２℃）を基材層として用い、この基材層の片面に、実
施例１と同様に、シリコーン系粘着剤を用いて、厚さ約１８μｍの粘着剤層を有する耐熱
性粘着テープを作製した（総膜厚：３０．５μｍ）。
【００６１】
　実施例３
　２５μｍ厚のポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ製ルミラーＳ１０、熱線膨張
係数１．２×１０－５／Ｋ、Ｔｇ：６７℃）を基材層として用いた。この基材層の片面に
、アクリル酸ブチル－アクリル酸エチル－アクリル酸（アクリル酸ブチル／アクリル酸エ
チル／アクリル酸＝７０部／３０部／４部）からなるポリマー１００部に、イソシアネー
ト系架橋剤（商品名「コロネートＬ」日本ポリウレタン工業株式会社製）３部、エポキシ
系架橋剤（商品名「ＴＥＴＲＡＤ－Ｃ」三菱瓦斯化学（株））２部およびトルエンを均一
に混合した粘着剤を用いて、厚さ約１０μｍの粘着剤層を有する耐熱性粘着テープを作製
した（総膜厚：３５μｍ）。
【００６２】
　比較例１
　粘着剤層の厚みを約３５μｍとする以外、実施例１と同様に耐熱性粘着テープを作製し
た（総膜厚：６０μｍ）。
【００６３】
　比較例２
　基材層として、１２．５μｍ厚のポリイミドフィルム（東レデュポン、カプトン５０Ｈ
、線熱膨張係数２．７×１０－５／Ｋ、Ｔｇ：４０２℃）を用い、実施例３と同様のアク
リル系粘着剤を、厚さ約６μｍとした耐熱性粘着テープを作製した（総膜厚：１８．５μ
ｍ）。
【００６４】
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　＜性能評価＞
　実施例及び比較例で製造した粘着テープを、端子部に銀めっきが施された一辺１６Ｐｉ
ｎタイプのＱＦＮが４個×４個に配列された銅製のリードフレームの裏面のアウターパッ
ト側に、テープラミネート装置ＰＬ－５５ＴＲＭ（日東電工製）を用いて、常温にて密着
するように静かに貼り合わせた。なお、このリードフレームのダイパッドには、半導体チ
ップが搭載されており、金線によりワイヤボンディングされたものを用いた。
　次いで、エポキシ系封止樹脂（日東電工製ＨＣ－３００、例えば、樹脂粘度：０．８～
２．０Ｐａ・ｓ）により、モールドマシン（ＴＯＷＡ製Ｍｏｄｅｌ－Ｙ－ｓｅｒｉｓｅ）
を用いて、１７５℃で、プレヒート４０秒、インジェクション時間１１．５秒、インジェ
クション圧力１５０～２２０ｋＮ、キュア時間１２０秒にてモールドした。この際、金型
のクランプ圧力を３～７ｋＮ程度とした。
　その後、リードフレーム裏面に貼り付けられた粘着テープを剥離した。
　さらに、１７５℃にて３時間程度ポストモールドキュアを行って、樹脂を十分に硬化さ
せた後、ダイサーによって切断して、個々のＱＦＮタイプ半導体装置を得た。このように
してＱＦＮタイプの半導体装置を製造した後、樹脂漏れを目視にて確認した。
　その結果、実施例１～３では、樹脂漏れは確認されなかった。一方、比較例１では６０
％以上の端子に樹脂漏れがあることを確認した。また、比較例２では８０％以上の端子に
樹脂漏れがあることを確認した。
【００６５】
　また、実施例１～３の粘着テープについて、それぞれ、厚さ５０μｍのＰＥＴセパレー
タ（三菱化学ポリエステルフィルム社製、ＭＲＳ－５０Ｓ）及び厚さ３８μｍのＰＥＴセ
パレータ（東レ加工フィルム社製、＃３８セラピール）を貼り合わせて粘着テープを作製
した。
　これらの粘着テープの剥離角度９０°、１２０°、１５０°又は１８０°でのセパレー
タ剥離力（単位：Ｎ／５０ｍｍ）を測定した。セパレータ剥離力の評価結果を表１及び表
２に示す。
【００６６】
【表１】

【表２】

【００６７】
　表１及び表２より、いずれも、０．３Ｎ／５０ｍｍ幅以下であった。また、これらの粘
着テープを用いた場合、粘着テープの貼合わせ位置のずれ、リードフレームの反り、封止
樹脂の漏れはいずれも認められなかった。
【産業上の利用可能性】
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【００６８】
　本発明の粘着テープは、半導体装置の製造方法において広範に用いることができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　パッケージパターン領域
　１１　リードフレーム
　１１ａ　開口
　１１ｂ　リード端子
　１１ｃ　ダイパッド
　１５　半導体チップ
　１６　ボンディングワイヤ
　１７　封止樹脂
　２０　粘着テープ
　２１　半導体装置

【図１】 【図２】
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