
JP 4676640 B2 2011.4.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右両方向にリードが形成されダウンセットされたリードフレームのチップパッド上に
電力素子用チップが付着させられワイヤボンディングされた電力部と、
　前記電力部のリードフレームの下面に絶縁層を介して付着した放熱板と、
　前記電力部にあるリードフレームとは別個のリードフレームであり、前記電力部のリー
ドフレームの左右両方向のリードのうち一方向のリードにスタックされ、一方に形成され
たリードが前記電力部のリードにスタックされ前記電力部のリードと電気的に連結され、
アップセットされたリードフレームであり、前記リードフレームのチップパッド上にコン
トロール素子用のチップが付着しワイヤボンディングされたコントロール部と、
　前記電力部のリードフレームの一部分及びワイヤボンディングされた電力素子用チップ
を封止し、前記放熱板の下面を除外した全ての部分を封止し、前記コントロール部のリー
ドフレームの一部分及びワイヤボンディングされたコントロール素子用のチップを封止す
る封止材とを具備することを特徴とするインテリジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項２】
　前記電力部のリードフレームのダウンセットは１から２mmまでの範囲であることを特徴
とする請求項１に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項３】
　前記コントロール部のリードフレームのアップセットは０．５から１mmまでの範囲であ
ることを特徴とする請求項１に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケージ。
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【請求項４】
　前記放熱板はリードフレーム製造時に付着したことを特徴とする請求項１に記載のイン
テリジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項５】
　前記放熱板を半導体パッケージ工程中のモールディング工程において付着させたことを
特徴とする請求項１に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項６】
　前記放熱板はアルミニウムまたは銅を含む金属及びセラミックのうちから選択されたい
ずれか一つの材質であることを特徴とする請求項１に記載のインテリジェントパワーモジ
ュールパッケージ。
【請求項７】
　前記放熱板の絶縁層はポリイミドまたはエポキシのうちから選択されたいずれか一つの
材質であることを特徴とする請求項１に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケ
ージ。
【請求項８】
　前記電力部のリードフレームに前記コントロール部のリードフレームがスタックされる
のは、半導体パッケージ工程中のモールディング工程においてなされることを特徴とする
請求項１に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項９】
　前記電力部のリードフレームに前記コントロール部のリードフレームが電気的に連結さ
れるのは、半導体パッケージ工程中のソルダ工程においてなされることを特徴とする請求
項１に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項１０】
　ダウンセットが形成されて左右両方向に形成されたリードを含むリードフレームと、
　前記リードフレームのダウンセットが形成された下面に絶縁層を介して付着した放熱板
と、
　前記ダウンセットが形成されたリードフレームのチップパッドに付着した電力素子用チ
ップと、
　前記電力素子用チップと前記リードフレームのリードとを連結するワイヤと、
　前記放熱板の下面を除外した全ての部分、前記リードフレームの一部分、前記電力素子
用チップ及び前記ワイヤを封止し、封止された左または右側のうちの一側にはコントロー
ル部用の半導体パッケージが付着させられる空間とロックキング手段が形成された封止材
とを含む電力部用の半導体パッケージと、
　アップセットが形成されて一方に形成されたリードを含むリードフレームと、
　前記リードフレームのアップセットが形成された上面のチップパッドに付着したコント
ロール素子用のチップと、
　前記コントロール素子用のチップと前記リードフレームのリードとを連結するワイヤと
、
　前記リードフレームの一部分、前記コントロール素子用のチップ及び前記ワイヤを封止
し、封止された左または右側のうちの一側には電力部用の半導体パッケージが付着させら
れるロックキング手段が形成され前記電力部用の半導体パッケージと一体型になる封止材
を含むコントロール部用の半導体パッケージとを具備することを特徴とするインテリジェ
ントパワーモジュールパッケージ。
【請求項１１】
　前記電力部用の半導体パッケージリードフレームのダウンセットは１から２mmまでの範
囲であることを特徴とする請求項１０に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケ
ージ。
【請求項１２】
　前記コントロール部用の半導体パッケージリードフレームのアップセットは０．５から
１mmまでの範囲であることを特徴とする請求項１０に記載のインテリジェントパワーモジ
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ュールパッケージ。
【請求項１３】
　前記電力部用の半導体パッケージと前記コントロール部用の半導体パッケージとは別の
工程でそれぞれ作られ、合体工程で一つの半導体パッケージに作られたことを特徴とする
請求項１０に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項１４】
　前記電力部用の半導体パッケージ放熱板は銅またはアルミニウムを含む金属及びセラミ
ックのうちから選択された一つの材質であることを特徴とする請求項１０に記載のインテ
リジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項１５】
　前記電力部用の半導体パッケージ放熱板の絶縁層はポリイミドまたはエポキシのうちか
ら選択された一つの材質であることを特徴とする請求項１０に記載のインテリジェントパ
ワーモジュールパッケージ。
【請求項１６】
　前記合体工程はリードのトリミング／フォーミング工程と電気的特性の検査工程とを施
した後に行われることを特徴とする請求項１３に記載のインテリジェントパワーモジュー
ルパッケージ。
【請求項１７】
　前記電力部用の半導体パッケージのリードフレームのリードとこれに対応する前記コン
トロール部用の半導体パッケージのリードとは電気的に連結されることを特徴とする請求
項１０に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項１８】
　前記電気的連結はソルダ工程で用いられる鉛／錫の合金を使用して行われることを特徴
とする請求項１７に記載のインテリジェントパワーモジュールパッケージ。
【請求項１９】
　ダウンセットが形成され、両方向にリードが形成された電力部用のリードフレームに電
力素子用のチップを付着し、ワイヤボンディングを行い、放熱板を付着すると共に、コン
トロール部用の半導体パッケージが付着されうるロッキング手段と空間が形成されるよう
にモールディングを行い、トリミング/フォーミングを行い、電気的特性検査を施して電
力部用の半導体パッケージを組み立てる第１工程と、
　アップセットが形成され、一方向にだけリードが形成されたコントロール部用のリード
フレームにコントロール素子用のチップを付着しワイヤボンディングを行い、電力部用の
半導体パッケージに付着されうるロッキング手段が形成されるようにモールディングを行
い、トリミング/フォーミングを行い、電気的特性検査を施してコントロール部用の半導
体パッケージを組み立てる第２工程と、
　前記電気的特性検査が施された電力部用の半導体パッケージに前記コントロール部用の
半導体パッケージをロッキング手段を用いてスタックして一体型に作る第３工程と、
　前記一体型に作られた半導体パッケージに電力部用のリードフレームとこれに対応する
コントロール部用のリードフレームのリードを電気的に互いに連結させるためのソルダ工
程を行う第４工程と、を備えることを特徴とするインテリジェントパワーモジュールパッ
ケージの製造方法。
【請求項２０】
　放熱板が付着され、ダウンセットが形成され、両方向にリードが形成された電力部用の
リードフレームに電力素子用チップを付着し、ワイヤボンディングを行い、コントロール
部用の半導体パッケージが付着されうるロッキング手段と空間が形成されるようにモール
ディングを行い、トリミング/フォーミングを行い、電気的特性検査を施して電力部用の
半導体パッケージを組み立てる第１工程と、
　アップセットが形成され、一方向にだけリードが形成されたコントロール部用のリード
フレームにコントロール素子用のチップを付着しワイヤボンディングを行い、電力部用の
半導体パッケージに付着されうるロッキング手段が形成されるようにモールディングを行
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い、トリミング/フォーミングを行い、電気的特性検査を施してコントロール部用の半導
体パッケージを組み立てる第２工程と、
　前記電気的特性検査が施された電力部用の半導体パッケージに前記コントロール部用の
半導体パッケージをロッキング手段を用いてスタックして一体型に作る第３工程と、
　前記一体型に作られて半導体パッケージに電力部用のリードフレームとこれに対応する
コントロール部用のリードフレームのリードを電気的に互いに連結させるためのソルダ工
程を行う第４工程と、を備えることを特徴とするインテリジェントパワーモジュールパッ
ケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体パッケージに係り、より一層詳細にはインテリジェントパワーモジュール
パッケージに関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般的な半導体パッケージはひとつあるいは多数の半導体チップをリードフレーム内にあ
るチップパッド上に搭載した後、封止材（エポキシモールドコンパウンド（ＥＭＣ））で
密封して内部を保護した後、印刷回路基板に実装して使用する。
しかし最近になって電子機器の高速化、大容量化及び高集積化が急進展しつつあり、自動
車、産業機器及び家電製品に適用される電力素子も低費用であると共に小型化及び軽量化
を達成しなければならない要求に直面している。これと同時に電力素子は低騷音と高信頼
性を達成しなければならないために、一つの半導体パッケージに多数の電力素子用チップ
とコントロール素子用のチップとを搭載するインテリジェントパワーモジュールパッケー
ジが一般化してきている。
【０００３】
図１は従来技術によるインテリジェントパワーモジュールパッケージを説明するために図
示した断面図である。
図１を参照すれば、三菱電機株式会社により米国に特許登録されたＵＳＰ５，７０３，３
９９号（Ｔｉｔｌｅ：Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｐｏｗｅｒ Ｍｏｄｕｌｅ、Ｄａｔｅ
：Ｄｅｃ．３０、１９９７）に示されたパワーモジュールパッケージの断面図であり、平
面一体型のリードフレーム５８に電力素子用チップ５１とコントロール素子用のチップ５
３とが共に搭載され、ワイヤ５４でボンディングされた後モールディングされた形を示し
ている。図１において参照符号５２は１次モールディング時に用いられる金型を指し、５
７は１次モールディング時に形成された封止材であるエポキシモールドコンパウンドを指
し、５５は放熱板であるヒートシンクを指し、５６は２次モールディング時に形成された
封止材を指し、放熱板５５と平面一体型リードフレーム５８との間に絶縁層の役割を果た
す。さらに、参照符号５９は絶縁層５６を形成するために２次モールディング時に用いら
れる金型を指す。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来技術によるパワーモジュールパッケージは次のような問題点をもっている。
第一に、多くのチップが搭載されるパワーモジュールパッケージにおいて、多数のチップ
を平面一体型リードフレームに搭載すれば、リードフレームが大きくなってしまい、これ
によりパワーモジュールパッケージもやはり大きくなってしまう。しかし、大きいパワー
モジュールパッケージは、組立てのための製造費用が上昇する。そして、組立て工程にお
いてチップの亀裂及びパッケージ反りのような工程不良を引き起こし全体的な収率低下、
また性能劣化のような信頼性低下を招く。
【０００５】
第二に、リードフレーム５８と放熱板５５とを絶縁させるために２次モールディング工程
において絶縁層５６を形成した時、絶縁層５６は熱特性をよくするためにできる限り薄く
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しなければならない。しかし絶縁層５６を薄くすれば、２次モールディング工程において
封止材の流れが悪くなりリードフレーム５８と放熱板５５との間に封止剤を完全に充填で
きず、空気層（図示せず）ができやすい。空気層はリードフレームと放熱板との間で熱伝
逹通路を遮断しパワーモジュールパッケージの熱特性を低下させる主要な原因になる。反
対に、絶縁層５６を厚く形成すれば、絶縁層５６が電力素子用チップ５１からリードフレ
ーム５８及び放熱板５５につながる熱伝逹通路において熱を遮断する要因として作用して
パワーモジュールパッケージの熱特性がやはり悪くなる。
【０００６】
第三に、従来技術によるパワーモジュールパッケージは、パッケージ反りを防止するため
にモールディングを１次と２次とに分けて行う。しかし、１次と２次とにわたったモール
ディング工程は工程段階を延ばすことになり、組立て工程の製造原価を上昇させる要因に
なる。
【０００７】
第四に、パワーモジュールパッケージは電力素子用チップ５１を含む電力部と、コントロ
ール素子用チップを含むコントロール部とに大別される。電力部とコントロール部との二
部分からなったパワーモジュールパッケージはモールディング後からトリミング／フォー
ミング工程前までは電気的検査が不可能である。従って、トリミング／フォーミング工程
に進行した後、二部分のうちいずれか一つに不良が発生すればパワーモジュール全体が不
良になる問題点がある。さらに、トリミング／フォーミング工程前までに行う工程中の中
間検査過程において電気的検査を可能にするためにはパワーモジュールパッケージを破壊
するしかないため収率を低下させる原因になっている。
なお、本明細書において“/”は“または”と“及び”とのうちいずれかを意味する。
【０００８】
本発明は、前記技術的課題を解決するため、電力部とコントロール部とを別設し、これを
スタックする方式で一つの半導体パッケージを作ることにより、熱特性を改善し収率を向
上させ、製造費用を節減すると共に信頼性を向上させることができるインテリジェントパ
ワーモジュールパッケージを提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前記技術的課題を達成するための本発明の一様態よるインテリジェントパワーモジュール
パッケージは、放熱板を含む電力部と、電力部と別設され電力部にスタックされたコント
ロール部とを具備することを特徴とする。
この時、電力部とコントロール部とはワイヤボンディング工程まで別設されるか、あるい
は電力部とコントロール部とはソルダ工程に進行しない状態で、トリミング／フォーミン
グ工程及び電気的特性の検査工程まで別設される。
【００１０】
望ましくは、ワイヤボンディング工程まで別設されたインテリジェントパワーモジュール
パッケージは、ワイヤボンディングが完了した電力部用のリードフレームに、ワイヤボン
ディングが完了したコントロール部用のリードフレームがスタックされモールディングさ
れることにより、一つの半導体パッケージを形成する。ここで、電力部用のリードフレー
ムとコントロール部用のリードフレームとはモールディング工程の後続工程であるソルダ
工程を通じてリードが電気的に互いに連結される。
【００１１】
さらに望ましくは、電気的特性の検査工程まで別設されたインテリジェントパワーモジュ
ールパッケージは、電力部用の半導体パッケージとコントロール部用の半導体パッケージ
とのそれぞれに形成されたロックキング手段で互いに結合されることにより一つの半導体
パッケージを形成する。この時にも電力部用の半導体パッケージのリードとコントロール
部用の半導体パッケージのリードとはソルダ工程を通じて電気的に互いに連結される。
【００１２】
本発明の望ましい実施例によれば、放熱板は初期にリードフレームに付着せずに、モール
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ディング工程においてリードフレームの下段に絶縁層を介して付着する。
【００１３】
本発明によれば、電力部とコントロール部とを別設してこれをスタックする方式で一つの
半導体パッケージを作ることにより、インテリジェントパワーモジュールパッケージの熱
特性を改善し、収率を向上させ、製造費用を節減すると共に信頼性を向上させることがで
きる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施例を詳細に説明する。
本発明は実施例の図面に示したような特定形だけに限定されるものではない。本発明はそ
の技術的思想及び必須の特徴を離脱せず他の方式で実施できる。
たとえば、本明細書においてロッキング手段は広い意味に使用されており、次の望ましい
実施例においては、電力部用の半導体パッケージとコントロール部用の半導体パッケージ
とのロックキング手段が挿入型であるが、これは挿入型でない他の形でもさしつかえない
。
従って、次の望ましい実施例にて記載した内容は例示的なものであり、その内容に限定す
る意味ではない。
【００１５】
本発明の第１実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッケージは、電力部とコ
ントロール部とがワイヤボンディング工程まで別設されて電力部とコントロール部とをス
タックする構造であり、本発明の第２実施例によるインテリジェントパワーモジュールパ
ッケージは、電力部とコントロール部とがソルダ工程に進行しない状態で、トリミング／
フォーミング工程及び電気的特性の検査工程まで半導体パッケージの形で別設されてそれ
ぞれに形成されたロックキング手段により互いにスタックする構造である。
【００１６】
第１実施例：リードフレームスタック型のインテリジェントパワーモジュールパッケージ
図２及び図３は本発明の第１実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッケージ
及びその製造方法を説明するために図示した断面図である。
【００１７】
まず、図２を参照して本発明の第１実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッ
ケージの構造及び構成要素を説明する。
図２を参照すれば、本発明の第１実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッケ
ージは電力部、放熱板１０７、コントロール部及び封止材１２０からなる。電力部は、左
右両方向に複数のリード１０５、１０６が形成され、チップパッド領域が１から２mmまで
の範囲でダウンセット（図面のＤＨ）されている電力部用のリードフレーム１００に電力
素子用チップ１０１が接着され、電力素子用チップ１０１は両方向にあるリード１０５と
ワイヤ１０４でボンディングされた構造である。ここで参照符号１０５は封止材１２０に
より封止される内部リードを指し、１０６は封止材１２０の外部で露出されてソルダ（図
３の１３０）がかぶされる外部リードを指す。
【００１８】
放熱板１０７は、アルミニウムまたは銅を含む金属及びセラミックのうち一つの材質で作
られ、電力素子用チップ１０１が動作する時に発生する熱をリードフレーム１００のチッ
プパッドを通じてインテリジェントパワーモジュールパッケージの外部に放出する役割を
果たす。放熱板１０７は接着性を持った絶縁層１０８を介してチップパッドの下面に付着
する。ここで絶縁層１０８は、チップ接着工程及びワイヤボンディング工程において熱変
形があってはならないために、３５０℃の高温まで熱に対し耐性にすぐれた物質であるポ
リイミドまたはエポキシのうちいずれか一つの材質で作ることが適している。
【００１９】
コントロール部は、ワイヤボンディング工程まで電力部と別設され、モールディング工程
において電力部用のリードフレーム１００の左右方向のうち一側の方向、たとえば右側リ
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ードにスタックされ統合された形のインテリジェントパワーモジュールパッケージから作
られている。コントロール部の構造は、０．５から１mmまでの範囲のアップセット（ＵＨ
）が形成されたチップパッドと内部リード１１５及び外部リード１１６とからなったコン
トロール部用のリードフレーム１１０に、コントロール素子用のチップ１１１がチップパ
ッドに接着され、コントロール素子用のチップ１１１のボンドパッド（図示せず）と内部
リード１１５とはワイヤ１１４でそれぞれボンディングされた形である。
【００２０】
封止材１２０は、一般的に用いられるエポキシモールドコンパウンドであり、電力部の内
部リード１０５、電力素子用チップ１０１及びワイヤ１０４を封止し、コントロール部の
内部リード１１５、コントロール素子用のチップ１１１及びワイヤ１１４を封止し、放熱
板１０７の下面を除外した残りの部分と絶縁層１０８とを封止することにより、インテリ
ジェントパワーモジュールパッケージの内部を外部の衝撃から保護する役割を果たす。
【００２１】
次いで、図３を参照して本発明の第１実施例によるインテリジェントパワーモジュールパ
ッケージの製造方法を２種類の場合に分けて説明する。
図３を参照して最初の方法を説明すれば、ポリイミドまたはエポキシなどの接着性絶縁層
１０８を利用して放熱板１０７を電力素子用のリードフレーム１００に付着させる。電力
素子用のリードフレーム１００は、ダウンセットが形成され両方向に複数のリードが形成
された形である。次いで、リードフレーム１００のチップパッドに電力素子用チップ１０
１をエポキシなどの接着手段（図示せず）を使用して接着する。その後、電力素子用チッ
プ１０１のボンドパッド（図示せず）と電力部用のリードフレーム１００の内部リード１
０５とをワイヤ１０４を使用してボンディングする。
【００２２】
次いで、コントロール部を製造するが、電力部を製造する工程とは別の工程を通じて製造
する。まず、アップセットが形成され、一方向だけにリード１１５、１１６が形成された
コントロール部用のリードフレーム１１０を準備する。リードフレーム１１０にコントロ
ール素子用のチップ１１１を接着し、ワイヤ１１４を使用して内部リード１１５の端部と
コントロール素子用のチップ１１１のボンドパッド（図示せず）とをボンディングする。
【００２３】
引続き、ワイヤボンディングが完了した電力部のリードフレーム１００をモールディング
装備の金型内にローディングする。次いで、ワイヤボンディングが完了したコントロール
部のリードフレーム１１０をモールディング装備の金型内にローディングするのではある
が、一方向に形成されたコントロール部のリードフレーム１１０のリード１１５、１１６
が電力部用のリードフレーム１００の右側リード１０５、１０６にスタックされるように
ローディングする。リード同士のスタックのために、モールディング装備に準備された別
の治具を使用する。その後、液体状の封止材１２０、たとえばエポキシモールドコンパウ
ンドをモールディング装備の金型内部に流し、電力部とコントロール部とが統合されたイ
ンテリジェントパワーモジュールパッケージを作る。
【００２４】
次いで、公知の方式通りにデフラッシュ（樹脂バリ取り）及びトリミング／フォーミング
工程に進行し、ソルダ工程に進行する。しかし、本発明によるソルダ工程は、ソルダ層１
３０が外部リード１０６、１１６の表面にコーディングされ、かぶされる工程だけでなく
、電力部用のリードフレーム１００とコントロール部用のリードフレーム１１０とがスタ
ックされた領域（図面のＡ）において外部リード１０６、１１６の間で互いに電気的に連
結される工程まで共に進行する。ソルダ層１３０は鉛（Ｐｂ）と錫（Ｓｎ）との合金を材
質とすることが望ましい。従って、別設された電力部とコントロール部とは一つの完全な
インテリジェントパワーモジュールパッケージ形として組立てを完了する。ソルダ工程が
終わったインテリジェントパワーモジュールパッケージは通常の方法による電気的な特性
検査を通じパッケージング工程を完了する。
【００２５】
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再び、図３を参照して本発明の第１実施例のうち２番目の方法によるインテリジェントパ
ワーモジュールパッケージの製造方法を説明する。２番目の方法は放熱板を付着する工程
が最初と異なり、残りの大部分の製造工程は前述の最初の方法と同一なために重複を避け
て違うところだけを重点的に説明する。
【００２６】
まず、前述した最初の方法と同一の方式で電力部を作るのであるが、放熱板１０７が付着
しない電力部用のリードフレーム１００を使用して作る。次いで、コントロール部を前述
した最初の方法と同一の方式で作る。次いで、モールディング工程を通じて電力部とコン
トロール部とを統合するのであるが、モールディング工程においてまず絶縁層１０８が上
部に付着した放熱板１０７をモールド金型内部の底部にローディングする。次いで前述し
た最初の方法と同一の方式で電力部用のリードフレーム１００と、コントロール部用のリ
ードフレーム１１０とをローディングしてスタックし、封止材１２０を流し、電力部、コ
ントロール部及び放熱板が一つの形に統合されたインテリジェントパワーモジュールパッ
ケージを作る。後続する全ての工程は前述した最初の方法と同一なために説明を省略する
。
【００２７】
第２実施例：半導体パッケージスタック型のインテリジェントパワーモジュールパッケー
ジ
図４及び図５は本発明の第２実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッケージ
及びその製造方法を説明するために図示した断面図である。
ここで、本発明の第２実施例に用いられるリードフレームは前述した第１実施例に使われ
たものと同一であり、その他第１実施例と同一であり重複する部分に関する詳細な説明を
省略する。
【００２８】
まず、図４を参照して本発明の第２実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッ
ケージの構造及び構成要素を説明する。
図４を参照すれば、本発明の第２実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッケ
ージはモールディング、トリミング／フォーミング及び電気的な特性検査が完了した状態
の電力部用の半導体パッケージと、モールディング、トリミング／フォーミング及び電気
的な特性検査が完了した状態のコントロール部用の半導体パッケージとから構成される。
ここで電力部用の半導体パッケージとコントロール部用の半導体パッケージとは挿入型の
ロッキング手段２３０で２つの半導体パッケージが一つの半導体パッケージに統合された
形である。
【００２９】
電力部用の半導体パッケージは、ダウンセットが形成されて左右両方向に形成されたリー
ドを含むリードフレーム２００、リードフレーム２００のダウンセットが形成された下面
に絶縁層２０８を介して付着した放熱板２０７、リードフレーム２００のチップパッド上
に付着した電力素子用チップ２０１、電力素子用チップ２０１のボンドパッドと前記リー
ドフレームの内部リード２０５とを連結するワイヤ２０４、及び前記放熱板２０７の下面
を除外した全ての部分と前記内部リード２０５と前記電力素子用チップ２０１とワイヤ２
０４とを封止する封止材２０９からなる。
ここで、封止材２０９は、一般的な形ではなく、電力素子用半導体パッケージが付着する
空間が準備された形であり、ロックキング手段２３０として挿入突起が入る穴が設けられ
ている。
【００３０】
コントロール部用の半導体パッケージは、アップセットが形成され一方にだけ形成された
リードを含むリードフレーム２１０、リードフレーム２１０のチップパッド上に付着した
コントロール素子用のチップ２１１、コントロール素子用のチップ２１１のボンドパッド
とリードフレーム２１０の内部リード２１５とを連結するワイヤ２１４、及びリードフレ
ーム２１０の内部リード２１５とコントロール素子用のチップ２１１とワイヤ２１４とを
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封止する封止材２１９からなる。
【００３１】
しかし、コントロール部用の半導体パッケージの封止材２１９は、電力部用の半導体パッ
ケージにスタックされる適切な外観をもった構造であり、さらに、ロックキング手段２３
０として電力部用の半導体パッケージのロックキング手段である穴に入る挿入突起が形成
されている。
【００３２】
本実施例では電力部用の半導体パッケージ及びコントロール部用の半導体パッケージがロ
ックキング手段で一体型に統合される前に全ての電気的な特性検査を完了した状態で一つ
のインテリジェントパワーモジュールパッケージに統合される。従って、一体型に統合さ
れる以前に不良品をあらかじめ選別して除去が可能なためにインテリジェントパワーモジ
ュールパッケージを製造する過程においてコントロール部の不良、あるいは電力部の不良
のような部分的欠陥が発生することを防止して全体的な収率を高めることができる。
【００３３】
以下、図５を参照して本発明の第２実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッ
ケージの製造方法を２種類の場合に分けて説明する。
本発明の第２実施例による最初のインテリジェントパワーモジュールパッケージの製造方
法は、絶縁層２０８を利用して放熱板２０７が付着させられ、ダウンセットが形成され、
両方向にリード２０５、２０６が形成された電力部用のリードフレーム２００を準備する
。次いで、電力部用のリードフレーム２００のチップパッドに電力素子用チップ２０１を
付着させ、電力素子用チップ２０１のボンドパッドとリードフレーム２００の内部リード
２０５とをワイヤ２０４を使用してボンディングする。
【００３４】
その後、コントロール部用の半導体パッケージが付着させられるロックキング手段と空間
とが形成されるように封止材２０９を使用してモールディングを行う。次いで、公知の技
術を利用してデフラッシュ及びトリミング／フォーミング工程を行い、電気的な特性検査
を行って電力部用の半導体パッケージを作ると同時に不良製品を選別して除去する。
【００３５】
次いで、電力部用の半導体パッケージを組立てる工程とは別個の工程を通じてコントロー
ル部用の半導体パッケージを組立てる。
まず、アップセットが形成され、一方にだけリード２１５、２１６が形成されたコントロ
ール部用のリードフレーム２１０を準備する。次いで、コントロール部用のリードフレー
ム２１０にコントロール素子用のチップ２１１を付着させ、ワイヤ２１４を使用してコン
トロール素子用のチップ２１１のボンドパッドとリードフレーム２１０の内部リード２１
５とを連結するボンディングを行う。
【００３６】
引続き電力部用の半導体パッケージに付着させらるロックキング手段２３０、たとえば挿
入突起が形成されるようにモールディングを行い、通常の方法を利用してトリミング／フ
ォーミング工程及び電気的な特性検査を行って不良品を除去することによりコントロール
部用の半導体パッケージを組立てる。
【００３７】
電気的な特性検査が行われた電力部用の半導体パッケージにコントロール部用の半導体パ
ッケージをロックキング手段２３０、たとえば挿入穴と挿入突起を利用して合体させつつ
スタックし、一体型の統合されたインテリジェントパワーモジュールパッケージを作る。
最後に一体型に作られたインテリジェントパワーモジュールパッケージに電力部用のリー
ドフレームとこれに対応するコントロール部用のリードフレームのリードとを電気的に互
いに連結させるためのソルダ工程を行い、外部リード２０６、２１６にソルダをコーティ
ングしつつ、外部リード２０６、２１６を連結（図面のＢ）するソルダ層２４０を形成す
る。
【００３８】
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本発明の第２実施例のうち２番目の場合によるインテリジェントパワーモジュールパッケ
ージの製造方法は、放熱板２０７をはじめから電力部用のリードフレーム２００に付着さ
せた状態で電力部用の半導体パッケージを作らずに、前述した第１実施例と同一の方法で
モールディング工程において放熱板を付着させて電力部用の半導体パッケージを作る。残
りの諸工程は前述した最初の場合と同一なために重複を避けて説明を省略する。
【００３９】
【発明の効果】
本発明によれば、インテリジェントパワーモジュールパッケージの電力部とコントロール
部とを別設してこれをスタックする方式で一つの半導体パッケージを作ることにより、
第一に、インテリジェントパワーモジュールパッケージにおいてポリイミドまたはエポキ
シからなった絶縁層の厚さを容易に調整することによりインテリジェントパワーモジュー
ルパッケージの熱特性を効果的に改善できる、
【００４０】
第二に、半導体パッケージスタック型のインテリジェントパワーモジュールパッケージの
場合には互いに一体型に統合される前にあらかじめ電気的な特性検査を通じて不良製品を
選別して除去できるので全体的な収率を向上させることがる、
【００４１】
第三に、インテリジェントパワーモジュールパッケージのリードフレームとして平面一体
型を使用せずに、電力部とコントロール部とが互いにスタックされる形を使用することに
より全体的なインテリジェントパワーモジュールパッケージを小さくできる。従って相対
的に小さくなった分だけ原資材の使用量を節減して製造費用を節約し、大きいパッケージ
で発生しやすいパッケージ反りのような工程不良の発生を抑制することにより製品の信頼
性を向上させることができる、
という効果が生じる。
【００４２】
本発明は前記の実施例に限定されず、本発明が属する技術的思想内で当分野の通常の知識
を持った者により多くの変形が可能であることは明白である。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術によるインテリジェントパワーモジュールパッケージを説明するために
図示した断面図である。
【図２】本発明の第１実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッケージの構造
を説明するために図示した断面図である。
【図３】本発明の第１実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッケージの製造
方法を説明するために示した断面図である。
【図４】本発明の第２実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッケージの構造
を説明するために図示した断面図である。
【図５】本発明の第２実施例によるインテリジェントパワーモジュールパッケージの製造
方法を説明するために示した断面図である。
【符号の説明】
１００　　電力部用のリードフレーム
１０１　　電力素子用チップ
１０４、１１４　　ワイヤ
１０５、１１５　　内部リード
１０６、１１６　　外部リード
１０７　　放熱板
１０８　　絶縁層
１１０　　コントロール部用のリードフレーム
１１１　　コントロール素子用のチップ
１２０　　封止材
１３０　　ソルダ層
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