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(57)【要約】
【課題】絶縁耐圧に必要な空間距離を満足し、大電流を
流すことが可能で且つ小型の半導体装置を実現できるよ
うにする。
【解決手段】半導体装置は、半導体素子１０２とリード
フレーム１０１とを備えている。リードフレーム１０１
は、互いに並行に配置された第１のリード１２１、第２
のリード１２２、第３のリード１２３、第４のリード１
２４及び第５のリード１２５とを有する。第１のリード
と第２のリードとは互いに隣接して配置され、第１のリ
ード群１２７を構成し、第３のリードと前記第４のリー
ドとは互いに隣接して配置され、第２のリード群１２８
を構成している。第１のリード群と第５のリードとの間
隔、第２のリード群と第５のリードとの間隔及び第１の
リード群と第２のリード群との間隔は、いずれも第１の
リードと第２のリードとの間隔及び第３のリードと第４
のリードとの間隔よりも大きい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子形成面に形成された第１の端子、第２の端子、第３の端子及び第４の端子並びに前
記端子形成面と反対側の面に形成された裏面端子を有する半導体素子と、
　前記半導体素子を素子搭載面に搭載したダイパッド並びに互いに並行に配置された第１
のリード、第２のリード、第３のリード、第４のリード及び第５のリードを有するリード
フレームとを備え、
　前記第１のリードは前記第１の端子と接続され、
　前記第２のリードは前記第２の端子と接続され、
　前記第３のリードは前記第３の端子と接続され、
　前記第４のリードは前記第４の端子と接続され、
　前記第５のリードは前記ダイパッドを介して前記裏面端子と接続され、
　前記第１のリードと前記第２のリードとは互いに隣接して配置され、第１のリード群を
構成し、
　前記第３のリードと前記第４のリードとは互いに隣接して配置され、第２のリード群を
構成し、
　前記第１のリード群と前記第５のリードとの間隔、前記第２のリード群と前記第５のリ
ードとの間隔及び前記第１のリード群と前記第２のリード群との間隔は、いずれも前記第
１のリードと前記第２のリードとの間隔及び前記第３のリードと前記第４のリードとの間
隔よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体素子を覆う絶縁封止部をさらに備え、
　前記リードフレームは、前記第１のリード、第２のリード、第３のリード及び第４のリ
ードにおける前記ダイパッド側の端部にそれぞれ設けられた第１のリード端子、第２のリ
ード端子、第３のリード端子及び第４のリード端子と、前記第５のリードと前記ダイパッ
ドとを接続するリード接続部とを有し、
　前記第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４のリード端子並
びに前記リード接続部は、前記絶縁封止部に覆われ、
　前記第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４のリード端子の
うちの前記リード接続部に最も近いリード端子と前記リード接続部との間隔ｂ及び前記第
１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４のリード端子のうちの前
記ダイパッドと最も近いリード端子と前記ダイパッドとの間隔ｇと、前記第１のリード、
第２のリード、第３のリード及び第４のリードのうちの前記第５のリードと最も近いリー
ドと前記第５のリードとの間隔Ｂとは以下の式（１）の関係を満たすことを特徴とする請
求項１に記載の半導体装置。
　ｂ≧Ｂ／（Ｓ２／Ｓ１）　且つ　ｇ≧Ｂ／（Ｓ２／Ｓ１）　・・・　（１）
　但し、Ｓ１は空気の絶縁耐圧であり、Ｓ２は前記絶縁封止部の絶縁耐圧である。
【請求項３】
　前記間隔ｂは、前記第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４
のリード端子の厚さの１０分の７以上であ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】
　前記間隔ｇは、前記第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４
のリード端子の厚さの１０分の７以上であることを特徴とする請求項２又は３に記載の半
導体装置。
【請求項５】
　前記第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４のリード端子と
前記ダイパッドとの前記素子搭載面に対して垂直な方向の間隔は、前記第１のリード端子
、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４のリード端子と前記ダイパッドとの前記
素子搭載面に対して水平な方向の間隔よりも大きいことを特徴とする請求項２～４のいず
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れか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第２のリード群は、前記第１のリード群を挟んで前記第５のリードと反対側に配置
され、
　前記第１のリード端子及び第２のリード端子と、前記第３のリード端子及び第４のリー
ド端子との間隔のうち最も狭い間隔ｃと前記第１のリード群と前記第２のリード群との間
隔Ｃとは、以下の式（２）の関係を満たすことを特徴とする請求項２～５のいずれか１項
に記載の半導体装置。
　ｃ≧Ｃ／（Ｓ２／Ｓ１）　・・・　（２）
　但し、Ｓ１は空気の絶縁耐圧であり、Ｓ２は前記絶縁封止部の絶縁耐圧である。
【請求項７】
　前記半導体素子は、互いに対向する第１の辺及び第２の辺を有する平面方形状であり、
　前記第１の端子及び第２の端子は、前記第１の辺に沿って形成され、前記第３の端子及
び第４の端子は前記第２の辺に沿って形成されていることを特徴とする請求項１～６のい
ずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記半導体素子は、互いに対向する第１の辺及び第２の辺を有する平面方形状であり、
　前記第１の端子は前記第１の辺に沿って形成され、前記第３の端子は前記第２の辺に沿
って形成され、
　前記第２の端子及び第４の端子は、前記第１の端子と前記第３の端子との間に互いに間
隔をおいて形成され、
　前記第２の端子と前記第４の端子との間隔は、前記第２の端子と前記第２のリード端子
とを接続するワイヤ及び前記第４の端子と前記第４のリード端子とを接続するワイヤの直
径の２倍以上であり、
　前記第２の端子及び第４の端子は、前記第２の端子と前記第２のリード端子との距離及
び第４の端子と前記第４のリード端子との距離が前記ワイヤの直径の１４倍以上となる位
置に配置されていることを特徴とする請求項２～６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１のリード群及び第２のリード群は、前記第５のリードを挟んで互いに反対側に
配置され、
　前記半導体素子は、前記第１の辺及び第２の辺が延びる方向が、前記第１のリードから
前記第５のリードが延びる方向と並行となるように前記ダイパッドに搭載され、
　前記第１の辺は前記第１のリード群の側に配置され、
　前記第２の辺は前記第２のリード群の側に配置されていることを特徴とする請求項７又
は８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第２のリードは、前記第１のリードよりも前記第５のリード側に配置され、
　前記第４のリードは、前記第３のリードよりも前記第５のリード側に配置されているこ
とを特徴とする請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１の端子と前記第１のリードとを接続するワイヤの長さと、前記第３の端子と前
記第３のリードとを接続するワイヤの長さとは等しく、
　前記第２の端子と前記第２のリードとを接続するワイヤの長さと、前記第４の端子と前
記第４のリードとを接続するワイヤの長さとは等しいことを特徴とする請求項７～１０の
いずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記半導体素子は、双方向スイッチであり、
　前記第１の端子は、前記双方向スイッチの第１の電力端子であり、
　前記第２の端子は、前記双方向スイッチの第１の制御端子であり、
　前記第３の端子は、前記双方向スイッチの第２の電力端子であり、
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　前記第４の端子は、前記双方向スイッチの第２の制御端子であ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１３】
　前記双方向スイッチは、前記第１の電界効果トランジスタ及び第２の電界効果トランジ
スタは、基板の上に形成された第１の半導体層及び前記第１の半導体層よりもバンドギャ
ップが大きい第２の半導体層と、前記第２の半導体層の上に形成された第１のソース電極
、第１のゲート電極及び第１のドレイン電極並びに第２のソース電極、第２のゲート電極
及び第２のドレイン電極とを有し、
　前記第１のソース電極及び第２のソース電極は、前記裏面端子と接続され、
　前記第１のドレイン電極は、前記第１の電力端子と接続され、
　前記第１のゲート電極は、前記第１の制御端子と接続され、
　前記第２のドレイン電極は、前記第２の電力端子と接続され、
　前記第２のゲート電極は、前記第２の制御端子と接続されていることを特徴とする請求
項１２に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記半導体素子と、前記第１のリード、第２のリード、第３のリード及び第４のリード
の一部とを覆う絶縁封止部をさらに備え、
　前記ダイパッドの前記素子搭載面と反対側の面の少なくとも一部は、前記絶縁封止部に
覆われていないことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記ダイパッドは、放熱板として機能することを特徴とする請求項１４に記載の半導体
装置。
【請求項１６】
　前記半導体素子は、はんだ材を介して前記ダイパッドに固定されていることを特徴とす
る請求項１５に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記半導体素子と、前記第１のリード、第２のリード、第３のリード及び第４のリード
の一部とを覆う絶縁封止部をさらに備え、
　前記ダイパッドは、前記半導体素子を搭載した領域を囲む溝部を有していることを特徴
とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記半導体素子と、前記第１のリード、第２のリード、第３のリード及び第４のリード
の一部とを覆う絶縁封止部をさらに備え、
　前記ダイパッドは、前記素子搭載面に形成された溝部を有し、
　前記溝部は、前記ダイパッドにおける前記絶縁封止部に覆われている領域に、前記絶縁
封止部に覆われている領域と覆われていない領域との境界線と並行に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。
【請求項１９】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の半導体装置を製造するためのリードフレームで
あって、
　前記第１のリード、第２のリード、第３のリード、第４のリード及び第５のリードを接
続するタイバーを有していることを特徴とするリードフレーム。
【請求項２０】
　前記タイバーは、前記第５のリードと接続された位置と、第２のリード及び第４のリー
ドと接続された位置とがずれていることを特徴とする請求項１９に記載のリードフレーム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びリードフレームに関し、特に双方向スイッチングが可能な半
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導体装置及びそのリードフレームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化物半導体等からなる電力用の半導体素子をパッケージに実装する場合には、図１１
に示すような構成とすることが知られている（例えば、特許文献１）。図１１に示すよう
に、半導体装置３００はリードフレームを備えている。リードフレームは、ヘッダー３０
３と一体であるダイパッド３０４を有している。また、半導体装置３００の同じ縁から、
保護ケース３０５の周辺を越えて延びるリード端子３１０、リード端子３１１、リード端
子３１２、リード端子３１３及びリード端子３１４を有している。リード端子３１２はダ
イパッド３０４と一体となっている。保護ケース３０５は、リードフレームの上面及び底
面の部分を覆っている。
【０００３】
　半導体装置３００は、ダイパッド３０４に搭載された半導体素子３０１を備えている。
半導体素子３０１は、第１の電力端子３２５、第２の電力端子３２６、第１の制御端子３
２２及び第２の制御端子３２４を有する窒化物半導体からなる双方向スイッチングデバイ
スであり、細長い平面形状を有している。第１の電力端子３２５は、リード端子３１０と
一体となったボンディングパッド３１０ａと複数のワイヤ２２０により接続されている。
第２の電力端子３２６は、リード端子３１４と一体となったボンディングパッド３１４ａ
と複数のワイヤ２２２により接続されている。第１の制御端子３２２はワイヤ２２４によ
りリード端子３１１と一体となったボンディングパッド３１１ａと接続されている。第２
の制御端子３２４はワイヤ２２６によりリード端子３１３と一体となったボンディングパ
ッド３１３ａと接続されている。
【０００４】
　ボンディングパッド３１０ａ及びボンディングパッド３１４ａは、半導体素子３０１の
第１の電力端子３２５及び第２の電力端子３２６と平行に延びる。このため、複数のワイ
ヤ２２０は互いにほぼ平行で且つほぼ同じ長さとすることができる。複数のワイヤ２２２
についても同様である。
【０００５】
　複数のワイヤ２２０及びワイヤ２２２は、それぞれ長さがほぼ同じであるため、それぞ
れのワイヤの抵抗がほぼ同じとなり、均等に電流を流すことが可能となる。また、ボンデ
ィングパッド３１０ａ及びボンディングパッド３１４ａを、第１の電力端子３２５及び第
２の電力端子３２６に沿って細長く配置することにより、ワイヤ２２０及びワイヤ２２２
の長さを短くすることができる。これにより、パッケージ組立要素の電気抵抗及びインダ
クタンスを低減できる。また、コストも削減できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００８－５４１４３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記従来の半導体装置は、複数のワイヤを用いる必要がある。特に、大
電流を必要とする場合には、溶断電流に耐えることができるようにワイヤの本数を多くす
る必要がある。このため、ワイヤを接続するボンディングパッドを大きくする必要があり
、半導体装置を小さくすることが困難である。
【０００８】
　半導体装置の絶縁耐圧は各リード端子の位置関係によって決まる。従来の半導体装置に
おいては、リード端子同士の間隔に制限があるため、絶縁耐圧を向上させることが困難で
ある。
【０００９】
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　本発明は、前記の問題を解決し、絶縁耐圧に必要な空間距離を満足し、大電流を流すこ
とが可能で且つ小型の半導体装置を実現できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記の目的を達成するため、本発明は半導体装置を、リード端子の位置関係が絶縁耐圧
に必要な構成を満たすようにする。
【００１１】
　具体的に、本発明に係る半導体装置は、端子形成面に形成された第１の端子、第２の端
子、第３の端子及び第４の端子並びに端子形成面と反対側の面に形成された裏面端子を有
する半導体素子と、半導体素子を素子搭載面に搭載したダイパッド並びに互いに並行に配
置された第１のリード、第２のリード、第３のリード、第４のリード及び第５のリードを
有するリードフレームとを備え、第１のリードは第１の端子と接続され、第２のリードは
第２の端子と接続され、第３のリードは第３の端子と接続され、第４のリードは第４の端
子と接続され、第５のリードはダイパッドを介して裏面端子と接続され、第１のリードと
第２のリードとは互いに隣接して配置され、第１のリード群を構成し、第３のリードと第
４のリードとは互いに隣接して配置され、第２のリード群を構成し、第１のリード群と第
５のリードとの間隔、第２のリード群と第５のリードとの間隔及び第１のリード群と第２
のリード群との間隔は、いずれも第１のリードと第２のリードとの間隔及び第３のリード
と第４のリードとの間隔よりも大きい。
【００１２】
　本発明の半導体装置は、第１のリード群と第５のリードとの間隔、第２のリード群と第
５のリードとの間隔及び第１のリード群と第２のリード群との間隔は、いずれも第１のリ
ードと第２のリードとの間隔及び第３のリードと第４のリードとの間隔よりも大きい。こ
のため、第５のリードと第１のリード群及び第２のリード群との間の空間最短距離を大き
くすることができる。従って、小型で且つ絶縁耐圧が高い半導体装置を実現することが可
能となる。
【００１３】
　本発明の半導体装置は、半導体素子を覆う絶縁封止部をさらに備え、リードフレームは
、第１のリード、第２のリード、第３のリード及び第４のリードにおけるダイパッド側の
端部にそれぞれ設けられた第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び
第４のリード端子と、第５のリードとダイパッドとを接続するリード接続部とを有し、第
１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４のリード端子並びにリー
ド接続部は、絶縁封止部に覆われ、第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード
端子及び第４のリード端子のうちのリード接続部に最も近いリード端子とリード接続部と
の間隔ｂ及び第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４のリード
端子のうちのダイパッドと最も近いリード端子とダイパッドとの間隔ｇと、第１のリード
、第２のリード、第３のリード及び第４のリードのうちの第５のリードと最も近いリード
と第５のリードとの間隔Ｂとは以下の式（１）の関係を満たしていればよい。
ｂ≧Ｂ／（Ｓ２／Ｓ１）且つｇ≧Ｂ／（Ｓ２／Ｓ１）・・・（１）
但し、Ｓ１は空気の絶縁耐圧であり、Ｓ２は絶縁封止部の絶縁耐圧である。
【００１４】
　この場合において、間隔ｂは、第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端
子及び第４のリード端子の厚さの１０分の７以上としてもよい。また、間隔ｇも、第１の
リード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４のリード端子の厚さの１０分
の７以上としてもよい。
【００１５】
　本発明の半導体装置において、第１のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端
子及び第４のリード端子とダイパッドとの素子搭載面に対して垂直な方向の間隔は、第１
のリード端子、第２のリード端子、第３のリード端子及び第４のリード端子とダイパッド
との素子搭載面に対して水平な方向の間隔よりも大きい構成としてもよい。
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【００１６】
　本発明の半導体装置において、第２のリード群は、第１のリード群を挟んで第５のリー
ドと反対側に配置され、第１のリード端子及び第２のリード端子と、第３のリード端子及
び第４のリード端子との間隔のうち最も狭い間隔ｃと第１のリード群と第２のリード群と
の間隔Ｃとは、以下の式（２）の関係を満たしていればよい。
ｃ≧Ｃ／（Ｓ２／Ｓ１）・・・（２）
但し、Ｓ１は空気の絶縁耐圧であり、Ｓ２は絶縁封止部の絶縁耐圧である。
【００１７】
　本発明の半導体装置において、半導体素子は、互いに対向する第１の辺及び第２の辺を
有する平面方形状であり、第１の端子及び第２の端子は、第１の辺に沿って形成され、第
３の端子及び第４の端子は第２の辺に沿って形成されていてもよい。
【００１８】
　また、半導体素子は、互いに対向する第１の辺及び第２の辺を有する平面方形状であり
、第１の端子は第１の辺に沿って形成され、第３の端子は第２の辺に沿って形成され、第
２の端子及び第４の端子は、第１の端子と第３の端子との間に互いに間隔をおいて形成さ
れ、第２の端子と第４の端子との間隔は、第２の端子と第２のリード端子とを接続するワ
イヤ及び第４の端子と前記第４のリード端子とを接続するワイヤの直径の２倍以上であり
、第２の端子及び第４の端子は、第２の端子と前２のリード端子との距離及び第４の端子
と第４のリード端子との距離がワイヤの直径の１４倍以上となる位置に配置されていても
よい。
【００１９】
　本発明の半導体装置において、第１のリード群及び第２のリード群は、第５のリードを
挟んで互いに反対側に配置され、半導体素子は、第１の辺及び第２の辺が延びる方向が、
第１のリードから第５のリードが延びる方向と並行となるようにダイパッドに搭載され、
第１の辺は第１のリード群の側に配置され、第２の辺は第２のリード群の側に配置されて
いてもよい。
【００２０】
　本発明の半導体装置において、第２のリードは、第１のリードよりも第５のリード側に
配置され、第４のリードは、第３のリードよりも第５のリード側に配置されていてもよい
。
【００２１】
　本発明の半導体装置において、第１の端子と第１のリードとを接続するワイヤの長さと
、第３の端子と第３のリードとを接続するワイヤの長さとは等しく、第２の端子と第２の
リードとを接続するワイヤの長さと、第４の端子と第４のリードとを接続するワイヤの長
さとは等しくてもよい。
【００２２】
　本発明の半導体装置において、半導体素子は、双方向スイッチであり、第１の端子は、
双方向スイッチの第１の電力端子であり、第２の端子は、双方向スイッチの第１の制御端
子であり、第３の端子は、双方向スイッチの第２の電力端子であり、第４の端子は、双方
向スイッチの第２の制御端子であってもよい。
【００２３】
　本発明の半導体装置において、双方向スイッチは、第１の電界効果トランジスタ及び第
２の電界効果トランジスタは、基板の上に形成された第１の半導体層及び第１の半導体層
よりもバンドギャップが大きい第２の半導体層と、第２の半導体層の上に形成された第１
のソース電極、第１のゲート電極及び第１のドレイン電極並びに第２のソース電極、第２
のゲート電極及び第２のドレイン電極とを有し、第１のソース電極及び第２のソース電極
は、裏面端子と接続され、第１のドレイン電極は、第１の電力端子と接続され、第１のゲ
ート電極は、第１の制御端子と接続され、第２のドレイン電極は、第２の電力端子と接続
され、第２のゲート電極は、第２の制御端子と接続されていてもよい。
【００２４】
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　本発明の半導体装置は、半導体素子と、第１のリード、第２のリード、第３のリード及
び第４のリードの一部とを覆う絶縁封止部をさらに備え、ダイパッドの素子搭載面と反対
側の面の少なくとも一部は、絶縁封止部に覆われていない構成としてもよい。
【００２５】
　本発明の半導体装置において、ダイパッドは、放熱板として機能することが好ましい。
【００２６】
　本発明の半導体装置において、半導体素子は、はんだ材を介してダイパッドに固定され
ていてもよい。
【００２７】
　本発明の半導体装置は、半導体素子と、第１のリード、第２のリード、第３のリード及
び第４のリードの一部とを覆う絶縁封止部をさらに備え、ダイパッドは、半導体素子を搭
載した領域を囲む溝部を有していてもよい。
【００２８】
　本発明の半導体装置は、半導体素子と、第１のリード、第２のリード、第３のリード及
び第４のリードの一部とを覆う絶縁封止部をさらに備え、ダイパッドは、素子搭載面に形
成された溝部を有し、溝部は、ダイパッドにおける絶縁封止部に覆われている領域に、絶
縁封止部に覆われている領域と覆われていない領域との境界線と並行に形成されていても
よい。
【００２９】
　本発明に係るリードフレームは、本発明に係る半導体装置を製造するためのリードフレ
ームを対象とし、第１のリード、第２のリード、第３のリード、第４のリード及び第５の
リードを接続するタイバーを有している。
【００３０】
　本発明のリードフレームにおいて、タイバーは、第５のリードと接続された位置と、第
２のリード及び第４のリードと接続された位置とがずれていてもよい。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明に係る半導体装置及びリードフレームによれば、絶縁耐圧に必要な空間距離を満
足し、大電流を流すことが可能で且つ小型の半導体装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】一実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図２】半導体素子の構成を示す断面図である。
【図３】半導体素子の構成を示す平面図である。
【図４】リード端子部分を拡大して示す断面図である。
【図５】リード端子部分を拡大して示す断面図である。
【図６】リードの配置の変形例を示す平面図である。
【図７】半導体素子の構成の変形例を示す平面図である。
【図８】リード端子とワイヤとの接続例を示す平面図である。
【図９】一実施形態に係る半導体装置に用いるリードフレームを示す平面図である。
【図１０】一実施形態に係る半導体装置に用いるリードフレームの変形例を示す平面図で
ある。
【図１１】従来の半導体装置を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１は一実施形態に係る半導体装置の平面構成を示している。図１に示すように、リー
ドフレーム１０１に半導体素子１０２が搭載され、樹脂からなる絶縁封止部１０７により
封止されている。なお、図１において絶縁封止部１０７は位置だけを示している。
【００３４】
　半導体素子１０２は、例えば電力用のスイッチング素子等である。具体的な例をあげる
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と、図２に示すように基板の上に一体に形成された窒化物半導体からなる２つの電界効果
トランジスタ（ＦＥＴ）である。基板５０１の上に、チャネル層である第１の窒化物半導
体層５０２と電子供給層である第２の窒化物半導体層５０３とが順次形成されている。第
１の窒化物半導体層５０２は例えば窒化ガリウム（ＧａＮ）とすればよく、第２の窒化物
半導体層５０３は例えば、ＧａＮよりもバンドギャップが大きいアルミニウム窒化ガリウ
ム（ＡｌＧａＮ）とすればよい。第２の窒化物半導体層５０３の上には、第１のドレイン
電極５１１、第１のゲート電極５１２及び第１のソース電極５１３と、第２のドレイン電
極５２１、第２のゲート電極５２２及び第２のソース電極５２３とが形成されている。第
１のソース電極５１３と第２のソース電極５２３とは共通に形成されている。なお、第１
のソース電極５１３及び第２のソース電極５２３が形成されていない構成であってもよい
。
【００３５】
　図３に示すように、半導体素子１０２の端子形成面には、第１のドレイン電極と接続さ
れた第１の端子１５１と第１のゲート電極と接続された第２の端子１５２と、第２のドレ
イン電極と接続された第３の端子１５３と、第２のゲート電極と接続された第４の端子１
５４とが形成されている。半導体素子の端子形成面と反対側の面（裏面）には裏面端子５
０５が設けられ、裏面端子５０５は、第１のソース電極及び第２のソース電極と接続され
ている。スイッチ制御部を設けて、第２の端子１５２及び第４の端子１５４に裏面端子５
０５の電位を基準としてバイアス電圧を印加すれば、第１の端子１５１と第３の端子１５
３との間に流れる電流を双方向にスイッチングすることができる。従って、第１の端子１
５１及び第３の端子１５３は双方向スイッチの電力端子であり、第２の端子１５２及び第
４の端子１５４は双方向スイッチの制御端子である。
【００３６】
　第１の端子１５１と第２の端子１５２とは、半導体素子１０２の端子形成面の第１の辺
に沿って一列に形成されている。第３の端子１５３と第４の端子１５４とは、第１の辺と
相対する第２の辺に沿って一列に形成されている。つまり、第１の端子１５１及び第２の
端子１５２と、第３の端子１５３及び第４の端子１５４とは、半導体素子の端子形成面の
中心線を挟んで左右対称となるように、端子形成面の両端部に形成されている。第１の端
子１５１及び第３の端子１５３のサイズは、接続するワイヤの太さ及び本数等により決定
すればよい。本実施形態においては、約０．６ｍｍ×１．０ｍｍとした。
【００３７】
　リードフレーム１０１は、素子搭載面に半導体素子１０２を搭載したダイパッド１１１
と、第１のリード１２１、第２のリード１２２、第３のリード１２３、第４のリード１２
４及び第５のリード１２５を有している。ダイパッド１１１は、放熱板１１２と一体とな
った厚さが約１．４ｍｍの銅又はタングステン等の放熱しやすい金属からなり、厚さが約
２μｍの半光沢ニッケルめっきが施されている。本実施形態においてはダイパッド１１１
は、半導体素子１０２の搭載領域を囲むように形成された、深さが約０．１ｍｍの溝部１
１１ａを有している。溝部１１１ａを形成することにより絶縁封止部１０７とダイパッド
１１１との接触面積が大きくなる。これにより、絶縁封止部１０７とダイパッド１１１と
の密着性が向上し、絶縁封止部１０７の剥離が生じにくくなるという効果が得られる。溝
部１１１ａは、半導体素子１０２の搭載領域を囲んでいる必要はなく、絶縁封止部１０７
に覆われた領域において、絶縁封止部１０７に覆われた領域と覆われていない領域との境
界線と並行に形成するようにしてもよい。また、溝部を並行に複数形成してもよい。但し
、溝部１１１ａはなくてもよい。ダイパッド１１１は、半導体素子１０２の裏面端子５０
５と錫合金はんだ材等により接続されている。
【００３８】
　第１のリード１２１～第５のリード１２５は、それぞれ幅が約０．７ｍｍで厚さが約０
．６ｍｍの銅合金からなり、鉛を用いていないはんだにより覆われている。第１のリード
１２１のダイパッド１１１側の端部にはボンディングパッドである第１のリード端子１３
１が形成されており、第１のリード端子１３１は第１の端子１５１と第１のワイヤ１４１
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により接続されている。第２のリード１２２のダイパッド１１１側の端部には第２のリー
ド端子１３２が形成されており、第２のリード端子１３２は第２の端子１５２と第２のワ
イヤ１４２により接続されている。第３のリード１２３のダイパッド１１１側の端部には
第３のリード端子１３３が形成されており、第３のリード端子１３３は第３の端子１５３
と第３のワイヤ１４３により接続されている。第４のリード１２４のダイパッド１１１側
の端部には第４のリード端子１３４が形成されており、第４のリード端子１３４は第４の
端子１５４と第４のワイヤ１４４により接続されている。第５のリード１２５は、リード
接続部１３７を介してダイパッド１１１と一体に形成され、ダイパッド１１１を介して半
導体素子１０２の裏面端子５０５と接続されている。
【００３９】
　半導体装置の絶縁耐圧は、リード同士の距離及びリード端子同士の距離によって決まる
。従って、第１のリード１２１～第５のリード１２５及び第１のリード端子１３１～第４
のリード端子１３４の位置関係及びサイズは重要である。図１では、第１のリード１２１
及び第２のリード１２２からなる第１のリード群１２７は、第３のリード１２３及び第４
のリード１２４からなる第２のリード群１２８と、第５のリード１２５を挟んで左右対称
に配置されている。第１のリード群１２７と第５のリード１２５との間隔Ｂ１及び第２の
リード群１２８と第５のリード１２５との間隔Ｂ２とは、第１のリード１２１と第２のリ
ード１２２との間隔Ａ１及び第３のリード１２３と第４のリード１２４との間隔Ａ２より
も大きい。なお、図１においては、間隔Ｂ１と間隔Ｂ２とは等しく、間隔Ａ１と間隔Ａ２
とは等しい。また、間隔Ｂ１は、第１のリード１２１及び第２のリード１２２のうちの第
５のリード１２５に近い側のリードと第５のリード１２５との間隔であり、間隔Ｂ２は、
第３のリード１２３及び第４のリード１２４のうちの第５のリード１２５に近い側のリー
ドと第５のリード１２５との間隔である。
【００４０】
　具体的には、第１のリード１２１と第２のリード１２２との間隔及び第３のリード１２
３と第４のリード１２４との間隔を１．２７ｍｍピッチとし、第１のリード群１２７と第
５のリード１２５との間隔及び第２のリード群１２８と第５のリードとの間隔を２．５４
ｍｍピッチとすればよい。例えば、第２のリード１２２が第１のリード１２１よりも第５
のリード１２５側に配置され、第４のリード１２４が第３のリード１２３よりも第５のリ
ード１２５側に配置されている場合には、第５のリードと第２のリード１２２及び第４の
リード１２４との間隔を２．５４ｍｍピッチとする。また、第５のリードと第１のリード
１２１及び第３のリード１２３との間隔を３．８１ｍｍピッチとする。このようにすれば
、第２のリード１２２及び第４のリード１２４と第５のリード１２５との空間最短距離を
１．７ｍｍ程度とすることができ、第１のリード１２１及び第３のリード１２３と第５の
リード１２５との空間最短距離を２．９７ｍｍ程度とすることができる。
【００４１】
　第１のリード端子１３１、第２のリード端子１３２、第３のリード端子１３３及び第４
のリード端子１３４のそれぞれとダイパッド１１１との間隔ｇもできるだけ大きく確保す
ることが好ましい。第１のリード端子１３１～第４のリード端子１３４とダイパッド１１
１との素子搭載面に対して平行な方向（水平方向）の間隔を大きくしようとすると、半導
体装置が大きくなってしまう。このため、図４に示すように、リードとダイパッド１１１
とを異なる平面に配置し、第１のリード端子１３１とダイパッド１１１との素子搭載面に
対して垂直方向の間隔ｈ１を、第１のリード端子１３１とダイパッド１１１との素子搭載
面に対して水平方向の間隔ｄ１よりも大きくする方が好ましい。この場合、第１のリード
端子１３１とダイパッド１１１との間隔ｇ１は、ｇ１＝√（ｈ１2＋ｄ１2）となる。第２
のリード端子１３２～第４のリード端子１３４についても同様である。第１のリード端子
１３１とダイパッド１１１との水平方向の間隔ｄ１は、０よりも大きい方が好ましい。第
２のリード端子１３２～第４のリード端子１３４についても同様である。このようにすれ
ば、ワイヤボンディングを行う際の治具をリード端子の下に設置することが容易となる。
間隔ｄ１は、ほぼ０にすることも可能であるが、リードフレームを形成する工程上、ｄ１
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が０以下となりリード端子とダイパッドとの水平方向の位置が重なった状態とすることは
困難である。
【００４２】
　リード端子とダイパッド１１１との間隔だけでなく、ダイパッド１１１と接続された第
５のリード１２５とリード端子との間隔も重要である。リードとダイパッド１１１とを異
なる平面に配置する場合には、図５に示すように、第５のリード１２５をリード接続部１
３７を介してダイパッド１１１と接続する。図１に示す配置の場合、耐圧の観点からリー
ド接続部１３７と第２のリード端子１３２との間隔ｂ１及びリード接続部１３７と第３の
リード端子１３３との間隔ｂ２をできるだけ大きく確保することが好ましい。
【００４３】
　半導体装置の総合的な耐圧は、リードの間隔、リード端子とダイパッドとの間隔、リー
ド端子とリード接続部との間隔によって決まる。リード端子の部分は封止樹脂に覆われて
いるため、空気中に露出しているリード部分よりも耐圧を確保することが容易である。こ
のため、各間隔を以下のように設定すればよい。
【００４４】
　第１のリード端子１３１～第４のリード端子１３４とダイパッドとの間隔ｇがリード接
続部１３７と最も近いリード端子とリード接続部１３７との間隔ｂよりも大きい場合には
、以下の式（１）を満たすようにすればよい。
ｂ≧Ｂ／（Ｓ２／Ｓ１）　・・・　（１）
但し、Ｂは第５のリード１２５と最も近いリードと第５のリードとの間隔であり、Ｓ１は
空気の絶縁耐圧であり、Ｓ２は絶縁封止部の絶縁耐圧である。図１においては、間隔ｂは
第２のリード端子１３２とリード接続部１３７との間隔ｂ１であり、間隔Ｂは第２のリー
ド１２２と第５のリード１２５との間隔Ｂ１である。
【００４５】
　また、第１のリード端子１３１～第４のリード端子１３４とダイパッドとの間隔ｇがリ
ード接続部１３７と最も近いリード端子とリード接続部１３７との間隔ｂよりも小さい場
合には、以下の式（２）を満たすようにすればよい。
ｇ≧Ｂ／（Ｓ２／Ｓ１）　・・・　（２）
第１のリード端子１３１、第２のリード端子１３２、第３のリード端子及び第４のリード
端子とダイパッド１１１との間隔は通常は互いに等しくなる。しかし、特殊な設計等によ
り、いずれかのリード端子とダイパッド１１１との間隔を狭くする場合には、最も間隔が
狭いリード端子とダイパッド１１１との間隔が式（２）を満たすようにすればよい。
【００４６】
　つまり、第１のリード端子１３１～第４のリード端子１３４とダイパッド１１１との間
隔ｇ及びリード接続部１３７と最も近いリード端子とリード接続部１３７との間隔ｂの両
方がＢ／（Ｓ２／Ｓ１）よりも大きくなるようにすればよい。なお、第１のリード端子１
３１～第４のリード端子１３４とダイパッド１１１との間隔において、素子搭載面に対し
て垂直方向の間隔ｈが、素子搭載面に対して水平方向の間隔ｄよりも大きい場合だけでな
く、垂直方向の間隔ｈが水平方向の間隔ｄよりも小さい場合も同様である。
【００４７】
　空気の絶縁耐圧Ｓ１は、湿度等によって変動するが一般的には１ｋＶ／ｍｍ程度である
。一方、絶縁封止部１０７に用いられるハロゲンフリー樹脂の絶縁耐圧Ｓ２は１０ｋＶ／
ｍｍ程度～２０ｋＶ／ｍｍ程度である。例えば、Ｓ２／Ｓ１が１５であり、間隔Ｂ１が１
．７ｍｍの場合には、間隔ｂ及び間隔ｇを少なくとも０．１２ｍｍ以上とすることが好ま
しい。但し、間隔ｂがあまりにも狭いと絶縁封止部１０７を形成する樹脂の充填が困難と
なる。このため、間隔ｂは、リード端子の厚さｔの１０分の７以上とすることが好ましい
。また、間隔ｇについて、リード端子の厚さｔの１０分の７以上としてもよく、間隔ｂと
間隔ｇの両方について、リード端子の厚さｔの１０分の７以上としてもよい。
【００４８】
　例えば、リード端子の厚さｔが０．６ｍｍの場合には、リード接続部１３７に隣接する
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リード端子と、リード接続部１３７との間隔及びリード端子とダイパッド１１１との間隔
を０．３ｍｍ以上とすることが好ましい。リード端子、リード接続部１３７及びダイパッ
ド１１１の配置をこのようにすることにより、約６．０ｋＶ以上の絶縁耐圧を容易に確保
することができる。
【００４９】
　図１は、第１のリード群１２７及び第２のリード群１２８が第５のリード１２５を挟ん
で左右対称に配置されている場合を示している。このように、左右対称に配置することに
より、半導体素子１０２とリード端子とを接続する配線の設計が容易となる。しかし、第
５のリード１２５は必ずしもパッケージの中央部に配置する必要はない。例えば、図６に
示すように、第５のリード１２５をパッケージの端部に配置し、第５のリード側から順に
第２のリード１２２、第１のリード１２１、第４のリード１２４及び第３のリード１２３
を配置してもよい。
【００５０】
　この場合にも、間隔ｂ及び間隔ｇが式（１）及び式（２）を満たすようにすればよい。
図６の場合、リード接続部１３７と最も近いリード端子とリード接続部１３７との間隔ｂ
は、リード接続部１３７と第２のリード１２２との間隔ｂ１であり、第５のリード１２５
と最も近いリードと第５のリードとの間隔Ｂは第５のリード１２５と第２のリード１２２
との間隔Ｂ１である。
【００５１】
　図６に示すように、第１のリード群１２７と第２のリード群１２８とを隣接して配置す
る場合には、第１のリード群１２７と第２のリード群１２８との間隔Ｃ及び対応するリー
ド端子同士の間隔ｃも重要となる。間隔Ｃは、第１のリード１２１と第２のリード１２２
との間隔及び第３のリード１２３と第４のリード１２４との間隔よりも大きくする。特に
、次の式（３）も満たすようにすることが好ましい。
ｃ≧Ｃ／（Ｓ２／Ｓ１）・・・（３）
なお、図６において、間隔Ｃは第１のリード１２１と第４のリード１２４との間隔であり
、間隔ｃは第１のリード端子１３１と第４のリード端子１３４との間隔である。しかし、
第１のリード１２１と第２のリード１２２との位置を入れ替えた場合には、間隔Ｃは第２
のリード１２２と第４のリード１２４との間隔となり、間隔ｃは第２のリード端子１３２
と第４のリード端子１３４との間隔となる。同様に、第３のリード１２３と第４のリード
１２４との位置を入れ替えた場合には、間隔Ｃは第１のリード１２１と第３のリード１２
３との間隔となり、間隔ｃは第１のリード端子１３１と第３のリード端子１３３との間隔
となる。また、第１のリード１２１と第２のリード１２２との位置及び第３のリード１２
３と第４のリード１２４との位置の両方を入れ替えてもよい。また、第２のリード群１２
８を第１のリード群１２７よりも第５のリード１２５側に配置してもよい。この場合にも
同様の関係が成り立つようにすればよい。
【００５２】
　第１のワイヤ１４１及び第３のワイヤ１４３の本数及び太さは、必要とする許容電流に
応じて適宜変更すればよい。例えば、直径が約３５０μｍの金属太線を２本用いてもよい
。第２のワイヤ１４２及び第４のワイヤ１４４の直径は、許容電流に応じて２５μｍ～２
００μｍ程度の範囲において適宜選択すればよい。第１のワイヤ１４１及び第３のワイヤ
１４３は、許容電流の関係からアルミ太線を使うことが一般的である。アルミ太線は剛性
を有しているため、アルミ太線を用いることによりワイヤの本数を低減することができる
だけでなく、樹脂封止による接続はずれに関しても有利となる。第２のワイヤ１４２及び
第４のワイヤ１４４は、第１のワイヤ１４１及び第３のワイヤ１４３と同じ材質とすれば
プロセスを統一できる。第２のワイヤ１４２及び第４のワイヤ１４４を金線とする場合に
は、リード及びリード端子の表面に厚さが約２μｍの銀めっきを施すことが好ましい。
【００５３】
　ワイヤボンディングを行うためには、ある程度の間隔が必要である。このため、第１の
ワイヤ１４１及び第３のワイヤ１４３の長さが約３．５ｍｍ以上となり、第２のワイヤ１
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４２及び第４のワイヤ１４４の長さが約２ｍｍ以上となるようにすることが好ましい。こ
のため、半導体素子１０２をダイパッド１１１に搭載する領域及び第１の端子１５１、第
２の端子１５２、第３の端子１５３及び第４の端子１５４の配置を調製することが好まし
い。半導体素子１０２をできるだけ大きく搭載し、且つ第１のワイヤ１４１～第４のワイ
ヤ１４４を安定して配線できる長さとするためには、第１のリード端子１３１～第４のリ
ード端子１３４はダイパッド１１１の半導体素子１０２が搭載される面の上方にかからな
い位置に配置することが好ましい。このようにすれば、ワイヤ接合のために必要な治具を
第１のリード端子１３１～第４のリード端子１３４の下に配置することが可能となるため
、安定した接合を実現できる。
【００５４】
　半導体素子１０２のサイズによるが、第１の端子１５１及び第２の端子１５２と、第３
の端子１５３及び第４の端子１５４とを半導体素子１０２の端子形成面の両端部にそれぞ
れ配置することが好ましい。一般的に、端子の幅は、接続するワイヤの直径の少なくとも
１．５倍～２倍とすることが好ましく、端子の長さは、接続するワイヤの直径の少なくと
も２．５倍～３倍とすることが好ましい。このため、第１のワイヤ１４１及び第３のワイ
ヤ１４３を直径が３５０μｍ程度のワイヤとする場合には、第１の端子及び第３の端子の
幅は少なくとも０．６ｍｍ程度とし、長さは少なくとも１．０ｍｍ程度とすればよい。
【００５５】
　第１の端子１５１及び第２の端子１５２は、半導体素子１０２の第１の辺に沿って縦一
列に配置し、第３の端子１５３及び第４の端子１５４は、第１の辺と対向する第２の辺に
沿って縦一列に配置することが好ましい。また、第２の端子１５２及び第４の端子１５４
は、それぞれ端子形成面における第２のリード端子１３２及び第４のリード端子１３４側
の角部に形成することが好ましい。各端子をこのような配置とすると、第１のワイヤ１４
１と第３のワイヤ１４３の長さをほぼ同じにすることができ、第２のワイヤ１４２と第４
のワイヤ１４４の長さをほぼ同じにすることができる。これにより、双方向スイッチング
を行う際の動作を安定させることができる。また、従来と比べて縦横の比が小さい半導体
素子とすることができ、製造プロセスを安定させるという効果も見込まれる。
【００５６】
　但し、第１の端子１５１と第２の端子１５２と及び第３の端子１５３と第４の端子１５
４とを縦一列に配置する必要はない。例えば、図７に示すように、第１の端子１５１を第
１の辺に沿って形成し、第３の端子１５３を第２の辺に沿って形成し、第２の端子１５２
及び第４の端子１５４は、第１の端子１５１と第３の端子１５３との間に互いに間隔をお
いて形成してもよい。このような配置とすることにより、第２の端子１５２及び第４の端
子１５４と第２のリード端子１３２及び第４のリード端子１３４との間隔を図２に示すよ
うな配置とした場合よりも大きくすることが容易となる。このため、第２の端子１５２と
第２のリード端子１３２とを接続する第２のワイヤ１４２及び第４の端子１５４と第４の
リード端子１３４とを接続する第４のワイヤ１４４に直径が１００μｍ以上の太いアルミ
線等を用いる場合に特に有用である。
【００５７】
　図７に示すような配置とする場合、第２の端子１５２と第４の端子１５４との間隔Ｐは
、第２のワイヤ１４２及び第４のワイヤ１４４の直径の２倍以上とすればよい。第２の端
子１５２及び第４の端子１５４とリード端子側の第３の辺との間隔は、どの様に設定して
もよい。しかし、第２の端子１５２と第２のリード端子１３２との間隔及び第４の端子１
５４と第４のリード端子１３４との間隔が、第２のワイヤ１４２及び第４のワイヤ１４４
の直径の１４倍以上となる位置に、第２の端子１５２及び第４の端子１５４を配置するこ
とが好ましい。但し、第２のワイヤ１４２及び第４のワイヤ１４４に直径２５μｍ～５０
μｍ程度の細い金線を用いる場合にも、２ｍｍ程度の間隔を確保することが好ましい。こ
のようにすれば、第２のワイヤ１４２及び第４のワイヤ１４４を配線しやすい長さとする
ことができる。
【００５８】
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　これら封止樹脂内の構造を有効活用し、双方向スイッチとして機能させるための各リー
ド端子の配置と半導体素子の端子の配置とを均等に且つ絶縁耐圧の必要なリード端子間隔
を満足するためには、ノード電圧となる半導体素子１０２の裏面と同電位である第５のリ
ード１２５をパッケージの中央に配置することが好ましい。また、他のリードは、第５の
リード１２５を中心として左右対称に絶縁距離を確保した配置とすればワイヤ接続を短く
且つ等間隔とすることができ、効率良く小型のパッケージとすることが可能となる。
【００５９】
　半導体素子１０２の端子だけでなく、対応するリード端子についても最適なサイズを確
保することが好ましい。一般的に、リード端子の幅は、ワイヤが１本の場合にはワイヤの
直径の２倍程とし、ワイヤが２本の場合にはワイヤの直径の３倍程度とする。このため、
図８に示すように、第１のワイヤ１４１及び第３のワイヤ１４３を２本の金属線とする場
合には、第１のリード端子１３１の幅Ｗ１及び第３のリード端子１３３の幅Ｗ３は、それ
ぞれ金属線の直径Ｘの３倍程度とすればよい。また、第２のワイヤ１４２及び第４のワイ
ヤ１４４を１本の金属線とする場合には、第２のリード端子１３２の幅Ｗ２及び第４のリ
ード端子の幅Ｗ４は、金属線の直径Ｙの２倍程度とすればよい。第２のワイヤ１４２及び
第４のワイヤ１４４は、第１のワイヤ１４１及び第３のワイヤ１４３よりも細い金属線を
用いることができるため、第２のリード端子１３２の幅Ｗ２及び第４のリード端子１３４
の幅Ｗ４を、第１のリード端子１３１の幅Ｗ１及び第３のリード端子１３３の幅Ｗ３より
も小さくすることができる。
【００６０】
　絶縁封止部１０７はエポキシ樹脂等の１０ｋＶ／ｍｍ程度～２０ｋＶ／ｍｍ程度の絶縁
耐圧を有する樹脂とすればよい。また、樹脂に限らず絶縁性の材料であればよい。絶縁封
止部１０７は、少なくとも半導体素子１０２と、ワイヤと、リード端子とを覆うようにす
ればよい。このため、ダイパッド１１１の両面を覆うようにしてもよく、ダイパッド１１
１の半導体素子１０２が搭載された面（表面）と反対側の面（裏面）を露出するようにし
てもよい。また、ダイパッド１１１の表面の一部が露出するようにしてもよい。ダイパッ
ド１１１の表面の一部を露出するようにする場合には、ダイパッド１１１の表面に溝部を
形成することが好ましい。溝部を形成することにより溝部と絶縁封止部との接合面積が増
え、ダイパッドと絶縁封止部との剥離を抑えることが可能となり、信頼性の高いパッケー
ジを構成することができる。
【００６１】
　次に半導体装置を形成する際に使用するリードフレームの構成を説明する。絶縁封止部
１０７を形成するまでは、図９に示すように第１のリード１２１、第２のリード１２２、
第３のリード１２３、第４のリード１２４及び第５のリード１２５が互いに接続されてい
る必要がある。リードフレーム１０１における絶縁封止部１０７に覆われる領域の境界か
ら第１のリード１２１～第５のリード１２５の先端方向に約０．７ｍｍ離れた位置にタイ
バー１８１が形成されている。タイバー１８１は、幅が約０．６ｍｍであり、第１のリー
ド１２１～第５のリード１２５のそれぞれと交差する方向に延び、第１のリード１２１～
第５のリード１２５を互いに接続している。絶縁封止を行った後、タイバー１８１を切断
して除去することにより、第１のリード１２１～第５のリード１２５を互いに電気的に独
立させることができる。
【００６２】
　タイバー１８１を切断する際に、タイバー１８１が残存するとリード間の最短距離が短
くなる。ピッチ間が２．５４ｍｍの場合には、通常の精度によりタイバー１８１を切断除
去すれば、空間最短距離は１．７ｍｍ程度とすることができる。空間最短距離が１．７ｍ
ｍの場合には、国際規格（IEC 60664-1 Ed1.0-1992-10）に記載されている絶縁調整に対
する最小空間距離を満足する配置の報告によると、絶縁耐圧は２．５ｋＶ以上となる。２
．５ｋＶ以上の絶縁耐圧を必要とする場合には、図４に示すような形状のタイバー１８１
Ａとすればよい。図１０に示すように、タイバー１８１Ａは第５のリード１２５と接続さ
れた位置と、第２のリード１２２又は第４のリード１２４と接続された位置とがずれてい
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る。タイバー１８１Ａと第５のリード１２５とは、リードフレーム１０１における封止樹
脂により覆われる領域の境界Ｉから第５のリード１２５の先端方向に約０．７ｍｍ離れた
位置Ｊ１において接続されている。タイバー１８１Ａと第２のリード１２２又は第４のリ
ード１２４とは、リードフレーム１０１における封止樹脂により覆われる領域の境界Ｉか
ら第２のリード１２２又は第４のリード１２４の先端方向に約１．３ｍｍ離れた位置Ｊ２
において接続されている。位置Ｊ１と位置Ｊ２との間隔がタイバー１８１Ａの幅Ｋよりも
大きければ、タイバー１８１Ａの破断面同士が対向しないため、図９に示す直線的に延び
るタイバーの場合よりも切断精度の影響を受けにくく間隔の減少を抑えることができる。
【００６３】
　本実施形態は、ＴＯ－２２０型のパッケージを例に説明した。しかし、シングルインラ
インパッケージ等においても同様の構成とすることにより同様の効果が得られる。
【００６４】
　半導体素子１０２を基板の上にチャネル層及びチャネル層よりもバンドギャップが大き
いキャップ層が形成され、基板の主面と平行な方向に電子が走行するチャネル領域を有す
る横型の窒化物半導体とする場合、基板とチャネル層との間に、チャネル層よりもバンド
ギャップが大きい半導体層を形成することが好ましい。このようにすれば、基板の裏面に
ソースと接続された裏面端子を設けた場合にも、半導体素子の絶縁耐圧を向上させること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明に係る半導体装置及びそのリードフレームは、絶縁耐圧に必要な空間距離を満足
し、大電流を流すことが可能で且つ小型の半導体装置を実現でき、特に双方向スイッチン
グが可能な半導体装置及びそのリードフレーム等として有用である。
【符号の説明】
【００６６】
１０１　　　リードフレーム
１０２　　　半導体素子
１０７　　　絶縁封止部
１１１　　　ダイパッド
１１１ａ　　溝部
１１２　　　放熱板
１２１　　　第１のリード
１２２　　　第２のリード
１２３　　　第３のリード
１２４　　　第４のリード
１２５　　　第５のリード
１２７　　　第１のリード群
１２８　　　第２のリード群
１３１　　　第１のリード端子
１３２　　　第２のリード端子
１３３　　　第３のリード端子
１３４　　　第４のリード端子
１３７　　　リード接続部
１４１　　　第１のワイヤ
１４２　　　第２のワイヤ
１４３　　　第３のワイヤ
１４４　　　第４のワイヤ
１５１　　　第１の端子
１５２　　　第２の端子
１５３　　　第３の端子
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１５４　　　第４の端子
１８１　　　タイバー
１８１Ａ　　タイバー
５０１　　　基板
５０２　　　第１の窒化物半導体層
５０３　　　第２の窒化物半導体層
５１１　　　第１のドレイン電極
５１２　　　第１のゲート電極
５１３　　　第１のソース電極
５２１　　　第２のドレイン電極
５２２　　　第２のゲート電極
５２３　　　第２のソース電極

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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