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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に絶縁樹脂が設けられ、前記絶縁樹脂上に設けられた導電路に素子が実装された基
板であり、外周部に設けられた外部接続用端子に外部リードが接続された混成集積回路基
板を準備し、
　前記混成集積回路基板を熱硬化性樹脂でトランスファーモールドする混成集積回路装置
の製造方法であり、
　金型に設けられたゲートの位置が、前記熱硬化性樹脂が前記混成集積回路基板の側面に
最初に当たるように配置され、
　前記金型を構成する上金型と前記混成集積回路基板との間の流入幅と、前記金型を構成
する下金型と前記混成集積回路基板との間の流入幅は、同等の幅で構成され、
　前記上金型に設けられた押えピンで前記混成集積回路基板を下方に押圧しつつ、前記混
成集積回路基板と前記下金型の間へ注入される前記熱硬化性樹脂を先に埋めて、前記混成
集積回路基板の傾きを抑止したことを特徴とした混成集積回路装置の製造方法。
【請求項２】
　前記素子は、約３０μｍφ～８０μｍφのＡｌからなる金属細線で接続される請求項１
に記載の混成集積回路装置の製造方法。
【請求項３】
　前記上金型と前記下金型とが当接することで、前記外部リードを挟持し、前記上金型と
前記下金型で成るキャビティ内で、前記混成集積回路基板が前記下金型の底面に対して平
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行になるように、前記上金型に設けられた押さえピンで前記混成集積回路基板が固定され
る請求項２に記載の混成集積回路装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、混成集積回路装置の製造方法に関し、混成集積回路基板にトランスファーモー
ルドにより樹脂封止体を形成する混成集積回路装置の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、混成集積回路装置に採用される封止方法は、主に２種類の方法がある。
【０００３】
第１の方法は、半導体素子等の回路素子が実装された混成集積回路基板の上に蓋をかぶせ
るような形状の手段、一般にはケース材と呼ばれているものを採用して封止しているもの
がある。この構造は、中空構造やこの中に別途樹脂が注入されているものがある。
【０００４】
第２の方法は、半導体ＩＣのモールド方法としてインジェクションモールドである。例え
ば、特開平１１－３３０３１７号公報に示してある。このインジェクションモールドは、
一般的に熱可塑性樹脂を採用し、例えば、３００℃に熱した樹脂を高射出圧力で注入し一
度に金型内に樹脂を充填することで樹脂を封止するものである。また、トランスファーモ
ールドと比較すると、金型内に樹脂を充填した後の樹脂の重合時間を必要としないため作
業時間が短縮できるメリットがある。
【０００５】
以下に、インジェクションモールドを用いた従来の混成集積回路装置およびその製造方法
について、図９から図１２を参照して説明する。
【０００６】
先ず、図９に示すように、金属基板としては、ここではアルミニウム（以下、Ａｌという
）基板１を採用して説明してゆく。
【０００７】
このＡｌ基板１は、表面が陽極酸化され、その上に更に絶縁性の優れた樹脂２が全面に形
成されている。但し、耐圧を考慮しなければ、この酸化物は省略しても良い。
【０００８】
そして、樹脂封止体１０は、支持部材１０ａと熱可塑性樹脂により形成されている。つま
り、支持部材１０ａに載置された基板１をインジェクションモールドにより熱可塑性樹脂
で被覆している。そして、支持部材１０ａと熱可塑性樹脂との当接部は、注入された高熱
の熱可塑性樹脂により支持部材１０ａの当接部が溶けフルモールド構造を実現している。
【０００９】
ここで、熱可塑性樹脂として採用したものは、ＰＰＳ（ポリフェニルサルファイド）と呼
ばれるものである。
【００１０】
そして、熱可塑性樹脂の注入温度が約３００℃と非常に高く、高温の樹脂により半田１２
が溶けて半田不良が発生する問題がある。そのため、予め半田の接合部、金属細線７、能
動素子５および受動素子６を覆う様に熱硬化性樹脂（例えば、エポキシ樹脂）でポッティ
ングし、オーバーコート９を形成している。このことで、熱可塑性樹脂の成型時、注入樹
脂圧により、特に細線（約30～80μm）が倒れるのを防止したり、断線を防止している。
【００１１】
そして、樹脂封止体１０としては、２段階形成により形成されている。１段階目としては
、基板１裏面と金型の間に隙間を設けその間に高射出圧力に樹脂を充填する際の基板１裏
面の厚みの確保することを考慮して、基板１裏面には支持部材１０ａを載置している。２
段階目としては、支持部材１０ａに載置された基板１をインジェクションモールドにより
熱可塑性樹脂で被覆している。そして、支持部材１０ａと熱可塑性樹脂との当接部は、注
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入された高熱の熱可塑性樹脂により支持部材１０ａの当接部が溶けフルモールド構造を実
現している。ここで、支持部材１０ａの熱可塑性樹脂としては、基板１の熱膨張係数と同
等のものが好ましい。
【００１２】
次に、インジェクションモールドを用いた従来の混成集積回路装置の製造方法について、
図１０から図１２を参照して説明する。
【００１３】
図１０は工程フロー図であり、金属基板を準備する工程、絶縁層形成工程、Ｃｕ箔圧着工
程、部分Ｎｉメッキ工程、Ｃｕ箔エッチング工程、ダイボンディング工程、ワイヤーボン
ディング工程、ポッティング工程、リード接続工程、支持部材取り付け工程、インジェク
ションモールド工程、リードカット工程の各工程から構成されている。
【００１４】
図１１および図１２に、各工程の断面図を示す。なお、図示しなくても明確な工程は図面
を省略している。
【００１５】
先ず、図１１（Ａ）および（Ｂ）では、金属基板を準備する工程、絶縁層形成工程、Ｃｕ
箔圧着工程、部分Ｎｉメッキ工程、Ｃｕ箔エッチング工程について示す。
【００１６】
金属基板を準備する工程では、基板の役割として熱放散性、基板強度性、基板シールド性
等考慮して準備する。そして、本実施例では、熱放散性に優れた、例えば、厚さ１．５ｍ
ｍ程度のＡｌ基板１を用いる。
【００１７】
次に、アルミ基板１上に更に絶縁性の優れた樹脂２を全面に形成する。そして、絶縁性樹
脂２上には、混成集積回路を構成するＣｕの導電箔３を圧着する。Ｃｕ箔３上には、例え
ば、取り出し電極となるＣｕ箔３と能動素子５とを電気的に接続する金属細線７との接着
性を考慮し、Ｎｉメッキ４を全面に施す。
【００１８】
その後、公知のスクリーン印刷等を用いＮｉメッキ４ａおよび導電路３ａを形成する。
【００１９】
次に、図１１（Ｃ）では、ダイボンディング工程、ワイヤボンディング工程について示す
。
【００２０】
前工程において形成された導電路３ａ上には、半田ペースト１２等の導電性ペーストを介
して能動素子５、受動素子６を実装し、所定の回路を実現する。
【００２１】
次に、図１２（Ａ）、（Ｂ）では、ポッティング工程、リード接続工程および支持部材取
り付け工程について示す。
【００２２】
図１２（Ａ）に示すように、ポッティング工程では、後のインジェクションモールド工程
の前に、予め、半田の接合部、金属細線７、能動素子５および受動素子６を熱硬化性樹脂
（例えば、エポキシ樹脂）でポッティングし、オーバーコート９を形成する。
【００２３】
次に、上記した混成集積回路からの信号を出力及び入力するための外部リード８を準備す
る。その後、外部リード８を基板１の外周部に形成された外部接続端子１１と半田１２を
介して接続する。
【００２４】
次に、図１２（Ｂ）に示すように、外部リード８等を接続した混成集積回路基板１に支持
部材１０ａを載置する。基板１を支持部材１０ａ上に載置することで、次工程で説明する
インジェクションモールドの際における基板１裏面の樹脂封止体１０の厚みを確保するこ
とができる。



(4) JP 4614586 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

【００２５】
次に、図１２（Ｃ）では、インジェクションモールド工程およびリードカット工程につい
て示す。
【００２６】
図示したように、基板１上を熱硬化性樹脂でポッティングし、オーバーコート９を形成し
た後インジェクションモールドにより樹脂封止体１０を形成する。このとき、支持部材１
０ａと熱可塑性樹脂との当接部は、注入された高熱の熱可塑性樹脂により支持部材１０ａ
の当接部が溶けフルモールド構造の樹脂封止体１０となる。
【００２７】
最後に、外部リード８を使用目的に応じてカットし、外部リード８の長さの調整する。
【００２８】
上記した工程により、図９に示した混成集積回路装置が完成する。
【００２９】
一方、半導体チップは、トランスファーモールド法が一般に行われている。このトランス
ファーモールドによる混成集積回路装置では、例えば、Ｃｕから成るリードフレーム上に
半導体素子が固着される。そして、半導体素子とリードとは金（以下、Ａｕという）線を
介して電気的に接続されている。これは、Ａｌ細線が折れ曲がり易い点、ボンディング時
間が超音波を必要とするため時間を要する点で採用できないためである。そのため、従来
において、一枚の金属板から成り、金属板上に回路が形成され、更に、Ａｌ細線によりワ
イヤーボンディングされた金属基板を直接トランスファーモールドする混成集積回路装置
は存在しなかった。
【００３０】
【発明が解決しようとする課題】
インジェクションモールド型の混成集積回路装置では、モールド時の注入圧力により、金
属細線７が折れ曲がったり、断線するのを防ぎ、また、インジェクションモールド時の温
度により半田１２が流れるのを防ぐ必要があった。そのため、図９に示した従来構造にお
いては、ポッティングによるオーバーコート９を採用して上記した問題に対処していた。
【００３１】
しかし、熱硬化性樹脂（例えば、エポキシ樹脂）でポッティングしオーバーコート９を形
成した後インジェクションモールドを行っていたため、熱硬化性樹脂分の材料コストおよ
び作業コストが掛かるという問題があった。
【００３２】
また、従来のリードフレームを用いたトランスファーモールドによる混成集積回路装置で
は、アイランド上に半導体素子等固着していたため、半導体素子等から発生した熱は固着
領域から発散するが、熱発散領域に限りがあり熱放散性が悪いという問題があった。
【００３３】
更に、上記したように、樹脂封止体のワイヤーボンディングには樹脂注入圧に強いＡｕ線
が用いられ、Ａｌ細線を採用したトランスファーモールドは現在でも行われていない。そ
して、Ａｌ細線は超音波ボンディングで行われネックの部分が弱いこと、更には、弾性率
が低く樹脂の注入圧力に耐えられない等のことが原因ですぐに曲がってしまう問題があっ
た。
【００３４】
更に、トランスファーモールドにより混成集積回路基板を一括して封止する場合、金型内
で混成集積回路基板の水平および厚み方向の位置固定を行う必要があるが、固定ピンを混
成集積回路基板の裏面に当接して位置決めすると、パッケージされた後、該基板裏面が露
出し耐圧劣化を招く問題があった。
【００３５】
本発明では、トランスファーモールドの工程に於いて、混成集積回路基板を金型内で所定
の位置に固定する手段を提供するのが課題である。
【００３６】
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【課題を解決するための手段】
　上記した課題を解決するために、本発明の半導体集積回路装置の製造方法では、表面に
絶縁樹脂が設けられ、前記絶縁樹脂上に設けられた導電路に素子が実装された基板であり
、外周部に設けられた外部接続用端子に外部リードが接続された混成集積回路基板を準備
し、
　前記混成集積回路基板を熱硬化性樹脂でトランスファーモールドする混成集積回路装置
の製造方法であり、
　金型に設けられたゲートの位置が、前記熱硬化性樹脂が前記混成集積回路基板の側面に
最初に当たるように配置され、
　前記金型を構成する上金型と前記混成集積回路基板との間の流入幅と、前記金型を構成
する下金型と前記混成集積回路基板との間の流入幅は、同等の幅で構成され、
　前記上金型に設けられた押えピンで前記混成集積回路基板を下方に押圧しつつ、前記混
成集積回路基板と前記下金型の間へ注入される前記熱硬化性樹脂を先に埋めて、前記混成
集積回路基板の傾きを抑止する事で解決するものである。
【００３８】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の第１の実施形態に係る混成集積回路装置を図１および図２を参照しなが
ら説明する。
【００３９】
先ず、本混成集積回路装置の構造を図２を参照して説明する。図２（Ａ）に示したように
、混成集積回路基板３１は、基板３１上に固着される半導体素子等から発生する熱が考慮
され、放熱性の優れた基板が採用される。本実施例では、アルミニウム基板３１を用いた
場合について説明する。尚、本実施例では、基板３１としてアルミニウム（以下、Ａｌと
いう）基板を用いたが、特に限定する必要はない。例えば、基板３１としては、プリント
基板、セラミック基板、金属基板等を用いても本実施例を実現することができる。そして
、金属基板としては、Ｃｕ基板、Ｆｅ基板、Ｆｅ－Ｎｉ基板またはＡｌＮ（窒化アルミニ
ウム）基板等を用いても良い。
【００４０】
Ａｌ基板３１は、表面が陽極酸化され、その上に更に絶縁性の優れた、例えば、エポキシ
樹脂からなる絶縁樹脂３２が全面に形成されている。但し、耐圧を考慮しなければ、この
金属酸化物は省略しても問題はない。
【００４１】
そして、この樹脂３２上には、Ｃｕ箔３３（図５参照）より成る導電路３３ａが形成され
、導電路３３ａを保護するようにＡｌ基板３１上には、例えば、エポキシ系樹脂が電気的
接続箇所を除いてオーバーコートされている。そして、導電路３３ａ上にはパワートラン
ジスタ、小信号トランジスタやＩＣ等の能動素子３５、チップ抵抗、チップコンデンサ等
の受動素子３６が半田４０を介して実装され、所定の回路が実現されている。ここで一部
半田を採用せず、Ａｇペースト等で電気的に接続されても良い。また、半導体素子等の能
動素子８がフェイスアップで実装される場合は、金属細線３７を介して接続されている。
金属細線３７としては、パワー系の半導体素子の場合は、例えば、約１５０～５００μｍ
φのＡｌ線が用いられる。一般にはこれを太線と呼んでいる。また、セミパワー系や小信
号系の半導体素子の場合は、例えば、約３０～８０μｍφのＡｌ線が用いられている。一
般にこれを細線と呼んでいる。そして、Ａｌ基板３１の外周部に設けられている外部接続
用端子３８には、ＣｕやＦｅ－Ｎｉ等の導電性部材からなる外部リード３９が半田４０を
介して接続されている。
【００４２】
本発明の特徴は、混成集積回路基板３１上の能動素子３５、受動素子３６、Ａｌ細線３７
等に、樹脂封止体が直接形成されている。
【００４３】
つまり、樹脂封止体４１において、トランスファーモールドに用いられる熱硬化性樹脂は
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、粘性が低く、かつ、硬化温度が上記した接続手段に用いられた半田４０等の融点、例え
ば、１８３℃よりも低いことに特徴がある。そのことにより、図９に示したように、従来
の混成集積回路装置における熱硬化性樹脂（例えば、エポキシ樹脂）のポッティングによ
るオーバーコート９を除去することができる。
【００４４】
その結果、特に、小信号系のＩＣ等を導電路３３ａと電気的に接続する、例えば、約４０
μｍ程度の径の金属細線等にトランスファーモールド時の熱硬化性樹脂を直接充填しても
倒れたり、断線したり、折れ曲がったりすることは無くなる。
特にＡｌ細線において折れ曲がりを防止できたことがポイントとなる。
【００４５】
次に、図２（Ｂ）に示すように、樹脂封止体４１の外部には、外部リード３９が導出され
ており、外部リード３９は、使用目的に応じて長さが調整されている。そして、樹脂封止
体４１には、外部リード３９が導出している側辺と対向する側に２箇所押さえピンの跡と
してホール４２が形成されている。ホール４２は、上記したトランスファーモールド時に
押さえピン４７（図６参照）が基板３１を固定しているため発生するものであり、樹脂封
止体４１形成後も存在する。
【００４６】
しかし、図１（Ａ）に示したように、基板３１の外周部４３、つまり、基板３１上の回路
等が形成されていない部分にホール４２は形成されている。そして、ホール４２は基板３
１の外周部４３で、かつ、絶縁樹脂３２上に形成されているので、品質性、耐湿性の面で
も問題のない構造となっている。ここで、外周部４３は基板３１を個々にプレスする際、
回路領域との距離の確保をする為に設けられているマージンである。
【００４７】
次に、図１（Ａ）、（Ｂ）に示したように、Ａｌ基板３１上には導電路３３ａが入り組ん
で形成されており、その導電路３３ａ上にはパワートランジスタ、小信号トランジスタや
ＩＣ等の能動素子３５、チップ抵抗、チップコンデンサ等の受動素子３６が半田４０等を
介して実装されており、また、外部接続用端子３８を介して外部リード３９が接続されて
おり所定の回路が実現されている。
【００４８】
図示したように、基板３１上には小さいスペースで複雑な回路が形成されている。本発明
の混成集積回路装置の特徴は、Ａｌ基板３１全面に絶縁樹脂３２を形成した後樹脂３２上
に複雑な回路を形成し、その後、基板３１に外部リード３９を接着しトランスファーモー
ルドにより直接樹脂封止体４１を一体に形成していることである。
【００４９】
　従来において、トランスファーモールドにより混成集積回路装置を形成する場合は、例
えば、Ｃｕからなるリードフレームは、エッチング、パンチングまたはプレス等で加工を
し、配線、ランド等を形成していたため、混成集積回路の導電パターンの如き複雑な回路
を形成できなかった。また、トランスファーモールドによるリードフレームでは、図１（
Ａ）のような配線を形成する場合、リードの反りを防止するためにいろいろな場所に吊り
リードによる固定が必要となる。このように、一般のリードフレームを使った混成集積回
路では、せいぜい能動部品が数個実装されるのみであり、図１（Ａ）のような導電路を持
つ混成集積回路を形成するには限界があった。
【００５０】
つまり、本発明の混成集積回路装置の構造をとることで、複雑な回路を有した基板３１を
トランスファーモールドにより形成することができる。更に、本発明では、基板３１とし
て熱伝導率の良い基板を使用してトランスファーモールドしているので基板３１全体で発
生する熱を発散することができる。よって、トランスファーモールドされた従来のリード
フレームによる混成集積回路装置に比べ、金属基板３１が直接モールドされているため、
この基板が大きなヒートシンクとして働き、放熱性が優れ、回路特性の改善を実現するこ
とができる。
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【００５１】
次に、本発明の混成集積回路装置の製造方法を図３から図８を参照して説明する。尚、図
４から図８に於いて、図示しなくても明確な工程は図面を省略している。
【００５２】
図３は工程フロー図であり、金属基板を準備する工程、絶縁層形成工程、Ｃｕ箔圧着工程
、部分Ｎｉメッキ工程、Ｃｕ箔エッチング工程、ダイボンディング工程、ワイヤーボンデ
ィング工程、リード接続工程、トランスファーモールド工程、リードカット工程の各工程
から構成されている。このフローから明確なように、従来は、インジェクションモールド
により樹脂封止体を形成していたが、トランスファーモールドによる樹脂封止体を形成す
る工程を実現している。
【００５３】
本発明の第１の工程は、図４（Ａ）に示す如く、金属基板の準備、絶縁層形成、Ｃｕ箔圧
着、Ｎｉメッキを行うことにある。
【００５４】
金属基板を準備する工程では、基板の役割として熱放散性、基板強度性、基板シールド性
等考慮して準備する。このとき、特に、パワートランジスタ、大規模化されるＬＳＩ、デ
ジタル信号処理回路等を１つの小型ハイブリットＩＣに集積すると、熱が集中するので熱
放散性が重要視される。そのため、本実施例では、熱放散性に優れた、例えば、厚さ１．
５ｍｍ程度のＡｌ基板３１を用いる。また、本実施例では、基板３１としてＡｌ基板を用
いるが、特に限定する必要はない。
【００５５】
例えば、基板３１としては、プリント基板、セラミック基板、金属基板等を用いても本実
施例を実現することができる。そして、金属基板としては、Ｃｕ基板、Ｆｅ－Ｎｉ基板ま
たは導電性の優れた金属より成る化学物等が考えられる。
【００５６】
　次に、アルミ基板３１は、表面が陽極酸化され酸化物が生成し、その上に更に絶縁性の
優れた、例えば、エポキシ樹脂からなる樹脂３２を全面に形成する。但し、耐圧を考慮し
なければ、この金属酸化物は省略しても問題はない。そして、絶縁樹脂３２上には、混成
集積回路を構成するＣｕの導電箔３３を圧着する。Ｃｕ箔３３上には、例えば、取り出し
電極となるＣｕ箔３３と能動素子３５とを電気的に接続する金属細線３７との接着性を考
慮し、Ｎｉメッキ３４を全面に施す。
【００５７】
本発明の第２の工程は、図４（Ｂ）に示す如く、エッチングによる部分Ｎｉメッキ形成、
Ｃｕ箔エッチングを行うことにある。
【００５８】
　Ｎｉメッキ３４上には、公知のスクリーン印刷等によりＮｉメッキ３４を必要とする部
分にレジストを残存させ、選択マスクとして形成する。そして、エッチングにより、例え
ば、取り出し電極となる箇所にＮｉメッキ３４ａを形成する。その後、レジストを除去し
、再度、公知のスクリーン印刷等によりＣｕ箔３３による導電路３３ａとして必要とする
部分にのみレジストを残存させ、選択マスクとして形成する。そして、エッチングにより
、絶縁樹脂３２上にはＣｕ箔３３の導電路３３ａを形成する。その後、導電路上には、例
えば、スクリーン印刷によりエポキシ樹脂から成る樹脂コーティングをする。もちろん、
電気的接続を行う所には樹脂コーティングは行われない。
【００５９】
本発明の第３の工程は、図４（Ｃ）に示す如く、ダイボンディング、ワイヤボンディング
を行うことにある。
【００６０】
前工程において形成された導電路３３ａ上には、半田ペースト４０等の導電性ペーストを
介してパワートランジスタ、小信号トランジスタやＩＣ等の能動素子３５、チップ抵抗、
チップコンデンサ等の受動素子３６を実装し、所定の回路を実現する。ここで一部半田を
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採用せず、Ａｇペースト等で電気的に接続しても良い。また、パワートランジスタ、セミ
パワートランジスタ等の能動素子３５を実装する際は、能動素子３５と導電路３３ａとの
間には熱放散性を考慮してヒートシンクを設置する場合もある。
【００６１】
次に、半導体素子等の能動素子３５フェイスアップで実装する場合は、ボンディングによ
り金属細線３７を介して電気的に接続する。そして、上記したように、能動素子３５と導
電路３３ａとを電気的に接着する金属細線３７は、Ｃｕ箔３３からなる導電路３３ａとの
接着性が考慮され、Ｎｉメッキ３４ａを介してワイヤボンディングされる。
【００６２】
ここで、金属細線３７としては、特に、Ａｌ細線３７が使用されるが、Ａｌ細線３７は空
気中で真球状にボールアップすることが困難でステッチボンディング法が使用される。し
かし、ステッチボンディング法では、ステッチ部が樹脂の応力により破壊されやすく、ま
た、Ａｕ細線と比較すると弾性係数が小さく樹脂圧により押し倒されやすいという特徴が
ある。そこで、Ａｌ細線３７を使用する際は、特に、樹脂封止体４１形成時に注意を要す
る。この点については後述する。
【００６３】
本発明の第４の工程は、図５（Ａ）、（Ｂ）に示す如く、リード接続を行うことにある。
【００６４】
図５（Ａ）に示すように、上記した混成集積回路からの信号を出力および入力するための
外部リード３９を準備する。外部リード３９としては、出力および入力端子として用いる
ために導電性であるＣｕ、Ｆｅ－Ｎｉ等の材質からなり、更に、電流容量等考慮して外部
リード３９の幅や厚さを決定する。そして、本発明の実施例では、次工程であるトランス
ファーモールド工程において詳細は説明するが、外部リード３９の強度、バネ性が必要と
される。ここでは、例えば、０．４～０．５ｍｍ程度の厚さのＦｅ－Ｎｅ材の外部リード
３９を準備する。その後、外部リード３９を基板３１の外周部に形成された外部接続用端
子３８と半田４０を介して接続する。このとき、接続手段としては半田に限定する必要は
なく、スポット溶接などによっても接続することができる。
【００６５】
ここで、図５（Ｂ）に示すように、本発明の特徴は外部リード３９を基板３１の実装面に
対してやや斜めに接続することにある。例えば、図５に於いて基板裏面と外部リード３９
の裏面間は約１０度をもって接続する。また、外部リード３９と外部接続用の電極３８と
を接続する半田４０の融点は、次工程であるトランスファーモールド工程で用いる熱硬化
性樹脂の硬化温度よりも高い。
【００６６】
本発明の第５の工程は、図６、図７に示す如く、トランスファーモールドを行うことにあ
る。
【００６７】
本工程は、本発明の特徴とする工程であり、混成集積回路基板３１をトランスファーモー
ルドにより一括して熱硬化性樹脂４９で覆うことにある。
【００６８】
トランスファーモールドで一括して混成集積回路基板３１を封止するためには、混成集積
回路基板３１が、図６（Ｂ）に示す如く、金型のキャビティ７０内で位置固定されなけれ
ばならない。しかし本発明では、混成集積回路基板３１を裏面も含めて一括して樹脂モー
ルドするため、混成集積回路基板３１を直接下金型に当接できない。そのため前述したよ
うにリードフレーム３９に角度を持たせてある。図６（Ｂ）に示すように、押さえピン４
７で混成集積回路基板３１の裏面に空間が設けられ、且つ固定される構造となる。それと
同様にピン数が異なっても共通で使用できるリードフレームを採用している。
【００６９】
具体的にいうと、最初に、図６（Ａ）に示す如く、リードフレーム３９が半田付けされた
混成集積回路基板３１を金型４４及び４５に搬送する。
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【００７０】
次に、図７を参照して、リードフレーム３９の特定の部分をガイドピン４６に当接させる
ことにより混成集積回路基板３１の水平方向の位置固定を行い、更に、図６（Ｂ）を参照
して、押さえピン４７で混成集積回路基板３１の外周部４３を押圧することにより混成集
積回路基板３１の厚み方向の位置を固定する。
【００７１】
リードフレームは、図５（Ａ）に示す如く、複数個のリード３９が第１の連結部３９ｄと
第２の連結部３９ｃの２カ所にて連結され、枠体として保持されている。また、混成集積
回路基板３１から導出されるリードの数は混成集積回路基板３１が必要とする入力及び出
力端子の数によって決まる。しかし、リードフレーム３９の水平方向の位置固定を行うた
めに、ガイドピン４６に当接する特定のリード３９ａと３９ｂは必ず設けられ、その間隔
は、基板サイズにより一定であり、ピン数により、またその位置により任意の所が歯抜け
となっている。更に、図５（Ｂ）に示す如く、リードフレーム３９は混成集積回路基板３
１に対して平行ではなく、上向きに傾斜を付けて接続されている。このことにより、後述
するように、リードフレーム３９の弾性を利用した混成集積回路基板３１の厚み方向の位
置固定が行える。
【００７２】
ガイドピン４６は、図６及び図７に示す如く、下金型４４に設けられた突起物である。ガ
イドピン４６は、図７（Ａ）を参照して、特定のリード３９ａおよび３９ｂと第１の連結
部３９ｄが連続する部分に当接するガイドピン４６ａおよび４６ｂと、第１の連結部に外
側から当接するガイドピン４６ｃおよび４６ｄから形成される。つまり、これら４つのガ
イドピンをリードフレーム３９の特定の部分に当接させることによりリードフレーム３９
の図の紙面方向が固定される。よって、混成集積回路基板３１も紙面方向に固定される。
【００７３】
更に、出力及び入力端子の数が異なる混成集積回路基板をトランスファーモールドする場
合でも、特定のリード３９ａおよび３９ｂが一定間隔で、その中のリードは歯抜けにして
あるので、金型を共通して使用することができる。
【００７４】
また、図６（Ａ）、（Ｂ）に示す如く、上金型４５には押さえピン４７が設けられており
、リードフレーム３９は前述したように混成集積回路基板３１に対して上向きに傾斜を付
けて半田付けされている。従って、図６（Ｂ）に示す如く、上金型４５と下金型４４を嵌
合させると、混成集積回路基板３１が押さえピン４７により下方向に押圧され、下金型４
４の底面に対して平行になる。このことにより、金型のキャビティ７０内での混成集積回
路基板３１は、厚み方向の位置固定が成される。
【００７５】
次に、図７（Ｂ）に示す如く、ゲートから金型キャビティ７０内に注入する熱硬化性樹脂
を、最初に基板３１の側面にあたるように注入する。そして、矢印４９に示すように注入
される熱硬化性樹脂は、基板３１により矢印４９ａに示すように基板３１の上部方向およ
び下部方向に分岐して流れる。このとき、基板３１の上部への流入幅５６と基板３１の下
部への流入幅５５とがほぼ同等の幅で形成されているので、基板３１下部への熱硬化性樹
脂の流入も円滑に行うことができる。特に混成集積回路基板３１裏面の樹脂が先に埋まる
ため、混成集積回路基板３１が下方向に傾くことが無い。更に、熱硬化性樹脂の注入速度
および注入圧力も１度基板３１側面にあてることで低減され、Ａｌ細線３７の折れ曲がり
、断線等の影響を抑止することができる。
【００７６】
以上のことにより、本工程では、金型キャビティ７０内で混成集積回路基板３１の位置固
定を行ってから一括してトランスファーモールドすることができ、熱硬化性樹脂４９の注
入圧による混成集積回路基板３１の移動もない。従って、熱伝導性の良い熱硬化性樹脂に
より混成集積回路基板３１の裏面を一定の厚みで封止することができるので、耐圧性に優
れ、且つ熱放散性に優れた混成集積回路装置を製造することができる。
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【００７７】
更に、パワートランジスタ、小信号トランジスタやＩＣ等の能動素子３５、チップ抵抗、
チップコンデンサ等の受動素子３６および外部リード３９を接続する半田４０の融点は熱
硬化性樹脂の融点よりも高いため、従来の混成集積回路装置によるポッティング樹脂９（
図９参照）により保護しなくてもトランスファーモールド時の熱により再溶融され固着位
置がずれることはない。
【００７８】
尚、リードフレームの第２の連結部３９ｃはトランスファーモールドを行う際に熱硬化性
樹脂が金型外部に流出するのを防止する役割を有する。従って、トランスファーモールド
終了直後においては、図８に示す如く、封止された樹脂は第２の連結部３９ｃまで連続し
ている。
【００７９】
本発明の第６の工程は、図８に示す如く、リードカットを行うことにある。
【００８０】
前工程であるトランスファーモールド工程で金型４４、４５から外部リードの厚み分だけ
流出した樹脂は外部リード３９に形成された第２の連結部３９ｃで堰き止められ、そのま
ま硬化する。つまり、外部リード３９の第２の連結部３９ｃより樹脂封止体４１側のリー
ド間は流出樹脂５０で充填されるが、外部リード３９の第２の連結部より先端にあるリー
ド間には樹脂が流出されない構造になっている。
【００８１】
そして、第２の連結部３９ｃを打ち抜くと同時に流出樹脂５０も除去し、また使用目的に
応じて外部リード３９の長さを調整、例えば、点線５１の位置で外部リード３９をカット
することで、個々のリードに独立させ、入出力端子として機能可能となる。
【００８２】
上記した工程により、図１に示した混成集積回路装置が完成する。
【００８３】
上記したように、本発明の混成集積回路装置の製造方法としては、トランスファーモール
ド工程で、特定のリードを金型に設けられたガイドピンに当接させることにより混成集積
回路装置の金型内での位置固定を行うことに特徴がある。そのことにより、本発明の混成
集積回路装置の製造方法では、従来の混成集積回路装置の製造方法における支持部材の載
置を省略することができ、更に、完成した混成集積回路装置の熱放散性を大幅に向上させ
ることができる。
【００８４】
本発明の混成集積回路装置およびその製造方法は、フルモールド型の混成集積回路装置に
ついて説明してきたが上記の実施の形態には限定されない。例えば、混成集積回路基板の
裏面が全面露出した形態の混成集積回路装置も形成することができる。この場合は、上記
した効果の他に、更に、熱放散性の効果を得ることができる。
【００８５】
更に、本実施例では、外部リードが基板の１側面から導出される片側リード場合について
説明したがこの構造に限定されることはなく、両側リードや４方向リードにおいても上記
の効果の他に、更に、基板を安定させた状態でトランスファーモールド工程を実現できる
。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の変更が可能である。
【００８６】
更に、リード３９ａを電気信号用の端子として用いない時は、図７ａに示す如く、第２の
連結部３９ｃより基板３１側に向かったリードが取り除かれても良い。
【００８７】
【発明の効果】
以上、説明したように本発明の混成集積回路装置の製造方法によれば、以下に示すような
優れた効果を奏し得る。
【００８８】
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モールドの工程において、リードフレームの位置固定を、特定のリードがリード終端の連
結部と連続する部分を、金型に設けられたガイドピンに当接させ、リードフレームに接続
している混成集積回路基板を、金型キャビティ内で位置固定してから熱硬化性樹脂で一括
してトランスファーモールドすることができる。このことにより、混成集積回路基板の裏
面を一定の厚さで熱伝導性に優れた熱硬化性樹脂で封止することができ、熱放散性に優れ
た混成集積回路装置を作成することができる。また、特定のリードの間隔を混成集積回路
基板の端子の数に関係なく一定にすることにより、端子の数が異なる混成集積回路基板を
トランスファーモールドする場合でも金型を共通して使用できる。
【００８９】
また、リードフレームが上下金型と当接する部分に連結部を設けることにより、モールド
の工程において熱硬化性樹脂がリード間の隙間から金型の外部に流出するのを防止するこ
とができる。また、この連結部の長さを混成集積回路基板の端子の数に関係なく一定にす
ることにより、端子の数が異なる混成集積回路基板をトランスファーモールドする場合で
も金型を共通して使用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の混成集積回路装置の（Ａ）断面図、（Ｂ）平面図を説明する図である。
【図２】本発明の混成集積回路装置の（Ａ）平面図、（Ｂ）断面図を説明する図である。
【図３】本発明の混成集積回路装置の製造方法のフロー図である。
【図４】本発明の混成集積回路装置の製造方法を説明する図である。
【図５】本発明の混成集積回路装置の製造方法を説明する図である。
【図６】本発明の混成集積回路装置の製造方法を説明する図である。
【図７】本発明の混成集積回路装置の製造方法を説明する図である。
【図８】本発明の混成集積回路装置の製造方法を説明する図である。
【図９】従来の混成集積回路装置の断面図である。
【図１０】従来の混成集積回路装置の製造方法のフロー図である。
【図１１】従来の混成集積回路装置の製造方法を説明する図である。
【図１２】従来の混成集積回路装置の製造方法を説明する図である。
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