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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有する第１の半導体スイッチング素子と、前記
第１の半導体スイッチング素子の前記表面に接合された第１のエミッタ端子と、前記第１
の半導体スイッチング素子の前記裏面に接合された第１のコレクタ端子と、前記第１のコ
レクタ端子の前記第１の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の面に接合された
第１の放熱板と、を有するハイサイドと、
　表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有する第２の半導体スイッチング素子と、前記
第２の半導体スイッチング素子の前記表面に接合された第２のエミッタ端子と、前記第２
の半導体スイッチング素子の前記裏面に接合された第２のコレクタ端子と、前記第２のコ
レクタ端子の前記第２の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の面に接合された
第２の放熱板と、を有するローサイドと、
　前記ハイサイドと前記ローサイドが、前記第１のエミッタ端子と前記第２のコレクタ端
子を前記モールド樹脂内部で接続する接続リード以外によっては接しないように前記ハイ
サイドと前記ローサイドと前記接続リードを一体的に覆うモールド樹脂とを備え、
　前記第１の放熱板の前記第１のコレクタ端子との接合面とは反対側の面は前記モールド
樹脂から露出し、
　前記第２の放熱板の前記第２のコレクタ端子との接合面とは反対側の面は前記モールド
樹脂から露出し、
　前記第１の半導体スイッチング素子と前記第２の半導体スイッチング素子は、前記第１
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の半導体スイッチング素子のエミッタと前記第２の半導体スイッチング素子のエミッタが
相対するように配置されることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。
【請求項２】
　表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有する第１の半導体スイッチング素子と、前記
第１の半導体スイッチング素子の前記表面に接合された第１のエミッタ端子と、前記第１
の半導体スイッチング素子の前記裏面に接合された第１のコレクタ端子と、前記第１のコ
レクタ端子の前記第１の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の面に接合された
第１の放熱板と、を有するハイサイドと、
　表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有する第２の半導体スイッチング素子と、前記
第２の半導体スイッチング素子の前記表面に接合された第２のエミッタ端子と、前記第２
の半導体スイッチング素子の前記裏面に接合された第２のコレクタ端子と、前記第２のコ
レクタ端子の前記第２の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の面に接合された
第２の放熱板と、を有するローサイドと、
　前記ハイサイドと前記ローサイドが、前記第１のエミッタ端子と前記第２のエミッタ端
子との間に配置された弾性構造体以外によっては接しないように前記ハイサイドと前記ロ
ーサイドと前記弾性構造体を一体的に覆うモールド樹脂とを備え、
　前記第１の放熱板の前記第１のコレクタ端子との接合面とは反対側の面は前記モールド
樹脂から露出し、
　前記第２の放熱板の前記第２のコレクタ端子との接合面とは反対側の面は前記モールド
樹脂から露出していることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。
【請求項３】
　表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有する第１の半導体スイッチング素子の前記表
面に第１のエミッタ端子を接合し、前記第１の半導体スイッチング素子の前記裏面に第１
のコレクタ端子を接合する工程と、
　前記第１のコレクタ端子の前記第１の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の
面に第１の放熱板を接合する工程と、
　表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有する第２の半導体スイッチング素子の前記表
面に第２のエミッタ端子を接合し、前記第２の半導体スイッチング素子の前記裏面に第２
のコレクタ端子を接合する工程と、
　前記第２のコレクタ端子の前記第２の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の
面に第２の放熱板を接合する工程と、
　上金型、下金型、及びこれらの間に配置される中間金型で形成されるキャビティ内部に
、前記第１、第２の半導体スイッチング素子、前記第１、第２のエミッタ端子、前記第１
、第２のコレクタ端子、および前記第１、第２の放熱板を入れ、前記キャビティの内部に
モールド樹脂を注入して前記第１の半導体スイッチング素子と前記第２の半導体スイッチ
ング素子を一体的に覆う工程とを備え、
　前記モールド樹脂を前記キャビティ内部に注入する際に、
　前記第１の放熱板の前記第１のコレクタ端子との接合面とは反対側の面を前記下金型の
内部底面に接触させ、
　前記第２の放熱板の前記第２のコレクタ端子との接合面とは反対側の面を前記上金型の
内部上面に接触させ、
　前記第１の半導体スイッチング素子のエミッタと前記第２の半導体スイッチング素子の
エミッタが相対するように前記第１の半導体スイッチング素子と前記第２の半導体スイッ
チング素子を配置し、
　前記第１のエミッタ端子と前記第１のコレクタ端子を前記下金型の上面に載せ、
　前記第１のエミッタ端子と前記第１のコレクタ端子の上に前記中間金型を載せ、
　前記第２のエミッタ端子と前記第２のコレクタ端子を前記中間金型の上に載せ、
　前記上金型の下面を前記第２のエミッタ端子と前記第２のコレクタ端子の上面に押し付
け、
　前記第１のエミッタ端子と前記第２のエミッタ端子を離間させることを特徴とする樹脂
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封止型半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記モールド樹脂を前記キャビティの内部に注入する際に、前記第１のエミッタ端子と
前記第２のエミッタ端子との間に弾性構造体を配置することを特徴とする請求項３に記載
の樹脂封止型半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１のエミッタ端子は、前記第１の半導体スイッチング素子から第１の方向に延び
、
　前記第１のコレクタ端子は、前記第１の半導体スイッチング素子から前記第１の方向と
は異なる第２の方向に延び、
　前記第２のエミッタ端子は、前記第２の半導体スイッチング素子から前記第２の方向に
延び、
　前記第２のコレクタ端子は、前記第２の半導体スイッチング素子から前記第１の方向に
延びることを特徴とする請求項３又は４に記載の樹脂封止型半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有する第１の半導体スイッチング素子の前記裏
面に第１のコレクタ端子を接合する工程と、
　前記第１のコレクタ端子の前記第１の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の
面に有機組成である第１の高放熱絶縁体を接合する工程と、
　前記第１の高放熱絶縁体の前記第１のコレクタ端子との接合面とは反対側の面に第１の
放熱板を接合する工程と、
　表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有する第２の半導体スイッチング素子の前記表
面に第２のエミッタ端子を接合する工程と、
　前記第２のエミッタ端子の前記第２の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の
面に有機組成である第２の高放熱絶縁体を接合する工程と、
　前記第２の高放熱絶縁体の前記第２のエミッタ端子との接合面とは反対側の面に第２の
放熱板を接合する工程と、
　前記第１の半導体スイッチング素子の表面と前記第２の半導体スイッチング素子の裏面
とに挟まれるように主電極出力端子を接合する工程と、
　上金型と下金型で形成されるキャビティ内部に前記第１、第２の半導体スイッチング素
子、前記第１のコレクタ端子、前記第２のエミッタ端子、前記第１、第２の高放熱絶縁体
、前記第１、第２の放熱板、前記主電極出力端子を入れ、前記キャビティの内部にモール
ド樹脂を注入して前記第１の半導体スイッチング素子と前記第２の半導体スイッチング素
子を一体的に覆う工程とを備え、
　前記モールド樹脂を前記キャビティ内部に注入する際に、
　前記第１の放熱板の前記第１の高放熱絶縁体との接合面とは反対側の面を前記下金型の
内部底面に接触させ、
　前記第２の放熱板の前記第２の高放熱絶縁体との接合面とは反対側の面を前記上金型の
内部上面に接触させ、
　前記第１の高放熱絶縁体と前記第２の高放熱絶縁体のガラス転移温度は、モールド金型
温度より低いことを特徴とする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】
　本発明は複数の半導体スイッチング素子を重なるように配置し、一体的に樹脂封止する
ことで実装面積を縮小する樹脂封止型半導体装置とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）
やパワーＭＯＳＦＥＴなどは電力の変換やモータ制御に幅広く用いられている半導体スイ
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ッチング素子である。半導体スイッチング素子を用いた装置の一例として、ＩＧＢＴが使
用されている３相交流インバータ回路について図２５を参照して説明する。
【０００３】
　３相交流インバータ回路３０１はＵ相３０２、Ｖ相３０４、Ｗ相３０６を備える。そし
てＵ相３０２、Ｖ相３０４、Ｗ相３０６はそれぞれ上アーム３１０と下アーム３１２を備
える。上アーム３１０はＩＧＢＴ３１４とそれに並列接続されるフリーホイールダイオー
ド３１６を備える。下アーム３１２も同様にＩＧＢＴ３１８とそれに並列接続されるフリ
ーホイールダイオード３２０を備える。そしてＵ相３０２は高電圧直流電源に接続され、
制御回路から伝送される制御信号によるスイッチングを行い、負荷３２２へ交流成分を伝
送する。なお、Ｖ相３０４、Ｗ相３０６についてもＵ相３０２と同様である。
【０００４】
　このように複数のＩＧＢＴ（半導体スイッチング素子）を利用する装置は樹脂封止によ
り実装されることが多い。前述の３相交流インバータ回路３０１のＵ相３０２は例えば図
２６のように実装される。図２６では絶縁基板３３５上に第１の導体電極３３４および第
２の導体電極３３２が配置される。
【０００５】
　第１の導体電極３３４には既述した上アームのＩＧＢＴ３１４のコレクタと、フリーホ
イールダイオード３１６のカソードが接するようにＩＧＢＴ３１４とフリーホイールダイ
オード３１６が配置される。一方第２の導体電極３３２には既述した下アームのＩＧＢＴ
３１８のコレクタと、フリーホイールダイオード３２０のカソードが接するようにＩＧＢ
Ｔ３１８とフリーホイールダイオード３２０が配置される。第１の導体電極３３４および
第２の導体電極３３２に配置された素子はワイヤ配線３０８により所定の接続が行われ図
２５の接続を実現している。
【０００６】
なお、図２６ではＩＧＢＴ３１４の制御信号は制御端子３３８から供給され、ＩＧＢＴ３
１８の制御信号は制御端子３４０から供給される。
【０００７】
　素子の搭載された絶縁基板は樹脂封止されることが多い。一般的な樹脂封止のプロセス
を図２７から図３２を参照して概説する。図２７に示すようにここでは樹脂封止されるべ
き構造であるインサート物３６０が上金型３５０と下金型３５２により形成されるキャビ
ティ３５７に配置される。下金型３５２の一部にはキャビティ内部にモールド樹脂を供給
する樹脂タブレット３５６とプランジャー３５４が配置されている。
【０００８】
　次いで、図２８に示すように上金型３５０と下金型３５２により型締めを行う。この際
、上、下金型がキャビティ内に供給されるべきモールド樹脂を加熱し樹脂粘度が下げられ
る。次いで、プランジャー３５４がキャビティ内部方向に移動しモールド樹脂がキャビテ
ィ内部に注入される（図２９）。さらに上金型３５０、下金型３５２が温度が低下させら
れ、キャビティ内のモールド樹脂３５８が硬化させられる（図３０）。最後に上金型３５
０および下金型３５２が前述の硬化させられたモールド樹脂から取り出され（図３１）所
望の切断等が行われて樹脂封止を終了する（図３２）。
【０００９】
　上述の樹脂封止の方法は、インサート物の厚みが製造ばらつきを持っていてもそのばら
つきが一定の範囲内であれば樹脂封止が問題なく行われる。しかしながらこのような樹脂
封止の方法では放熱特性の向上が十分でないという問題があった。また、実装面積の縮小
の要請に答えることもできず改善が求められていた。
【００１０】
　樹脂封止型半導体装置の実装面積を縮小するためには半導体素子を樹脂封止型半導体装
置の厚み方向に重ねて配置することがある。すなわち、前述の３相交流インバータの例で
はＵ相、Ｖ相、Ｗ相のいずれかに用いられる下アームを構成するＩＧＢＴの上に該上アー
ムを構成するＩＧＢＴを乗せるように重ねた状態で樹脂封止を行うことがある（特許文献
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１－９）これにより図２６に示されるようなフラットな表面（基板）に素子を搭載した場
合と比較して、実装面積をおよそ半分程度にまで縮小できる。
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－０４９５４２号公報
【特許文献２】特開２００６－１３４９９０号公報
【特許文献３】特開２００４－１９３４７６号公報
【特許文献４】特開２００２－０２６２５１号公報
【特許文献５】特開２００４－０４７８５０号公報
【特許文献６】特開２００５－０６４１１６号公報
【特許文献７】特開２００５－０６４１１５号公報
【特許文献８】特開２００５－３３３００８号公報
【特許文献９】特開２００５－３０３０１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　前述したように２のＩＧＢＴを重ねた状態で樹脂封止する半導体装置では、フラットな
表面（基板）に複数の素子を搭載した場合と比較して、素子を高密度で搭載できる。一般
に電力用などの半導体装置では放熱性が重要な特性である。そして前述のように素子を高
密度で搭載すると、ＩＧＢＴなどの樹脂封止される素子の放熱性を高める必要がさらに増
す。そこで図３４に記載のようなインサート物４０１を製造することが考えられる。図３
４に記載のインサート物４０１とはモールド金型内部に搭載され樹脂封止が行われるべき
構造である。インサート物４０１はＩＧＢＴ４０８とＩＧＢＴ４１０、ダイオード４２４
とダイオード４２６を重ねるように配置するものである。
【００１３】
　そしてＩＧＢＴ４０８の表面側すなわちゲートとエミッタが配置される面では、ヒート
スプレッダ４２２が前述のエミッタと接合される。この接合は例えば、はんだ４１６など
により行われる。ヒートスプレッダ４２２は金属製である。ヒートスプレッダ４２２はＩ
ＧＢＴ４０８のエミッタだけでなくダイオオード４２６のアノードとも接合される。ヒー
トスプレッダ４２２は、ＩＧＢＴ４０８のエミッタと接合される面と反対の面において絶
縁層４３０を介し放熱板である銅箔４３４と接合される。銅箔４３４の絶縁層４３０と接
する面と反対の面は、モールド樹脂工程後も外部に露出することを意図している面である
。
【００１４】
　また、ＩＧＢＴ４０８と重ねて配置されるＩＧＢＴ４１０については、ＩＧＢＴ４１０
の裏面すなわち、コレクタの形成される面にヒートスプレッダ４２０が接合される。ヒー
トスプレッダ４２０は金属製である。ヒートスプレッダ４２０はＩＧＢＴ４１０のコレク
タだけでなくダイオオード４２４のカソードとも接合される。ヒートスプレッダ４２０は
、ＩＧＢＴ４１０のコレクタと接合される面と反対の面において絶縁層４３２を介し放熱
板である銅箔４３６と接合される。銅箔４３６の絶縁層４３２と接する面と反対の面は、
モールド樹脂工程後も外部に露出することを意図している面である。
【００１５】
　このような構成を備えるインサート物４０１は図３３に記載の下金型４０２、中間金型
４０４、上金型４０６を備える金型を用いてモールド樹脂による樹脂封止が行われる。図
３３に示されるように、下金型４０２はその上面において中間金型４０４および上金型４
０６と接し、上金型４０６はその下面において中間金型４０４および下金型４０２の上面
と接して型締めが行われる。以後、下金型４０２、中間金型４０４、上金型４０６を用い
た樹脂封止の方法と、図２７から図３２を参照して説明した方法との相違点を説明する。
【００１６】
　インサート物４０１の銅箔４３４と銅箔４３６は、それぞれ絶縁層４３０、４３２に接
する面と反対側の面でモールド樹脂外部に露出することを予定しているため、キャビティ
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４００内部に配置されモールド樹脂がキャビティに導入される際には、キャビティ内壁に
押し付けられていなければならない。すなわち、キャビティ内壁と銅箔４３４、銅箔４３
６とが接していることにより、キャビティ内壁と銅箔４３４、銅箔４３６との間にモール
ド樹脂が浸入せず、前述した通り銅箔４３４と銅箔４３６の一部をモールド樹脂外部に露
出させることができる。
【００１７】
　これにより、ヒートスプレッダ４２２に接続され樹脂封止後のモールド樹脂外部に延び
るＩＧＢＴ４０８のエミッタ端子４４０と、ＩＧＢＴ４１０のコレクタ端子４３８および
主電極４２８からの放熱に加えて、銅箔４３４と銅箔４３６からの放熱も行われる。よっ
て放熱性の良好な樹脂封止型半導体装置を製造し得る。
【００１８】
　ところで前述の製造方法を実施するためには、インサート物４０１の総厚さと金型（下
金型４０２、中間金型４０４、上金型４０６）により形成されるキャビティ４００のキャ
ビティ総深さ（図３３においてＡで示す）とが完全に一致しなければならない。両者が完
全に一致した状態でインサート物４０１がキャビティ４００に導入されモールド樹脂の注
入が行われれば、銅箔４３４と銅箔４３６の一部をモールド樹脂外部へ露出させることが
でき、しかもインサート物に不要な力がかかる弊害もない。しかしながら、インサート物
４０１の製造において、総厚さＢには一定のばらつきが生じることは避けられない。
【００１９】
　ゆえに、インサート物４０１の総厚さＢがキャビティ総深さより小さい値である場合が
ある。この場合、図３５に示される通り下金型４０２、中間金型４０４、上金型４０６に
よる型締めが行われた後においても銅箔４３４と上金型４０６の内壁との間もしくは銅箔
４３６と下金型４０２の内壁との間に間隔４５０、間隔４５２が生じ得る。間隔４５０、
間隔４５２が生じている状態のままで樹脂封止を行うと、モールド樹脂外部に露出すべき
銅箔４３４と銅箔４３６の一部までもがモールド樹脂４５４で覆われてしまう（図３６）
。この結果、装置の放熱特性の改善、向上が困難となる問題があった。
【００２０】
　他方、インサート物４０１の総厚さがキャビティ総深さＡより大きい値である場合も考
えられる。この場合、図３７に記載される通り、下金型４０２、中間金型４０４、上金型
４０６の型締めができない。そして、例えば下金型４０２上面と上金型４０６下面との間
に間隔４６０があく。ここで、前述の間隔４６０をなくすために下金型４０２、中間金型
４０４、上金型４０６またはこれらのいずれかに対する押圧を強め、無理に型締めを行う
と素子がダメージを受けてしまう問題があった（図３８の４６２、４６４、４６６、４６
８)。
【００２１】
　このように、実装面積を縮小するべくＩＧＢＴなどの半導体スイッチング素子を重ねて
配置したインサート物であって、インサート物の放熱特性を向上させることを目的にイン
サート物の一部を金型内壁に密着させた状態でモールド樹脂を行う場合、インサート物の
製造ばらつきに応じてインサート物全体がモールド樹脂で覆われてしまったり、インサー
ト物が割れるなどのダメージを受けてしまったりするという問題があった。
【００２２】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、実装面積の縮小と放熱
特性の向上ができる樹脂封止型半導体装置とそ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】
【００２３】
　本発明にかかる樹脂封止型半導体装置は、表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有す
る第１の半導体スイッチング素子と、該第１の半導体スイッチング素子の該表面に接合さ
れた第１のエミッタ端子と、該第１の半導体スイッチング素子の該裏面に接合された第１
のコレクタ端子と、該第１のコレクタ端子の該第１の半導体スイッチング素子との接合面
とは反対側の面に接合された第１の放熱板と、を有するハイサイドと、表面にエミッタを
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有し裏面にコレクタを有する第２の半導体スイッチング素子と、該第２の半導体スイッチ
ング素子の該表面に接合された第２のエミッタ端子と、該第２の半導体スイッチング素子
の該裏面に接合された第２のコレクタ端子と、該第２のコレクタ端子の該第２の半導体ス
イッチング素子との接合面とは反対側の面に接合された第２の放熱板と、を有するローサ
イドと、該ハイサイドと該ローサイドが、該第１のエミッタ端子と該第２のコレクタ端子
を該モールド樹脂内部で接続する接続リード以外によっては接しないように該ハイサイド
と該ローサイドと該接続リードを一体的に覆うモールド樹脂とを備え、該第１の放熱板の
該第１のコレクタ端子との接合面とは反対側の面は該モールド樹脂から露出し、該第２の
放熱板の該第２のコレクタ端子との接合面とは反対側の面は該モールド樹脂から露出し、
該第１の半導体スイッチング素子と該第２の半導体スイッチング素子は、該第１の半導体
スイッチング素子のエミッタと該第２の半導体スイッチング素子のエミッタが相対するよ
うに配置されることを特徴とする。
【００２４】
　本発明にかかる他の樹脂封止型半導体装置は、表面にエミッタを有し裏面にコレクタを
有する第１の半導体スイッチング素子と、該第１の半導体スイッチング素子の該表面に接
合された第１のエミッタ端子と、該第１の半導体スイッチング素子の該裏面に接合された
第１のコレクタ端子と、該第１のコレクタ端子の該第１の半導体スイッチング素子との接
合面とは反対側の面に接合された第１の放熱板と、を有するハイサイドと、表面にエミッ
タを有し裏面にコレクタを有する第２の半導体スイッチング素子と、該第２の半導体スイ
ッチング素子の該表面に接合された第２のエミッタ端子と、該第２の半導体スイッチング
素子の該裏面に接合された第２のコレクタ端子と、該第２のコレクタ端子の該第２の半導
体スイッチング素子との接合面とは反対側の面に接合された第２の放熱板と、を有するロ
ーサイドと、該ハイサイドと該ローサイドが、該第１のエミッタ端子と該第２のエミッタ
端子との間に配置された弾性構造体以外によっては接しないように該ハイサイドと該ロー
サイドと該弾性構造体を一体的に覆うモールド樹脂とを備え、該第１の放熱板の該第１の
コレクタ端子との接合面とは反対側の面は該モールド樹脂から露出し、該第２の放熱板の
該第２のコレクタ端子との接合面とは反対側の面は該モールド樹脂から露出していること
を特徴とする。
【００２５】
　本発明にかかる樹脂封止型半導体装置の製造方法は、表面にエミッタを有し裏面にコレ
クタを有する第１の半導体スイッチング素子の該表面に第１のエミッタ端子を接合し、該
第１の半導体スイッチング素子の該裏面に第１のコレクタ端子を接合する工程と、該第１
のコレクタ端子の該第１の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の面に第１の放
熱板を接合する工程と、表面にエミッタを有し裏面にコレクタを有する第２の半導体スイ
ッチング素子の該表面に第２のエミッタ端子を接合し、該第２の半導体スイッチング素子
の該裏面に第２のコレクタ端子を接合する工程と、該第２のコレクタ端子の該第２の半導
体スイッチング素子との接合面とは反対側の面に第２の放熱板を接合する工程と、上金型
、下金型、及びこれらの間に配置される中間金型で形成されるキャビティ内部に、該第１
、第２の半導体スイッチング素子、該第１、第２のエミッタ端子、該第１、第２のコレク
タ端子、および該第１、第２の放熱板を入れ、該キャビティの内部にモールド樹脂を注入
して該第１の半導体スイッチング素子と該第２の半導体スイッチング素子を一体的に覆う
工程とを備え、該モールド樹脂を該キャビティ内部に注入する際に、該第１の放熱板の該
第１のコレクタ端子との接合面とは反対側の面を該下金型の内部底面に接触させ、該第２
の放熱板の該第２のコレクタ端子との接合面とは反対側の面を該上金型の内部上面に接触
させ、該第１の半導体スイッチング素子のエミッタと該第２の半導体スイッチング素子の
エミッタが相対するように該第１の半導体スイッチング素子と該第２の半導体スイッチン
グ素子を配置し、該第１のエミッタ端子と該第１のコレクタ端子を該下金型の上面に載せ
、該第１のエミッタ端子と該第１のコレクタ端子の上に該中間金型を載せ、該第２のエミ
ッタ端子と該第２のコレクタ端子を該中間金型の上に載せ、該上金型の下面を該第２のエ
ミッタ端子と該第２のコレクタ端子の上面に押し付け、該第１のエミッタ端子と該第２の
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エミッタ端子を離間させることを特徴とする。
【００２６】
　本発明にかかる他の樹脂封止型半導体装置は、表面にエミッタを有し裏面にコレクタを
有する第１の半導体スイッチング素子の該裏面に第１のコレクタ端子を接合する工程と、
該第１のコレクタ端子の該第１の半導体スイッチング素子との接合面とは反対側の面に有
機組成である第１の高放熱絶縁体を接合する工程と、該第１の高放熱絶縁体の該第１のコ
レクタ端子との接合面とは反対側の面に第１の放熱板を接合する工程と、表面にエミッタ
を有し裏面にコレクタを有する第２の半導体スイッチング素子の該表面に第２のエミッタ
端子を接合する工程と、該第２のエミッタ端子の該第２の半導体スイッチング素子との接
合面とは反対側の面に有機組成である第２の高放熱絶縁体を接合する工程と、該第２の高
放熱絶縁体の該第２のエミッタ端子との接合面とは反対側の面に第２の放熱板を接合する
工程と、該第１の半導体スイッチング素子の表面と該第２の半導体スイッチング素子の裏
面とに挟まれるように主電極出力端子を接合する工程と、上金型と下金型で形成されるキ
ャビティ内部に該第１、第２の半導体スイッチング素子、該第１のコレクタ端子、該第２
のエミッタ端子、該第１、第２の高放熱絶縁体、該第１、第２の放熱板、該主電極出力端
子を入れ、該キャビティの内部にモールド樹脂を注入して該第１の半導体スイッチング素
子と該第２の半導体スイッチング素子を一体的に覆う工程とを備え、該モールド樹脂を該
キャビティ内部に注入する際に、該第１の放熱板の該第１の高放熱絶縁体との接合面とは
反対側の面を該下金型の内部底面に接触させ、該第２の放熱板の該第２の高放熱絶縁体と
の接合面とは反対側の面を該上金型の内部上面に接触させ、該第１の高放熱絶縁体と該第
２の高放熱絶縁体のガラス転移温度は、モールド金型温度より低いことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明により、樹脂封止型半導体装置の小型化と放熱特性の向上を弊害なく行うことが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
実施の形態１
　本実施形態は小型化と放熱特性の向上ができる樹脂封止型半導体装置とその製造方法に
関する。図１は本実施形態の樹脂封止型半導体装置１１の断面図である。樹脂封止型半導
体装置１１は第１のＩＧＢＴ１０を備える。第１のＩＧＢＴ１０は表面にゲート、エミッ
タを有し、裏面にコレクタを有する。第１のＩＧＢＴ１０のゲートには第１の内部配線３
２を介して第１の制御端子２８が接続される。また第１のＩＧＢＴ１０のエミッタには、
はんだ１８により第１のエミッタ端子２２が接続されている。さらに第１のＩＧＢＴ１０
のコレクタには、はんだ１８により第１のコレクタ端子２０が接続されている。
【００２９】
　さらに本実施形態の樹脂封止型半導体装置１１は第１のダイオード１４を備える。第１
のダイオード１４は表面にカソードが形成され裏面にアノードが形成されるものである。
第１のダイオード１４のカソードは、はんだ１８により第１のコレクタ端子２０に接続さ
れる。第１のダイオード１４のアノードは、はんだ１８により第１のエミッタ端子２２に
接続される。従って第１のコレクタ端子２０はその所定の面で第１のＩＧＢＴ１０のコレ
クタおよび第１のダイオード１４のカソードと接続されることになる。また、第１のエミ
ッタ端子２２はその所定の面で第１のＩＧＢＴ１０のエミッタおよび第１のダイオード１
４のアノードと接続される。
【００３０】
　前述の第１のコレクタ端子２０の、第１のＩＧＢＴ１０のコレクタおよび第１のダイオ
ード１４のカソードと接続される面とは反対側の面（以後、第１のコレクタ端子放熱面と
称する）には第１の絶縁層３６が配置されている。第１の絶縁層３６は第１のコレクタ端
子２０の絶縁のために第１のコレクタ端子放熱面と接して配置される。第１の絶縁層３６
の、第１のコレクタ端子放熱面と接する面と反対の面には第１の放熱板３８が配置される
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。第１の放熱板３８は平板状であり、第１の絶縁層３６と接する面と反対側の面において
モールド樹脂３４から外部に露出している。ここで、第１の放熱板３８は金属製であり、
モールド樹脂３４内部、特に第１のコレクタ端子２０の放熱性を高める。なお、前述した
第１のコレクタ端子放熱面とは、第１の絶縁層３６を介して第１の放熱板３８と繋がれ放
熱を行う面である。しかしながら第１のコレクタ端子２０の放熱が第１のコレクタ端子放
熱面以外の面からも行われる場合もある。後述する第２のコレクタ端子放熱面についても
同様である。
【００３１】
　以後説明の便宜上、前述した第１のＩＧＢＴ１０、第１のダイオード１４、第１のコレ
クタ端子２０、第１のエミッタ端子２２、第１の内部配線３２、第１の制御端子２８、第
１の絶縁層３６、第１の放熱板３８からなる構造を「ハイサイド」と称することがある。
【００３２】
　樹脂封止型半導体装置１１は第２のＩＧＢＴ１２を更に備える。第２のＩＧＢＴ１２は
表面にゲート、エミッタを有し、裏面にコレクタを有する。第２のＩＧＢＴ１２のゲート
には第２の内部配線３３を介して第２の制御端子３０が接続される。また第２のＩＧＢＴ
１２のエミッタには、はんだ１８により第２のエミッタ端子２６が接続されている。さら
に第２のＩＧＢＴ１２のコレクタには、はんだ１８により第２のコレクタ端子２４が接続
されている。
【００３３】
　さらに本実施形態の樹脂封止型半導体装置１１は第２のダイオード１６を備える。第２
のダイオード１６は表面にカソードが形成され裏面にアノードが形成されるものである。
第２のダイオード１６のカソードは、はんだ１８により第２のコレクタ端子２４に接続さ
れる。なお、はんだ１８はハイサイドと対応する場所には配置されているものである。
【００３４】
　そして第２のダイオード１６のアノードは、はんだ１８により第２のエミッタ端子２６
に接続される。従って第２のコレクタ端子２４はその所定の面で第２のＩＧＢＴ１２のコ
レクタおよび第２のダイオード１６のカソードと接続される。また、第２のエミッタ端子
２６はその所定の面で第２のＩＧＢＴ１２のエミッタおよび第２のダイオード１６のアノ
ードと接続される。
【００３５】
　前述の第２のコレクタ端子２４のうち、第２のＩＧＢＴ１２のコレクタおよび第２のダ
イオード１６のカソードと接続される面とは反対側の面（以後、第２のコレクタ端子放熱
面と称する）には第２の絶縁層３７が配置されている。第２の絶縁層３７は第２のコレク
タ端子２４の絶縁のために第２のコレクタ端子放熱面と接して配置される。第２の絶縁層
３７の、第２のコレクタ端子放熱面と接する面と反対の面には第２の放熱板３９が配置さ
れる。第２の放熱板３９は平板状であり、第２の絶縁層３７と接する面と反対側の面にお
いてモールド樹脂３４から外部に露出している。ここで、第２の放熱板３９は金属製であ
り、モールド樹脂３４内部、特に第２のコレクタ端子２４の放熱性を高める。
【００３６】
　以後説明の便宜上、前述した第２のＩＧＢＴ１２、第２のダイオード１６、第２のコレ
クタ端子２４、第２のエミッタ端子２６、第２の内部配線３３、第２の制御端子３０、第
２の絶縁層３７、第２の放熱板３９からなる構造を「ローサイド」と称することがある。
【００３７】
　本実施形態の樹脂封止型半導体装置１１は前述のハイサイドとローサイドとがモールド
樹脂３４により一体的に覆われている。しかも、第１のエミッタ端子２２と第２のエミッ
タ端子２６とが相対するようにハイサイドとローサイドが配置される。ここで、第１のエ
ミッタ端子２２と第２のエミッタ端子２６とは０．１ｍｍ程度の間隔が空けられている。
この間隔は特に０．１ｍｍに限定されないが、少なくともハイサイドとローサイドの厚み
の製造ばらつきの和（総厚ばらつき）よりも大きい値が設定される。そしてこの間隔を満
たすように第１のエミッタ端子２２と第２のエミッタ端子２６との間にはモールド樹脂３
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４が形成されている。
【００３８】
　そして、第１のＩＧＢＴ１０、第２のＩＧＢＴ１２、第１のダイオード１４、第２のダ
イオード１６はモールド樹脂３４で覆われているが第１のコレクタ端子２０、第２のコレ
クタ端子２４、第１のエミッタ端子２２、第２のエミッタ端子２６、第１の制御端子２８
、第２の制御端子３０はモールド樹脂３４の外部に延びる部分を備える。
【００３９】
　第１のコレクタ端子２０と第２のエミッタ端子２６が伸びる方向はモールド樹脂３４内
外問わず平行であり、両者がモールド樹脂３４の外部に延びる方向は同一方向である。ま
た、第１のエミッタ端子２２と第２のコレクタ端子２４が伸びる方向はモールド樹脂３４
内外問わず平行であり、両者がモールド樹脂３４の外部に延びる方向は同一方向である。
さらに、第１のコレクタ端子２０と第２のエミッタ端子２６がモールド樹脂３４の外部に
延びる方向と、第１のエミッタ端子２２と第２のコレクタ端子２４がモールド樹脂３４の
外部に延びる方向とは逆方向である。
【００４０】
　本実施形態の樹脂封止型半導体装置は上述の構成を備え、図２５で説明した３相交流イ
ンバータにおける交流Ｕ相３０２、Ｖ相３０４、Ｗ相３０６のいずれかを形成するもので
ある。
【００４１】
　図２は図１のＢ矢示図である。図２に示されるとおり、第１のＩＧＢＴ１０のゲートは
第１の内部配線３２により第１の制御端子２８と接続される。また、第２のＩＧＢＴ１２
のゲートは第２の内部配線３３により第２の制御端子３０と接続される。第１の制御端子
２８、第２の制御端子３０共にモールド樹脂３４の外部に延びる部分を備える。
【００４２】
　図３は本実施形態の樹脂封止型半導体装置１１を図１のＣ矢示方向から見た底面図であ
る。第２の放熱板３９は第２のコレクタ端子放熱面の広い範囲と重なるように配置されて
いる。
【００４３】
　図４、５、６は上述の樹脂封止型半導体装置１１を様々な角度から表した図であり、こ
れらに付された符号については記載済みであるから説明を省略する。
【００４４】
　図７は本実施形態の樹脂封止型半導体装置１１の製造方法について説明する図である。
本実施形態の樹脂封止型半導体装置１１のモールド樹脂による樹脂封止は、下金型５０、
中間金型５２、上金型５４を用いて実施される。すなわち下金型５０、中間金型５２、上
金型５４の内壁により形成されるキャビティ内部にハイサイドとローサイドを入れた状態
で、キャビティ内部にモールド樹脂を注入しハイサイドとローサイドの樹脂封止を行う。
【００４５】
　以下、樹脂封止の工程について図７を参照して詳述する。まず、はんだ付けなどにより
組み立てが行われたローサイドが下金型５０に搭載される。ローサイドのうち、モールド
樹脂外部に延びるべき第２のエミッタ端子２６と第２のコレクタ端子２４の部分は下金型
５０の上側面に載せられる。
【００４６】
　次いで、第２のエミッタ端子２６と第２のコレクタ端子２４の下金型５０の上側面に載
せられた部分の上に、中間金型５２を重ねて載置する。中間金型５２は少なくともその一
部において、中間金型５２と下金型５０とにより第２のエミッタ端子２６と第２のコレク
タ端子２４の一部を挟む部分を備える。
【００４７】
　次いで、はんだ付けなどにより組み立てが行われたハイサイドが、中間金型５２に搭載
される。具体的には、モールド樹脂外部に延びるべき第１のコレクタ端子２０と第１のエ
ミッタ端子２２の部分が中間金型５２の上側面に搭載される。
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【００４８】
　次いで、第１のコレクタ端子２０と第１のエミッタ端子２２の中間金型５２の上側面に
搭載され部分の上に、上金型５４を重ねて載置する。上金型５４は少なくともその一部に
おいて、中間金型５２と上金型５４とにより第１のエミッタ端子２２と第１のコレクタ端
子２０の一部を挟む部分を備える。
【００４９】
　なお、このように下金型５０、中間金型５２、上金型５４のキャビティにハイサイドと
ローサイドが配置された状態では第１のエミッタ端子２２と第２のエミッタ端子２６とは
相対する位置にあり、両者の間には一定の間隔が設けられている。この間隔は中間金型５
２の厚みにより調整できる。
【００５０】
　次いで、下金型５０、中間金型５２、上金型５４の型締めが行われる。型締めは上金型
５０と下金型５４とあるいはそれらの一方に力を加え、ハイサイドおよびローサイドを固
定するものである。本実施形態では、少なくともこの型締めが行われている状態において
は、第１の放熱板３８の第１の絶縁層３６と接する面と反対の面（以後、第１の放熱面と
称する）が上金型５４の内壁と接する。また、第２の放熱板３９の第２の絶縁層３７と接
する面と反対の面（以後、第２の放熱面と称する）が下金型５０の内壁と接する。
【００５１】
　また、型締めが行われている状態における第１のエミッタ端子２２と第２のエミッタ端
子２６との距離（図７においてこの距離はＣで表されている）は、０．１ｍｍであるが、
特にこの値に限定されないのは前述した通りである。
【００５２】
　次いで、前述の型締めが行われた状態でキャビティ内部にモールド樹脂が注入され、ハ
イサイドとローサイドとが一体的に樹脂封止される。
【００５３】
　上述してきた樹脂封止型半導体装置およびその製造方法は以下の特徴を有する。まず、
図７を参照して説明したとおり、本実施形態では第１のエミッタ端子２２と第２のエミッ
タ端子２６との間に間隔（図７ではＣで示す）が設けられた状態で樹脂封止を行う。よっ
て前述の課題が生じる場合である、ハイサイドとローサイドの厚さの和がキャビティ総深
さより大きい場合であっても、間隔Ｃがこの両者の乖離（差）を吸収する。よってＩＧＢ
Ｔ素子などがダメージを受ける弊害を回避できる。これにより、樹脂封止工程前にハイサ
イドとローサイドの厚みを厳しく管理したり、型締め時にハイサイドおよびローサイドに
過剰な力がかかることを回避すべく緩衝層を設けたり、あるいは金型構造を複雑化させて
対応したりする必要はなく、簡便な工程で安価に製造することが可能である。
【００５４】
　さらに、前述の通り、第１の放熱面および第２の放熱面はキャビティ内壁と接した状態
でモールド樹脂の注入が行われるから、これらの面にモールド樹脂が付着することはない
。よって第１の放熱面および第２の放熱面をモールド樹脂外部に露出させることができる
から、樹脂封止型半導体装置の放熱特性を向上させることができる。ここで、ハイサイド
、ローサイドともにＩＧＢＴのコレクタが樹脂封止型半導体装置の外側を向くように位置
されていることは放熱特性にとって理想的な配置である。すなわち、ＩＧＢＴのコレクタ
側に放熱板を配置できることによりＩＧＢＴ素子の投影面積と同等（またはそれ以上)の
放熱板による放熱面積を備える構造とすることができる。
【００５５】
　さらに、本実施形態の樹脂封止型半導体装置はハイサイドとローサイドを重ねて縦方向
に配置するため、これらを平面状に配置する場合と比較して実装面積の削減が可能である
。
【００５６】
　さらに、本実施形態の樹脂封止型半導体装置は、第１のコレクタ端子２０と第２のエミ
ッタ端子２６がモールド樹脂３４の外部に延びる方向と、第１のエミッタ端子２２と第２
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のコレクタ端子２４がモールド樹脂３４の外部に延びる方向とは逆方向である。よってハ
イサイドとローサイドを流れる電流の向きは逆方向であるから相互インダクタンスの低減
ができる。
【００５７】
　ここで、本実施形態の樹脂封止型半導体装置の放熱特性をさらに向上させる構造につい
て説明する。
【００５８】
　図８は第１のエミッタ端子２２と第２のコレクタ端子２４とにはんだ６０によりフィン
状の冷却構造６２が取り付けられた樹脂封止型半導体装置について説明する図である。本
実施形態の構成によれば、既述の第１の放熱板３８と第２の放熱板３９による放熱によっ
て高い放熱効果を得られるが、コレクタ端子、エミッタ端子のいずれかあるいは全てにフ
ィン状の冷却構造６２のような冷却構造を設置することでさらに放熱特性を高めることが
できる。
【００５９】
　図９は前述の冷却構造の他の例を説明する図である。図９のように冷却プレート６４を
コレクタ端子、エミッタ端子のいずれかあるいは全てに設置することも可能である。
【００６０】
　本実施形態を通して、樹脂封止型半導体装置が備える素子として第１のＩＧＢＴ１０、
第２のＩＧＢＴ１２、第１のダイオード１４、第２のダイオード１６を挙げたが本発明は
これに限定されない。すなわち、複数の半導体素子を重ねて配置し樹脂封止を行う樹脂封
止工程において、半導体素子へのダメージなどの弊害なく放熱特性の良好な樹脂封止型半
導体装置を作成できる事が本発明の第１の効果である。よって本発明の効果を得るために
は半導体素子の種類は限定されない。
【００６１】
　同様に本実施形態で示した構成も本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて様々な変形が
考えられる。例えば、第１の放熱板３８および第２の放熱板３９として銅箔を用いても良
い。また、第１の絶縁層３６、第２の絶縁層３７が省略あるいは他のもので代用されてい
ても良い。
【００６２】
実施の形態２
　本実施形態は構成を単純化し放熱特性、電気的特性を高めることができる樹脂封止型半
導体装置に関する。図１０は本実施形態の樹脂封止型半導体装置の断面図である。なお、
図１０において図１と同一の符号が付されたものは図１と同様の構成要素であるから説明
を省略する。以後、実施形態１との構成上の相違点について説明する。
【００６３】
　本実施形態の第１のＩＧＢＴ１０の裏面および第１のダイオード１４のカソードが形成
された面ははんだ１８を介して第１のヒートスプレッダ７２と接合される。また、第２の
ＩＧＢＴ１２の裏面および第２のダイオード１６のカソードが形成された面ははんだ１８
を介して第２のヒートスプレッダ７６と接合される。第１のヒートスプレッダ７２、第２
のヒートスプレッダ７６は電気伝導性の良い金属板である。
【００６４】
　第１のヒートスプレッダ７２であって、第１のＩＧＢＴ１０の裏面などと接する面には
第１のＩＧＢＴ１０のコレクタ端子７４が接続される。コレクタ端子７４はモールド樹脂
３４の外部に延びる部分を備える。
【００６５】
　第２のヒートスプレッダ７６の、第２のＩＧＢＴ１２のコレクタおよび第２のダイオー
ド１６のカソードと接合される面にはさらに接続リード７０が配置される。接続リード７
０はヒートスプレッダ７６と第１のエミッタ端子２２とをモールド樹脂３４の内部で接続
する。
【００６６】
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　本実施形態の樹脂封止型半導体装置は、３相交流インバータのＵ相、Ｖ相、Ｗ相のいず
れかを構成するモジュールであり、（実施形態１で定義した）ハイサイドのエミッタ端子
とローサイドのコレクタ端子は接続されなければならない。そこで、本実施形態ではこの
接続をモールド樹脂３４内部で行うことにより、構成を簡単化している。コレクタ端子７
４と第２のエミッタ端子２６とはモールド樹脂内外を問わず平行に配置されており、両者
はモールド樹脂３４外部の同じ方向に向かって延びる。ここで、第１のエミッタ端子２２
がモールド樹脂３４外部に延びる方向は、コレクタ端子７４と第２のエミッタ端子２６が
モールド樹脂３４外部に伸びる方向と反対側であり、かつモールド樹脂３４内外問わず平
行である。なお、第１のエミッタ端子２２、コレクタ端子７４、第２のエミッタ端子２６
はその役割からそれぞれ、主電極出力端子、主電極Ｐ端子、主電極Ｎ端子と称することも
できる。
【００６７】
　本実施形態の樹脂封止型半導体装置の別の角度から見た図を図１１と図１２に示す。図
１１は図１０のＢ矢示図である。また、図１２は図１０のＣ矢示図である。このような構
成の樹脂封止型半導体装置の製造方法は実施形態１と同様であるから説明を省略する。
【００６８】
　本実施形態の樹脂封止型半導体装置の放熱特性を向上させるためには、例えば、図１３
、１４、１５のような構成が考えられる。図１３には第１のエミッタ端子２２のモールド
樹脂３４外部に延びる部分の表面、裏面にフィン状の冷却構造８０、８２がはんだ８１を
介して取り付けられた様子が示されている。この場合第１のエミッタ端子２２の放熱特性
を高めることができる。
【００６９】
　図１４には第１の放熱板３８に接して配置された冷却プレート９０を第１のエミッタ端
子２２の放熱にも利用する樹脂封止型半導体装置について説明する図である。冷却プレー
ト９０は放熱板（ここでは第１の放熱板３８）の放熱を行うために設置されるものである
。本実施形態では冷却プレート９０がグリス層８４、高放熱絶縁体８６、絶縁層８８を介
して第１のエミッタ端子２２と接続されるから第１の放熱板３８の放熱と第１のエミッタ
端子２２の放熱を同時に行うことができる。この際、第１の放熱板３８と第１のエミッタ
端子２２とは電気的に絶縁されていなければならないため、本実施形態では絶縁層８８が
用いられている。
【００７０】
　図１５は、図１４と同様に冷却プレート９０を第１のエミッタ端子の冷却にも利用でき
る構成を説明する図である。ただし、図１５における第１のエミッタ端子９２はモールド
樹脂３４の外部で厚く形成された部分９４を備える。この厚く形成された部分９４が高放
熱絶縁層９６と接するため、容易に、第１の放熱板３８と第１のエミッタ端子９２との冷
却構造の共有化ができる。
【００７１】
　このように第１のエミッタ端子９２のうちモールド樹脂３４外部に延びる部分において
厚く形成された部分９４を設けることにより図１４の構成と比較して冷却プレート９０と
第１のエミッタ端子９２との間の熱抵抗を低減できる。すなわち、図１５に示す構成によ
れば厚く形成された部分９４が熱容量を持つことになるから、厚く形成された部分９４と
第１のエミッタ端子９２との間には熱抵抗がなく過渡熱特性が向上できる。
【００７２】
　本実施形態の樹脂封止型半導体装置の放熱特性に関する特徴は上述の通りである。以後
、電気的特性に関する特徴を説明する。
【００７３】
　本実施形態の樹脂封止型半導体装置の電気的特性については図１６、１７、１８、１９
を参照して説明する。図１６は３相交流インバータを構成するＵ相の樹脂封止型半導体装
置１１０、Ｖ相の樹脂封止型半導体装置１１２、Ｗ相の樹脂封止型半導体装置１１４それ
ぞれが冷却プレート９８に挟まれる構成である。Ｕ相の樹脂封止型半導体装置１１０、Ｖ
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相の樹脂封止型半導体装置１１２、Ｗ相の樹脂封止型半導体装置１１４はそれぞれが、図
１０に示す樹脂封止型半導体装置である。ここで、Ｕ相の樹脂封止型半導体装置１１０、
Ｖ相の樹脂封止型半導体装置１１２、Ｗ相の樹脂封止型半導体装置１１４の各端子がモー
ルド樹脂の外部に延びる方向は同一である。すなわち、Ｕ相の樹脂封止型半導体装置１１
０、Ｖ相の樹脂封止型半導体装置１１２、Ｗ相の樹脂封止型半導体装置１１４それぞれの
、コレクタ端子７４、第２のエミッタ端子２６は同一方向に延び、同様に第１のエミッタ
端子２２も各々が同一方向に延びる。
【００７４】
　冷却プレートを介して重ねて配置された３つのモジュール（樹脂封止型半導体装置）に
はねじ締めなどによりリアクタンス１００とリアクタンス１０１が固定される。リアクタ
ンス１００とリアクタンス１０１は、リアクタンス１００とリアクタンス１０１により前
述の「冷却プレートを介して重ねて配置された３つのモジュール（樹脂封止型半導体装置
）を挟むように配置される。
【００７５】
　このような構成の３相交流インバータはさらにバスバーに接続される。以後図１７を参
照して説明する。図１７は図１６の構成にＮバスバー１０２、Ｐバスバー１０４が付加さ
れた構成の斜視図である。Ｎバスバー１０２は３つのモジュールのコレクタ端子７４と接
続される。一方Ｐバスバー１０４は３つのモジュールの第２のエミッタ端子２６に接続さ
れる。ここで、Ｎバスバー１０２とＰバスバー１０４とは平行に配置される。
【００７６】
　上述の電極配置である３相交流インバータは、Ｐバスバー１０４－樹脂封止型半導体装
置（インバータモジュール）－Ｎバスバー１０２と電流が流れるループの面積を狭くする
ことができる。よって装置のインダクタンスが低減できる。
【００７７】
　ところで、樹脂封止型半導体装置などの半導体装置には要求耐圧が定められており、こ
の要求耐圧により必要絶縁距離（沿面距離）が決められる。本実施形態の樹脂封止型半導
体装置においてもＰ電極、Ｎ電極、出力端子（エミッタ端子やコレクタ端子）は上述の要
求耐圧を満たす必要沿面距離の確保が必要である。
【００７８】
　本実施形態では前述の沿面距離をｄとした場合に、コレクタ端子７４と第２のエミッタ
端子２６との距離をｄより大きい値としている。さらに、冷却プレート９０と第１のエミ
ッタ端子２２との距離もｄより大きい値としているから要求耐圧を満たすことができる。
なお、図１８は図１７の側面図である。また、図１９は図１８の破線周辺を拡大したもの
である。そして、図１９に示される距離Ｘと距離Ｙとが前述の値ｄより大きい値となって
いる。
【００７９】
　上述してきた放熱特性の向上や電気的特性の向上のための構成の適用は、図１０の樹脂
封止型半導体装置に限らず他の実施形態の樹脂封止型半導体装置であってもよい。すなわ
ち、本実施形態は実施形態１と同様に第１のエミッタ端子２２と第２のエミッタ端子２６
とが相対し、かつ両者の間には間隔が設けられている構成の樹脂封止型半導体装置におい
て放熱特性を電気的特性を向上させるものであるからこの範囲を逸脱しない限りにおいて
は特に限定されない。
【００８０】
実施の形態３
　本実施形態はハイサイドとローサイドの間に間隔を設けることなく樹脂封止工程を行う
ことができる樹脂封止型半導体装置とその製造方法に関する。本実施形態は図２０、２１
、２２、２３を参照して説明する。本実施形態の樹脂封止型半導体装置は、表面にゲート
、エミッタが形成され裏面にコレクタが形成された第１のＩＧＢＴ２００と、第２のＩＧ
ＢＴ２０２を備える。また、表面にカソード、裏面にアノードが形成された第１のダイオ
ード２１２、第２のダイオード２１４を備える。
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【００８１】
　そして、第１のＩＧＢＴ２００のエミッタおよび第１のダイオード２１２のアノードが
平板状の第１のヒートスプレッダ２０８に、はんだ２１６などにより接続される。第１の
ヒートスプレッダ２０８にはモールド樹脂２２９の外部に延びる部分を有する第１のエミ
ッタ端子２２４が接続される。第１のヒートスプレッダ２０８の第１のＩＧＢＴ２００な
どと接続される面と反対の面には有機組成である第１の高放熱絶縁体２１７が配置される
。第１の高放熱絶縁体２１７はそのガラス転移温度がモールド金型温度より低い材料であ
る。一般にモールド金型温度は概ね１８０℃程度であるが本発明は特に限定されない。
【００８２】
　第１の高放熱絶縁体２１７は第１のヒートスプレッダ２０８と接する面の反対の面にお
いて第１の放熱板２０１と接合される。第１の放熱板２０１は第１の高放熱絶縁体２１７
と接する面と反対の面においてモールド樹脂２２９の外部に露出する。
【００８３】
　さらに、本実施形態の樹脂封止型半導体装置は平板状の出力端子２２８を備える。出力
端子２２８はその一面においてはんだ２１６などにより第１のＩＧＢＴ２００のコレクタ
および第１のダイオードのカソードと接合される。出力端子２２８は、第１のＩＧＢＴ２
００のコレクタなどと接合される面と反対の面において第２のＩＧＢＴのエミッタおよび
第２のダイオード２１４のアノードと接合される。そして、出力端子２２８は、前述の第
１のエミッタ端子と反対方向にモールド樹脂２２９外部に延びる部分を有する。
【００８４】
　さらに、第２のＩＧＢＴ２０２のコレクタと第２のダイオード２１４のカソードとは平
板状の第２のヒートスプレッダ２１０に、はんだ２１６などにより接続される。第２のヒ
ートスプレッダ２１０にはモールド樹脂２２９の外部に延びる部分を有する第２のコレク
タ端子２２６が接続される。ここで、第２のコレクタ端子２２６と第１のエミッタ端子２
２４とはモールド樹脂内外問わず平行であり、かつモールド樹脂２２９から同一方向に外
部に延びる。
【００８５】
　第２のヒートスプレッダ２１０の、第２のＩＧＢＴ２０２のコレクタなどと接続される
面と反対の面には第２の高放熱絶縁体２１８が配置される。第２の高放熱絶縁体２１８の
組成は第１の高放熱絶縁体２１７と同様である。ここで、第１の高放熱絶縁体２１７と第
２の高放熱絶縁体２１８は例えばエポキシ樹脂であり、それぞれ厚みが０．２～０．３ｍ
ｍ程度である。また、ガラス転移温度においてはその厚みの１０％程度の範囲で膨張ある
いは収縮できる。そして、第２の高放熱絶縁体２１８の第２のヒートスプレッダ２１０と
接する面とは反対の面はモールド樹脂２２９の外部に露出する。なお、図２１は、第１の
ＩＧＢＴ２００と第２のＩＧＢＴ２０２の制御端子について説明するための図であって図
２０のＢ矢示図である。これは実施の形態１で説明したとおりであるから説明を省略する
。
【００８６】
　このように本実施形態の樹脂封止型半導体装置は、実施形態１とは異なりハイサイドと
ローサイドとの間に間隔がない。しかしながら、ハイサイドとローサイドとを金型のキャ
ビティ内部に搭載し、金型をモールド樹脂の流動性を得られる温度であるモールド金型温
度まで上昇させたときには第１の高放熱絶縁体２１７と第２の高放熱絶縁体２１８はガラ
ス転移温度に達している。ゆえに、樹脂封止を行う際にハイサイドとローサイドの総厚と
キャビティ深さとの間に乖離があったとしてもその乖離を第１の高放熱絶縁体２１７と第
２の高放熱絶縁体２１８が膨張又は収縮することにより吸収できる。より具体的には図２
２と図２３を参照して説明する。
【００８７】
　図２２はハイサイドとローサイドの総厚がキャビティ深さよりも小さい値である場合に
ついて説明する図である。この場合、樹脂封止工程後にも外部に露出すべき第１の放熱面
と第２の放熱面がモールド樹脂に覆われてしまう恐れがある。ところが、本実施形態の第
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１の高放熱絶縁体２１７と第２の高放熱絶縁体２１８はガラス転移温度において力が加え
られていなければ熱膨張する。よって第１の高放熱絶縁体２１７と第２の高放熱絶縁体２
１８の熱膨張によりハイサイドとローサイドの総厚とキャビティ深さとの乖離を埋めるこ
とができる。ゆえにモールド樹脂を注入する際にはハイサイドとローサイドの総厚がキャ
ビティ深さと一致するから実施形態１などと同様に放熱板を表面に露出させることができ
、しかも素子へのダメージも回避できる。
【００８８】
　図２３ではハイサイドとローサイドの総厚がキャビティ深さよりも大きい値である場合
について説明する図である。この場合、下金型、中間金型、上金型による型締めの際にハ
イサイドとローサイドとに力がかかり得る。ところが、本実施形態の第１の高放熱絶縁体
２１７と第２の高放熱絶縁体２１８はガラス転移温度においては軟化しており力が加えら
れると収縮する。よって第１の高放熱絶縁体２１７と第２の高放熱絶縁体２１８の熱膨張
によりハイサイドとローサイドの総厚とキャビティ深さとの乖離を埋めることができる。
ゆえにモールド樹脂を注入する際にはハイサイドとローサイドの総厚がキャビティ深さと
一致するから実施形態１などと同様にＩＧＢＴなどへの素子に対するダメージを回避した
モールド樹脂を行うことができる。
【００８９】
　本実施形態は、樹脂封止されるべきハイサイドとローサイドの総厚ばらつきが、　第１
の高放熱絶縁体２１７および第２の高放熱絶縁体２１８がガラス転移温度以上のときに膨
張あるいは収縮できる厚みの範囲内であるかぎりにおいて弊害なく樹脂封止を行うことが
できるものである。従って、あらかじめハイサイドとローサイドからなるインサート物の
ばらつき（総厚のばらつき）を取得しておけば、それに応じて第１の高放熱絶縁体２１７
および第２の高放熱絶縁体２１８の厚さ、材質等を最適化することにより、樹脂封止型半
導体装置の厚さを不必要に厚くすることなく実施形態１と同様の効果を得ることができる
。
【００９０】
　ここで、第１の高放熱絶縁体２１７および第２の高放熱絶縁体２１８の厚みは、ＩＧＢ
Ｔ素子の厚みのばらつきなどにより適宜定められるから上述の値に限定されない。同様に
、第１の高放熱絶縁体２１７および第２の高放熱絶縁体２１８がガラス転移温度に達した
ときに熱膨張、収縮できる範囲についてもＩＧＢＴ素子などのばらつきに応じて適宜定め
ればよいので限定されない。
【００９１】
実施の形態４
　本実施形態はハイサイドとローサイドの間に弾性構造体が配置される樹脂封止型半導体
装置とその製造方法に関する。本実施形態は図２４を参照して説明する。図２４において
図１と同様の符号が付される部分は図１と同様であるから説明を省略する。本実施形態の
樹脂封止型半導体装置は第１のエミッタ端子２２と第２のエミッタ端子２６の両者に挟ま
れて弾性構造体３００が配置される点に特徴がある。
【００９２】
　弾性構造体３００は平板状の絶縁体であって、少なくとも厚み方向に弾性を有する材料
である。弾性構造体３００は第１のＩＧＢＴ１０と第２のＩＧＢＴ１２に挟まれると同時
に第１のダイオード１４と第２のダイオード１６によっても挟まれるように配置される。
【００９３】
　このような樹脂封止型半導体装置は、例えば、ハイサイドとローサイドを弾性構造体３
００により一体化させた状態でキャビティ内部に導入される。ここで、弾性構造体３００
が厚み方向へ変形することができる範囲は、ハイサイドとローサイドの総厚ばらつきを吸
収できるように定められる。
【００９４】
　すなわち、ハイサイドとローサイドの総厚ばらつきがあったとしても弾性構造体３００
が変形することでその総厚を金型のキャビティ厚さと一致させることができる。よってハ
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イサイドとローサイドが金型のキャビティ内部に配置された状態では実施形態１で定義し
た第１の放熱面と第２の放熱面はそれぞれ上金型と下金型の内壁に接している。
【００９５】
　ここで、既述の通り実施の形態１においても第１の放熱面と第２の放熱面はそれぞれ上
金型と下金型の内壁に接触させられる。これは、第１のコレクタ端子２０などの樹脂封止
工程時に金型によって固定される部分がハイサイドにおいては上側に、ローサイドにおい
ては下側に及ぼす押圧力によって得られる効果である。ところが、本実施形態では「第１
のコレクタ端子２０などが樹脂封止工程時に金型によって固定される部分」ではなく、弾
性構造体３００によって前述の押圧力が生み出される。
【００９６】
　そして実施形態１では第１のエミッタ端子２２と第２のエミッタ端子２６あるいは、第
１の制御端子２８と第２の制御端子３０との間はモールド樹脂３４によって「離間」され
ていた。ところが本実施形態では前述の「離間」が弾性構造体３００により行われるから
より確実なショート防止効果が得られる。このように本実施形態では弾性構造体３００に
より、樹脂封止工程においては第１の放熱面と第２の放熱面を金型に密着させることがで
き、しかも完成品においては端子間のショート防止効果を得られる。
【００９７】
　以上実施形態１から４を通して樹脂封止型半導体装置とその製造方法について説明した
が、これらについては様々な変形が考えられる。すなわち、本発明の最も重要な特徴は「
素子を重ねた状態で樹脂封止される樹脂封止型半導体装置において、モールド金型温度よ
り低いガラス転移温度を有する高放熱絶縁体を該素子と重ねて配置したり、ハイサイドと
ローサイドとの間に間隔を設けたり、弾性構造体を設けたりすることにより、樹脂封止工
程において素子にダメージを与えることなく、放熱特性が良好な樹脂封止型半導体装置を
作成できる」点にある。従ってこの範囲を逸脱しない限りにおいては様々な変形が適宜行
われる。
【００９８】
　例えば、第１のコレクタ端子２０は、第１の絶縁層３６を介して第１の放熱板３８と接
合されているが、第１のコレクタ端子２０が直接に第１の放熱板３８に接合される構成で
あっても本発明の効果を失わない。従って、本発明でいう「接合」とは、例えば第１の絶
縁層３６などを介して（挟んで）間接的に接合する場合と直接的に接合する場合とを包含
するものであり、広義に解釈されるべきものである。他の実施形態においても同様である
。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】実施の形態１の樹脂封止型半導体装置の断面図である。
【図２】図１におけるＢ矢示図である。
【図３】図１におけるＣ矢示図である。
【図４】図１の樹脂封止型半導体装置の概観を表す図である。
【図５】図１の樹脂封止型半導体装置の概観を表す図である。
【図６】図１の樹脂封止型半導体装置の概観を表す図である。
【図７】実施の形態１の樹脂封止型半導体装置の製造方法を説明する図である。
【図８】実施の形態１の樹脂封止型半導体装置の冷却構造を説明する図である。
【図９】実施の形態１の樹脂封止型半導体装置の冷却構造を説明する図である。
【図１０】実施の形態２の樹脂封止型半導体装置の断面図である。
【図１１】図１０におけるＢ矢示図である。
【図１２】図１０におけるＣ矢示図である。
【図１３】実施の形態２の樹脂封止型半導体装置の冷却構造を説明する図である。
【図１４】実施の形態２の樹脂封止型半導体装置の冷却構造を説明する図である。
【図１５】実施の形態２の樹脂封止型半導体装置の冷却構造を説明する図である。
【図１６】実施の形態２の樹脂封止型半導体装置で３相交流インバータを形成した例を示
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す図である。
【図１７】バスバーに接続された図１６の構造を説明する斜視図である。
【図１８】図１７の正面図である。
【図１９】図１８のＤで表された部分周辺の拡大図である。
【図２０】実施の形態３の樹脂封止型半導体装置の断面図である。
【図２１】図１におけるＢ矢示図である。
【図２２】実施の形態３の樹脂封止型半導体装置の製造方法について説明する図である。
【図２３】実施の形態３の樹脂封止型半導体装置の製造方法について説明する図である。
【図２４】実施の形態４の樹脂封止型半導体装置の断面図である。
【図２５】３相交流インバータを説明する回路図である。
【図２６】単一の相のレイアウト例について説明する図である。
【図２７】既知の樹脂封止工程について説明する図である。
【図２８】既知の樹脂封止工程について説明する図である。
【図２９】既知の樹脂封止工程について説明する図である。
【図３０】既知の樹脂封止工程について説明する図である。
【図３１】既知の樹脂封止工程について説明する図である。
【図３２】既知の樹脂封止工程について説明する図である。
【図３３】樹脂封止工程で用いられる金型について説明する図である。
【図３４】既知のモールド樹脂工程前の構造について説明する図である。
【図３５】放熱性に関する課題を説明する図である。
【図３６】放熱性に関する課題を説明する図である。
【図３７】素子へのダメージに関する課題について説明する図である。
【図３８】素子へのダメージに関する課題について説明する図である。
【符号の説明】
【０１００】
　１１　樹脂封止型半導体装置、　１０　第１のＩＧＢＴ、　１２　第２のＩＧＢＴ、　
１４　第１のダイオード、　１６　第２のダイオード、　２０　第１のコレクタ端子、　
２２　第１のエミッタ端子、　２６　第２のエミッタ端子、　２４　第２のコレクタ端子
、　３８　第１の放熱板、　３９　第２の放熱板、　３４　モールド樹脂、　５０　下金
型、　５２　中間金型、　５４　上金型、　７０　接続リード、　２１６　第１の高放熱
絶縁体、　２１８　第２の高放熱絶縁体、　３００　弾性構造体
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