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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の半導体素子が搭載される素子搭載部材と、
　前記素子搭載部材の所定の位置に搭載され、前記半導体素子として所定の電力素子を含
む半導体チップと、
　前記半導体チップに対して所定の位置に上方に向けて立設され、前記半導体チップと電
気的に接続された接続端子と、
　前記素子搭載部材および前記半導体チップの全体を少なくとも上方から覆うとともに、
立設された前記接続端子を上方から覆う部分において突出させる態様で前記素子搭載部材
および前記半導体チップを封止する封止樹脂と、
　前記素子搭載部材に対して前記半導体チップが搭載された側と反対の側に配設された放
熱板と
を備え、
　前記放熱板において前記封止樹脂と接触する部分には、封止樹脂が充填される凹部が形
成され、
　前記凹部は、前記放熱板における前記素子搭載部材が配設された第１面から前記第１面
と対向する第２面に向って断面積が増加する態様で形成された円形の開口部とされる、半
導体装置。
【請求項２】
　前記素子搭載部材と前記接続端子はリードフレームからなる、請求項１記載の半導体装
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置。
【請求項３】
　前記素子搭載部材はセラミックス基板であり、
　前記接続端子はリードフレームからなる、請求項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　半導体素子が搭載される素子搭載部材を用意する工程と、
　前記素子搭載部材を放熱板における一方の面に搭載する工程と、
　接続端子となるパターンを含むリードフレームを用意する工程と、
　前記素子搭載部材に前記半導体素子として所定の電力素子を含む半導体チップを搭載す
る工程と、
　前記半導体チップと前記接続端子とを所定の金属線によって接続する工程と、
　前記半導体チップに対して、前記接続端子が所定の位置に上方に向けて立設するように
前記リードフレームを加工する工程と、
　前記素子搭載部材および前記半導体チップを封止するための所定の封止樹脂が注入され
る所定の金型内に、前記素子搭載部材および前記半導体チップの全体を少なくとも上方か
ら覆うとともに、立設された前記接続端子を上方から覆う部分において突出させる態様で
前記リードフレームおよび前記素子搭載部材をセットする工程と、
　前記金型内に前記封止樹脂を注入する工程と、
　前記金型から前記封止樹脂によって封止された前記半導体チップを取出す工程と
を備え、
　前記素子搭載部材を前記放熱板に搭載する工程では、前記放熱板として、前記封止樹脂
が充填される凹部を形成した放熱板が用いられ、
　前記凹部として、前記放熱板における前記素子搭載部材が配設される第１面から前記第
１面と対向する第２面に向って断面積が増加する態様で円形の開口部が形成される、半導
体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記素子搭載部材を用意する工程および前記リードフレームを用意する工程では、前記
リードフレームとして、前記接続端子とタイバーによって繋がれた前記素子搭載部材とし
てのフレーム本体を含むリードフレームが用意される、請求項４記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項６】
　前記封止樹脂を注入する工程の前に、前記タイバーを除去する工程を備え、
　前記封止樹脂を注入する工程では、前記タイバーが除去された状態で前記封止樹脂が注
入される、請求項５記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記封止樹脂を注入する工程では、前記接続端子と前記フレーム本体が前記タイバーで
繋がれた状態で前記封止樹脂が注入され、
　前記半導体チップを取出す工程の後、前記封止樹脂から突出している前記タイバーを除
去する工程を備えた、請求項５記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記素子搭載部材を用意する工程では、前記素子搭載部材としてセラミックス基板が用
意される、請求項４記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置およびその製造方法に関し、特に、電力用半導体素子を備えた半導
体装置とその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　産業機器のインバータ駆動などに用いられる半導体装置には、ＩＧＢＴ（Insulated Ga
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te Bipolar Transistor）等のスイッチング素子が適用されている。このようなスイッチ
ング素子は半導体チップとして、所定のセラミックス基板に搭載される。このような半導
体チップを搭載したセラミックス基板は、半導体チップから発生する熱を放出させるため
に放熱板に載置される。そして、その放熱板の周囲には、セラミックス基板を取囲むよう
にインサートケースが配設されている。インサートケースは、たとえばＰＥＴ－ＰＢＴ（
ポリエチレンテレフタレート（PolyEthylene Terephtalate）－ポリブチレンテレフタレ
ート（PolyButylene Terephthalate））、ＰＢＴ、ＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド
（PolyPhenylene Sulfide））等の樹脂から形成されている。
【０００３】
　インサートケースには、半導体装置と外部の機器とを接続するための端子台座が設けら
れている。端子台座には、セラミックス基板から延在する主電極端子とナットが支持（固
定）される部分が設けられている。そして、この部分に、外部の機器と接続されたバスバ
ーなどの端子がボルトなどによって固定されることになる。この種の半導体装置を開示し
た文献として、たとえば特許文献１がある。
【特許文献１】特開２００２－３１４０３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の半導体装置では次のような問題点があった。半導体装置では、製
造コストの低減が図られている。上述した半導体装置では、インサートケースが比較的高
価であり、製造コストの低減を阻害する要因の一つとなっていた。
【０００５】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、一つの目的は製造コストの
低減が図られる半導体装置を提供することであり、他の目的はそのような半導体装置の製
造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る半導体装置は、素子搭載部材と半導体チップと接続端子と封止樹脂と放熱
板とを備えている。素子搭載部材には所定の半導体素子が搭載される。半導体チップは素
子搭載部材の所定の位置に搭載され、半導体素子として所定の電力素子を含む。接続端子
は、半導体チップに対して所定の位置に上方に向けて立設され、半導体チップと電気的に
接続されている。封止樹脂は、素子搭載部材および半導体チップの全体を少なくとも上方
から覆うとともに、立設された接続端子を上方から覆う部分において突出させる態様で素
子搭載部材および半導体チップを封止する。放熱板は素子搭載部材に対して半導体チップ
が搭載された側と反対の側に配設されている。その放熱板において封止樹脂と接触する部
分には、封止樹脂が充填される凹部が形成されている。その凹部は、放熱板における素子
搭載部材が配設された第１面から第１面と対向する第２面に向って断面積が増加する態様
で形成された円形の開口部とされる。
【０００７】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、以下の工程を備えている。半導体素子が搭載さ
れる素子搭載部材を用意する。素子搭載部材を放熱板における一方の面に搭載する。接続
端子となるパターンを含むリードフレームを用意する。素子搭載部材に半導体素子として
所定の電力素子を含む半導体チップを搭載する。半導体チップと接続端子とを所定の金属
線によって接続する。半導体チップに対して接続端子が所定の位置に上方に向けて立設す
るように、リードフレームを加工する。素子搭載部材および半導体チップを封止するため
の所定の封止樹脂が注入される所定の金型内に、素子搭載部材および半導体チップの全体
を少なくとも上方から覆うとともに、立設された接続端子を上方から覆う部分において突
出させる態様でリードフレームおよび素子搭載部材をセットする。金型内に封止樹脂を注
入する。金型から封止樹脂によって封止された半導体チップを取出す。素子搭載部材を放
熱板に搭載する工程では、放熱板として、封止樹脂が充填される凹部を形成した放熱板が
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用いられる。その凹部として、放熱板における素子搭載部材が配設される第１面から第１
面と対向する第２面に向って断面積が増加する態様で円形の開口部が形成される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る半導体装置によれば、封止樹脂によって素子搭載部材および半導体チップ
の全体が少なくとも上方から覆われるとともに、封止樹脂が上方から覆う部分において立
設された接続端子が突出している。これにより、従来の半導体装置と比較して、高価なイ
ンサートケースが不要になり、半導体装置の製造コストの低減を図ることができる。
【０００９】
　本発明に係る半導体装置の製造方法によれば、封止樹脂が注入される所定の金型内に、
封止樹脂が素子搭載部材および半導体チップの全体を少なくとも上方から覆うとともに、
立設された接続端子を上方から覆う部分において突出させる態様でリードフレームおよび
素子搭載部材がセットされ、その状態で金型内に封止樹脂が注入されて、素子搭載部材お
よびリードフレームが封止される。これにより、従来の半導体装置と比較して、高価なイ
ンサートケースが不要になり、半導体装置の製造コストの低減を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　参考例１
　本発明に関連する参考例１に係る半導体装置の製造方法について説明する。まず、図１
、図２および図３に示すように、素子搭載部材としてのリードフレーム２が用意される。
リードフレーム２は、たとえば銅（Ｃｕ）等の薄板からなり、所定のパターンに打ち抜か
れて、半導体チップが搭載されるフレーム本体３の部分、リード端子４となる部分および
主電極端子５となる部分が設けられている。これらの部分は、タイバー６によって互いに
繋がれている。そのリードフレーム２では、リード端子４となる部分および主電極端子５
となる部分がフレーム本体３に対して所定の位置において上方を向くように折り曲げられ
ている。
【００１１】
　次に、図４、図５および図６に示すように、リードフレーム２におけるフレーム本体３
の部分が、高熱伝導性樹脂シート１０を介在させて、たとえば銅（Ｃｕ）板等からなる放
熱板７の表面に固着される。次に、図７、図８および図９に示すように、ＩＧＢＴやダイ
オード等の半導体チップ１１が、フレーム本体３における所定の位置にはんだ（図示せず
）によって接着される（ダイボンド）。次に、ダイボンドされた半導体チップ１１の所定
の電極とこれに対応するリード端子４等とが、所定の、たとえばアルミニウム等のワイヤ
１２によって電気的に接続される（ワイヤボンド）。
【００１２】
　その後、リードフレーム２の所定の部分（点線３０）にてカットすることでタイバー６
が除去される。なお、リードフレームの折り曲げ、半導体チップのダイボンドおよびワイ
ヤボンドの順序としては、リードフレームを折り曲げる前に半導体チップをフレーム本体
にダイボンドし、続けてワイヤボンドを行なう方法が一般的である。上述した方法では、
リードフレームを高熱伝導性樹脂シートを介して放熱板に固着する必要があることから、
リードフレームを折り曲げた後に半導体チップをフレーム本体にダイボンドし、続けてワ
イヤボンドを行なう方法が採用されている。
【００１３】
　次に、このようにしてリード端子４等とワイヤボンディングされた半導体チップ１１を
所定の樹脂で封止する作業が行なわれる。まず、図１０、図１１、図１２および図１３に
示すように、第１の金型２１の凹部２１ｄに放熱板７の裏面を上に向けて半導体チップ１
１を搭載したリードフレーム２がセットされる。つまり、半導体チップ１１の上方から、
あるいは、半導体チップ１１が搭載されている側から半導体チップ１１を樹脂が覆う態様
でリードフレーム２がセットされる。その第１の金型２１には、樹脂を凹部２１ｄへ送り
込むためのゲート２１ａが形成されている。また、このとき、各リード端子４の先端部分
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および主電極端子５の先端部分は、第１の金型２１に設けられた受入れ挿通部２１ｂに挿
入される。
【００１４】
　次に、図１４、図１５、図１６および図１７に示すように、第１の金型２１の凹部２１
ｄにセットされたリードフレーム２を凹部２１ｄ内に閉じ込めるように、第１の金型２１
に対して第２の金型２２が装着される。次に、図１８および図１９に示すように、ゲート
２１ａから樹脂１３が注入されて、フレーム本体３等が収容された凹部２１ｄ内に樹脂１
３が充填される。その樹脂として、たとえばＰＰＳ（Poly Phenylene Sulfide）などの熱
可塑性の樹脂が用いられる。
【００１５】
　樹脂１３が硬化した後、第２の金型２２が第１の金型２１から引離される。こうして、
図２０に示すように、半導体チップ１１とフレーム本体３等（図７等参照）が樹脂１３で
封止された半導体装置が取り出される。半導体装置の上面に対応する樹脂１３の表面１３
ａ、つまり、半導体チップ１１を上方から覆う樹脂１３の部分の表面１３ａから、リード
端子４および主電極端子５の先端部分が突出した状態にある。また、その樹脂１３の表面
１３ａには、ブスバー（図示せず）等をボルトで留めるためのナット１４が配設されてい
る。
【００１６】
　次に、図２１、図２２および図２３に示すように、主電極端子５の先端部分が樹脂１３
の上面に平行になるように折り曲げられる。こうして半導体装置１が完成する。完成した
半導体装置１では、主電極端子５とリード端子４は樹脂１３の表面１３ａに露出しており
、樹脂１３の側面にはリード端子等は露出していない。樹脂１３の裏面には放熱板７の表
面（下面）が露出している。こうして、放熱板７の上面に載置されたリードフレーム（フ
レーム本体３）２と半導体チップ１１の全体は上方から樹脂１３によって覆われて、樹脂
１３によって封止されている。
【００１７】
　上述した半導体装置１の製造方法によれば、熱可塑性の樹脂１３を所定の金型２１，２
２内に注入することによって半導体チップ１１等を封止することで、インサートケースを
用いて形成した従来の半導体装置と比較すると、そのような高価なインサートケースが不
要になり、半導体装置１の製造コストの低減を図ることができる。
【００１８】
　また、このようにして製造された半導体装置１では、主電極端子５とリード端子４は樹
脂１３の側面には露出せず、放熱板７と対向する樹脂１３の上面の表面１３ａに露出して
いる。リード端子４等が樹脂１３の側面から突出して露出している場合には、側面に突出
したリード端子４等の部分と露出している金属からなる放熱板７の部分（下面）との間に
沿面放電が生じないように、両者間の距離を確保する必要がる。そのために、樹脂１３に
は所定の厚みが要求される。
【００１９】
　一方、リード端子４等が樹脂１３の上面から突出して露出している場合には、リード端
子４等が突出している部分は樹脂１３の側面の上端から距離が隔てられている。そのため
、その距離が隔てられている分樹脂１３の厚みを薄くすることができ、半導体装置１の小
型化に寄与することができる。
【００２０】
　変形例
　なお、上述した半導体装置１では、リードフレーム２のフレーム本体３に搭載される半
導体チップとして、ＩＧＢＴやダイオード等の半導体チップ１１を例に挙げた。つまり、
電力半導体素子のみを例に挙げた。半導体装置１としては、図２４に示すように、ＩＧＢ
Ｔやダイオード等の半導体チップ１１とともに、半導体装置１の動作を制御する制御回路
が形成された制御回路チップ１９を併せて搭載するようにしてもよい。制御回路（ＩＣ（
Integrated Circuit））チップ１９が樹脂１３に封止されることで、制御回路チップ１９
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が保護されて、半導体装置１の駆動の信頼性を向上させることができる。
【００２１】
　また、図２４に示すように制御回路（ＩＣ）チップ１９を樹脂１３で封止する代わりに
、ＩＧＢＴやダイオード等の半導体チップ１１を樹脂１３で封止した後、図２５に示すよ
うに、その樹脂１３の上面部の凹部１３ｂが設けられるなどした所定の位置に、リード端
子４と電気的に接続可能な配線パターンを有するプリント基板２０を配設し、そのプリン
ト基板２０上にパッケージされた制御回路（ＩＣ）１９ｐやその他の電子部品を実装する
ようにしてもよい。
【００２２】
　そして、そのプリント基板２０に、制御回路（ＩＣ）１９ｐ等との信号の入出力を行な
うための外部接続リード端子（ピン）２６を設け、さらに、プリント基板２０等の保護の
ために、プリント基板２０等を蓋２５、あるいは、樹脂（図示せず）で覆うようにしても
よい。このような構造を採用することで、より多くの電子部品からなる制御回路構成等を
一つの半導体装置に搭載させることができる。
【００２３】
　実施の形態
　ここでは、放熱板と樹脂との密着性の向上が図られる半導体装置の製造方法について説
明する。図２６および図２７に示すように、放熱板として、長手方向の両端部にそれぞれ
開口部８が形成された放熱板７が用意される。その後、前述した製造方法と同様にして、
ＩＧＢＴやダイオード等の半導体チップ１１がフレーム本体３に接着され（ダイボンド）
される。次に、ダイボンドされた半導体チップ１１の所定の電極とこれに対応するリード
端子４等とが、ワイヤによって電気的に接続される。その後、タイバーの部分がカットさ
れる。
【００２４】
　次に、図２８に示すように、第１の金型２１の凹部２１ｄに放熱板７の裏面を上に向け
て半導体チップ１１を搭載したリードフレーム２がセットされる。第１の金型２１の凹部
２１ｄにセットされたリードフレーム２を凹部２１ｄ内に閉じ込めるように、第１の金型
２１に対して第２の金型２２が装着される。そして、ゲート２１ａから樹脂１３が注入さ
れて、フレーム本体３等が収容された凹部２１ｄ内に熱可塑性の樹脂１３（図１８等参照
）が充填される。
【００２５】
　樹脂１３が硬化した後、第２の金型２２が第１の金型２１から引離されて、半導体チッ
プ１１とフレーム本体３等が樹脂１３で封止された半導体装置１が取り出される。次に、
図２９に示すように、主電極端子５が樹脂１３の上面の表面１３ａに平行になるように折
り曲げられる。こうして半導体装置１が完成する。
【００２６】
　上述した半導体装置１では、前述した半導体装置１における効果に加えて、さらに、次
のような効果が得られる。すなわち、放熱板７に開口部８が設けられて、樹脂１３で封止
する際に樹脂１３がその開口部８に入り込むことで、樹脂１３と放熱板７との密着性を向
上させることができる。これにより、半導体装置１の耐湿性がよくなることで信頼性をさ
らに向上させることができる。
【００２７】
　変形例
　上述した半導体装置１では、放熱板７として所定の位置に開口部８が形成された放熱板
７を例に挙げた。放熱板７としては、開口部８の他に、たとえば溝部が形成された放熱板
を適用してもよい。この場合には、図３０および図３１に示すように、長手方向の両端部
にそれぞれ溝部９が形成された放熱板７が用意される。この溝部９は樹脂が注入される方
向に沿って延在する。
【００２８】
　その放熱板７にリードフレーム２および半導体チップ１１等が搭載された後、図３２に
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示すように、第１の金型２１の凹部２１ｄにリードフレーム２がセットされ、その第１の
金型２１に第２の金型２２が装着される。
【００２９】
　次に、ゲート２１ａから樹脂１３（図１８等参照）が注入されて、フレーム本体３等が
収容された凹部２１ｄ内に熱可塑性の樹脂１３が充填される。このとき、樹脂１３の注入
のとともに、その注入方向に沿って形成された溝部９に樹脂が確実に充填される。樹脂１
３が硬化した後、第２の金型２２が第１の金型２１から引離されて、半導体チップ１１と
フレーム本体３等が樹脂１３で封止された半導体装置が取り出される。その後、図３３に
示すように、主電極端子５が樹脂１３の上面の表面１３ａに平行になるように折り曲げら
れて、半導体装置１が完成する。
【００３０】
　この半導体装置１では、放熱板７には樹脂１３が注入される方向に沿って溝部９が形成
されている。これにより、樹脂１３を注入する際に樹脂１３がより確実に溝部９に充填さ
れて、樹脂１３と放熱板７との密着性を開口部８の場合と同様に高めることができる。
【００３１】
　なお、開口部としては、たとえば図３４に示すように、放熱板７の表面側から裏面側に
向って断面積が徐々に増加する態様でテーパ８ａがつけられた開口部８を適用してもよい
。また、溝部としては、たとえば図３５に示すように、同様の態様でテーパ９ａがつけら
れた溝部９を適用してもよい。このようなテーパ８ａ，９ａが設けられた開口部８あるい
は溝部９を適用することで、硬化した樹脂１３がテーパ８ａ，９ａで捕えられて樹脂１３
と放熱板７との密着性をさらに向上させることができる。
【００３２】
　参考例２
　ここでは、素子搭載部材としてセラミックス基板を備えた半導体装置について説明する
。まず、図３６および図３７に示すように、素子搭載部材としてのセラミックス基板１５
が用意される。セラミックス基板１５は、セラミックス基板本体１６と所定の銅パターン
１７を備えている。所定の銅パターン１７は、セラミックス基板本体１６の表面と裏面の
両面に形成されている。
【００３３】
　銅パターン１７のうち、セラミックス基板本体１６の半導体チップが搭載される面（表
）には、半導体チップやリード端子等の配置に対応した銅パターン１７ａが形成されてい
る。その銅パターン１７ａに対して、はんだ１８により半導体チップ１１が所定の位置に
搭載（ダイボンド）される。一方、セラミックス基板本体１６の裏面には銅パターン１７
ｂが形成されて、放熱板７の表面にはんだ１８により固着される。
【００３４】
　次に、図３８に示すように、リード端子４と主電極端子５が対応する銅パターン１７ａ
に接続されるようにリードフレーム２が取付けられる。リード端子４および主電極端子５
と対応する銅パターン１７ａとは、はんだにより接続される。その後、図１０～図１９に
示す工程と同様の工程を経て、図３９および図４０に示すように、半導体チップ１１およ
びセラミックス基板１５が樹脂１３で封止された半導体装置１が形成される。
【００３５】
　上述した半導体装置１の製造方法によれば、熱可塑性の樹脂１３によって半導体チップ
１１等を封止することで、インサートケースを用いて形成した従来の半導体装置と比較す
ると、そのような高価なインサートケースが不要になり、半導体装置１の製造コストの低
減を図ることができる。
【００３６】
　また、このようにして製造された半導体装置１では、主電極端子５とリード端子４は放
熱板７と対向する樹脂１３の上面の表面１３ａにおいてのみ露出している。これにより、
前述したように、樹脂１３の厚みを薄くすることができ、半導体装置１の小型化に寄与す
ることができる。そして、セラミックス基板を用いることで、半導体装置１としての放熱
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性も良好なものとすることができる。
【００３７】
　変形例
　上述した半導体装置では、セラミックス基板が放熱板に固着される態様の半導体装置を
例に挙げて説明したが、放熱板を備えないものであってもよい。この場合には、まず、図
４１および図４２に示すように、セラミックス基板本体１６の表面に形成された銅パター
ン１７ａに対して、はんだ１８により半導体チップ１１が所定の位置に搭載（ダイボンド
）される。一方、セラミックス基板本体１６の裏面の銅パターン１７ｂには放熱板は固着
されず、銅パターン１７ｂが露出した状態とされる。
【００３８】
　次に、図４３に示すように、リード端子４と主電極端子５が対応する銅パターン１７ａ
に接続されるように、リードフレーム２が取付けられる。リード端子４および主電極端子
５と対応する銅パターン１７ａとは、はんだにより接続される。その後、図１０～図１９
に示す工程と同様の工程を経て、図４４および図４５に示すように、半導体チップ１１お
よびセラミックス基板１５（図４３参照）が樹脂１３で封止された半導体装置１が形成さ
れる。
【００３９】
　上述した半導体装置１の製造方法によれば、高価なインサートケースに加えて放熱板が
不要になり、半導体装置１の製造コストの低減をさらに図ることができ、また、すでに説
明したように、半導体装置１として樹脂１３の厚みを薄くすることができて、半導体装置
１の小型化に寄与することができる。
【００４０】
　参考例３
　ここでは、素子搭載部材としてリードフレームを備え、放熱板を備えない半導体装置に
ついて説明する。まず、図４６、図４７および図４８に示すように、素子搭載部材として
のリードフレーム２が用意される。リードフレーム２は所定のパターンに打ち抜かれて、
半導体チップが搭載されるフレーム本体３の部分、リード端子４となる部分および主電極
端子５となる部分が設けられている。これらの部分は、タイバー６によって互いに繋がれ
ている。
【００４１】
　次に、図４９、図５０および図５１に示すように、ＩＧＢＴやダイオード等の半導体チ
ップ１１が、フレーム本体３の所定の位置にはんだによって接着される（ダイボンド）。
次に、ダイボンドされた半導体チップ１１における所定の電極とこれに対応するリード端
子４等とが、所定のワイヤ１２によって電気的に接続される。次に、図５２、図５３およ
び図５４に示すように、リードフレーム２におけるリード端子４となる部分および主電極
端子５となる部分が、フレーム本体３に対して上方を向くように折り曲げられる。
【００４２】
　次に、このようにしてリード端子４等とワイヤボンディングされた半導体チップ１１を
所定の樹脂で封止する作業が行なわれる。まず、図５５、図５６、図５７および図５８に
示すように、第１の金型２１の凹部２１ｄに半導体チップ１１が搭載されたフレーム本体
３の裏面を上に向けてリードフレーム２がセットされる。このとき、各リード端子４の先
端部分および主電極端子５の先端部分は、第１の金型２１に設けられた受入れ挿通部２１
ｂに挿入される。
【００４３】
　また、第１の金型２１では、この時点で各リード端子４がタイバー６によって繋がれた
状態にあるため、樹脂が流れ込むの阻止するための所定のスライド金型２３が挿通される
開口部２１ｃが設けられている。なお、図５５あるいは図５９に示される第１の金型２１
においては、開口部２１ｃが形成された側面と対向する側面にも、リードフレーム２の形
状に対応した同様の開口部（図示せず）が形成されており、その開口部にも対応するスラ
イド金型（図示せず）が挿通されることになる。
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【００４４】
　次に、図５９、図６０、図６１および図６２に示すように、第１の金型２１の凹部にセ
ットされたリードフレーム２を凹部２１ｄ内に閉じ込めるように、第１の金型２１に第２
の金型２２が装着される。また、第１の金型２１の開口部２１ｃにスライド金型２３が挿
通される。
【００４５】
　次に、図６３および図６４に示すように、ゲート２１ａから熱可塑性の樹脂１３が注入
されて、フレーム本体３等が収容された凹部２１ｄ内に樹脂１３が充填される。樹脂１３
が硬化した後、第２の金型２２が第１の金型２１から引離される。こうして、図６５に示
すように、半導体チップ１１とフレーム本体３等が樹脂１３で封止された半導体装置１が
取り出される。半導体装置１の上面に対応する樹脂１３の部分の表面１３ａからは、リー
ド端子４、主電極端子５およびこれらを繋ぐタイバー６が突出した状態にある。
【００４６】
　次に、タイバー６がカットされ、そして、図６６、図６７、図６８に示すように、主電
極端子５が樹脂１３の上面に平行になるように折り曲げられて半導体装置１が完成する。
完成した半導体装置１では、主電極端子５とリード端子４は樹脂１３の表面に露出してお
り、樹脂１３の側面にはリード端子等は露出していない。また、樹脂１３の表面１３ａに
は、樹脂１３によって封止された後にタイバー６がカットされることで、カットされたタ
イバー６の断面部分が露出している。
【００４７】
　上述した半導体装置１の製造方法によれば、高価なインサートケースに加えて放熱板が
不要になり、併せて組立てにおける工程数が少なくなるので、半導体装置１の製造コスト
の低減をさらに図ることができ、また、すでに説明したように、半導体装置１として樹脂
１３の厚みを薄くすることができて、半導体装置１の小型化に寄与することができる。
【００４８】
　今回開示された実施の形態は例示であってこれに制限されるものではない。本発明は上
記で説明した範囲ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意
味および範囲でのすべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明に係る半導体装置は、産業機器のインバータ駆動などに用いられる半導体装置と
して有効に利用される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に関連する参考例１に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す斜視図で
ある。
【図２】同参考例において、図１に示す工程における平面図である。
【図３】同参考例において、図２に示される断面線ＩＩＩ－ＩＩＩにおける断面図である
。
【図４】同参考例において、図１～図３に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜視図で
ある。
【図５】同参考例において、図４に示す工程における平面図である。
【図６】同参考例において、図５に示される断面線ＶＩ－ＶＩにおける断面図である。
【図７】同参考例において、図４～図６に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜視図で
ある。
【図８】同参考例において、図７に示す工程における平面図である。
【図９】同参考例において、図８に示される断面線ＩＸ－ＩＸにおける断面図である。
【図１０】同参考例において、図７～図９に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜視図
である。
【図１１】同参考例において、図１０に示す工程における平面図である。
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【図１２】同参考例において、図１１に示される断面線ＸＩＩ－ＸＩＩにおける断面図で
ある。
【図１３】同参考例において、図１１に示される断面線ＸＩＩＩ－ＸＩＩＩにおける断面
図である。
【図１４】同参考例において、図１０～図１３に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜
視図である。
【図１５】同参考例において、図１４に示す工程における平面図である。
【図１６】同参考例において、図１５に示される断面線ＸＶＩ－ＸＶＩにおける断面図で
ある。
【図１７】同参考例において、図１５に示される断面線ＸＶＩＩ－ＸＶＩＩにおける断面
図である。
【図１８】同参考例において、図１４～図１７に示す工程の後に行なわれる工程を示す、
図１５に示される断面線ＸＶＩ－ＸＶＩに対応する断面図である。
【図１９】同参考例において、図１８に示す工程における、図１５に示される断面線ＸＩ
Ｘ－ＸＩＸに対応する断面図である。
【図２０】同参考例において、図１８および図１９に示す工程の後に行なわれる工程を示
す斜視図である。
【図２１】同参考例において、図２０に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜視図であ
る。
【図２２】同参考例において、図２１に示す工程における平面図である。
【図２３】同参考例において、図２２に示される断面線ＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩにおける
断面図である。
【図２４】同参考例において、変形例に係る半導体装置における、図２２に示される断面
線ＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩに対応する断面図である。
【図２５】同参考例において、他の変形例に係る半導体装置における、図２２に示される
断面線ＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩに対応する断面図である。
【図２６】本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す斜視図である
。
【図２７】同実施の形態において、図２６に示す工程における平面図である。
【図２８】同実施の形態において、図２６および図２７に示す工程の後に行なわれる工程
を示す斜視図である。
【図２９】同実施の形態において、図２８に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜視図
である。
【図３０】同実施の形態において、変形例に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す斜
視図である。
【図３１】同実施の形態において、図３０に示す工程における平面図である。
【図３２】同実施の形態において、図３０および図３１に示す工程の後に行なわれる工程
を示す斜視図である。
【図３３】同実施の形態において、図３２に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜視図
である。
【図３４】同実施の形態において、他の変形例に係る半導体装置の放熱板を示す部分拡大
斜視図である。
【図３５】同実施の形態において、さらに他の変形例に係る半導体装置の放熱板を示す部
分拡大斜視図である。
【図３６】本発明に関連する参考例２に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す斜視図
である。
【図３７】同参考例において、図３６に示される断面線ＸＸＸＶＩＩ－ＸＸＸＶＩＩにお
ける断面図である。
【図３８】同参考例において、図３６および図３７に示す工程の後に行なわれる工程を示
す斜視図である。
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【図３９】同参考例において、図３８に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜視図であ
る。
【図４０】同参考例において、図３９に示される断面線ＸＬ－ＸＬにおける断面図である
。
【図４１】同参考例において、変形例に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す斜視図
である。
【図４２】同参考例において、図４１に示される断面線ＸＬＩＩ－ＸＬＩＩにおける断面
図である。
【図４３】同参考例において、図４１および図４２に示す工程の後に行なわれる工程を示
す斜視図である。
【図４４】同参考例において、図４３に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜視図であ
る。
【図４５】同参考例において、図４４に示される断面線ＸＬＶ－ＸＬＶにおける断面図で
ある。
【図４６】本発明に関連する参考例３に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す斜視図
である。
【図４７】同参考例において、図４６に示す工程における平面図である。
【図４８】同参考例において、図４７に示される断面線ＸＬＶＩＩＩ－ＸＬＶＩＩＩにお
ける断面図である。
【図４９】同参考例において、図４６～図４８に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜
視図である。
【図５０】同参考例において、図４９に示す工程における平面図である。
【図５１】同参考例において、図５０に示される断面線ＬＩ－ＬＩにおける断面図である
。
【図５２】同参考例において、図４９～図５１に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜
視図である。
【図５３】同参考例において、図５２に示す工程における平面図である。
【図５４】同参考例において、図５３に示される断面線ＬＩＶ－ＬＩＶにおける断面図で
ある。
【図５５】同参考例において、図５２～図５４に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜
視図である。
【図５６】同参考例において、図５５に示す工程における平面図である。
【図５７】同参考例において、図５６に示される断面線ＬＶＩＩ－ＬＶＩＩにおける断面
図である。
【図５８】同参考例において、図５６に示される断面線ＬＶＩＩＩ－ＬＶＩＩＩにおける
断面図である。
【図５９】同参考例において、図５５～図５８に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜
視図である。
【図６０】同参考例において、図５９に示す工程における平面図である。
【図６１】同参考例において、図６０に示される断面線ＬＸＩ－ＬＸＩにおける断面図で
ある。
【図６２】同参考例において、図６０に示される断面線ＬＸＩＩ－ＬＸＩＩにおける断面
図である。
【図６３】同参考例において、図５９～図６２に示す工程の後に行なわれる、図６０に示
される断面線ＬＸＩ－ＬＸＩに対応する断面図である。
【図６４】同参考例において、図６３に示す工程における、図６０に示される断面線ＬＸ
ＩＶ－ＬＸＩＶに対応する断面図である。
【図６５】同参考例において、図６３および図６４に示す工程の後に行なわれる工程を示
す斜視図である。
【図６６】同参考例において、図６５に示す工程の後に行なわれる工程を示す斜視図であ
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る。
【図６７】同参考例において、図６６に示す工程における平面図である。
【図６８】同参考例において、図６７に示される断面線ＬＸＶＩＩＩ－ＬＸＶＩＩＩにお
ける断面図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１　半導体装置、２　リードフレーム、３　フレーム本体、４　リード端子、５　主電
極端子、６　タイバー、７　放熱板、８　開口部、８ａ，９ａ　テーパ、９　溝部、１０
　高熱伝導樹脂シート、１１　半導体チップ、１２　ワイヤ、１３　樹脂、１３ｂ　凹部
、１４　ナット、１５　セラミックス基板、１６　セラミックス基板本体、１７ａ，１７
ｂ　銅パターン、１８　はんだ、１９　制御回路（ＩＣ）チップ、１９ｐ　制御回路（Ｉ
Ｃ）、２０　プリント基板、２１　第１の金型、２１ａ　ゲート、２１ｂ　挿通部、２１
ｃ　開口部、２１ｄ　凹部、２２　第２の金型、２３　スライド金型、２５　蓋、２６　
外部接続リード端子。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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