
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形の金属板からなる底辺部と、少なくとも一部に形成された凸部からなる接続電極と
を備えるメタルベースと、前記メタルベースの底辺部に搭載された半導体チップとで構成
され、前記半導体チップの表面に形成された電極と、前記接続電極を利用して表面実装を
行う半導体装置において、前記メタルベースは、前記底辺部の両側を曲げ起こした両辺部
を備え、これら両辺部の上端部を前記接続電極として構成し、前記接続電極の表面高さは
、前記半導体チップの電極の表面高さより くされていることを特徴とする半導体装置
。
【請求項２】
　前記接続電極の面積は前記半導体チップの電極の面積よりも小さい面積であることを特
徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記接続電極は前記両辺部の長さ方向及びこれと直交する方向の少なくとも一方につい
て対称となるように配置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置
。
【請求項４】
　前記底辺部と前記両辺部との境界に沿って、前記金属板の表面に浅い細溝が形成されて
いることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項５】
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　前記接続電極は、前記両辺部に残された前記上縁部を両外側に向けて曲げ形成した構成
であることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記半導体チップの電極又は前記接続電極の少なくとも一方に半田ボールが形成されて
いることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記半導体チップの電極に半田ボールが形成され、前記接続電極の表面高さは前記半田
ボールの表面高さより くされていることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに
記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記半導体チップはＭＯＳトランジスタのトランジスタチップであり、半導体チップの
裏面にドレイン電極が形成されて前記底辺部に直接接触した状態で搭載されて前記接続電
極がドレイン接続電極として構成され、前記半導体チップの表面にはゲート電極及びソー
ス電極がそれぞれ形成されていることを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載の
半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体装置のパッケージに関し、特にチップサイズで放熱性に優れたパッケージ
構造の半導体装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年における半導体装置を実装した電子回路の高集積化の要求により、個々の半導体装置
のパッケージをより小型化することが要求されている。このようにパッケージの小型化を
図った半導体装置としてチップサイズパッケージ（ＣＳＰ）が提案されている。図１２は
米国特許２００１／００４８１１６公報に記載の半導体装置であり、半導体チップよりも
若干大きな寸法の金属板を加工して皿状に形成し、この皿状の金属板（以下、メタルベー
スと称する）１１０の凹部１１１内に半導体チップ１０１を搭載する。半導体チップ１０
１はＭＯＳトランジスタチップの例であり、半導体チップ１０１の裏面に図には現れない
ドレイン電極が形成されており、このドレイン電極を凹部１１１の底面に直接固着し、か
つ半導体チップ１０１の周囲の凹部１１１内に樹脂１１３を充填して封止する。また、半
導体チップ１０１の表面にはゲート電極１０７とソース電極１０８が形成されており、前
記メタルベース１１０の表面と同一平面になるように形成されている。そして、前記メタ
ルベース１１０の表面の周辺部１１２の複数領域をドレイン接続電極１１５として構成し
ている。この半導体装置を図外の実装基板にフェースダウンにより実装することで、メタ
ルベース１１０の周辺部１１２のドレイン接続電極１１５が実装基板に設けられたドレイ
ン接続電極用のパッド部に接続され、同時にゲート電極とソース電極がそれぞれゲート電
極用及びソース電極用の各パッド部に接続される。
【０００３】
ここで、前記公報には、図１３（ａ）に示すように、メタルベース１２０の両辺部１２２
を残して凹部１２１を形成し、その両辺部１２２の表面をドレイン接続電極１２５として
構成したもの、また、図１３（ｂ）に示すように、メタルベース１３０の両辺部ではなく
片辺部１３２のみ残して凹部１３１を形成し、その上で当該片辺部１３２の長さ方向の複
数箇所に全厚さにわたる溝１３３を形成し、この溝１３３によって分離された領域の表面
をそれぞれドレイン接続電極１３５として構成したものも提案されている。なお、図１３
（ａ）と同様な技術として、特開平８－７８６５７号公報には図示は省略するが、両辺部
を残して凹部を形成し、この凹部に半導体チップを搭載し、半導体チップの表面の電極と
両辺部の表面と同一面としてフェースダウンによる実装を行う技術が記載されている。
【０００４】
また、米国特許第６１３３６３４号公報には、図１２の半導体装置とほぼ同じであるが、
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図１４に示すような半導体装置が提案されており、ここではメタルベース１４０にはプレ
ス加工等によって周辺部１４２を残して凹部１４１が形成され、この凹部１４１内に半導
体チップ１０１が固着されている。そして、ここではメタルベース１４０の周辺部１４２
の表面を半導体チップ１０１の表面に設けられた電極１０２とほぼ同一面に形成するとと
もに、当該周辺部１４２の表面及び半導体チップ１０１の表面の各電極１０２に半田ボー
ル１０３を形成してフェースダウンにより実装を行うように構成されている。
【０００５】
これらの従来の半導体装置は、メタルベースが半導体チップよりも若干大きな平面寸法で
あり、また半導体チップの厚さにメタルベースの厚さを加えた厚さ寸法であり、しかも半
導体チップに対して金属ワイヤ等をボンディングする必要がなく、さらに樹脂で封止する
必要も少ないため、半導体装置の小型化、薄型化が可能になり、しかも構造が簡易である
ために低価格に製造できる。また、実装した状態ではメタルベースがヒートシンクとして
機能するために放熱性にも優れるという利点もある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらの半導体装置について本発明者が検討を加えたところ次のような問
題が潜在していることが明らかとなった。図１２及び図１４に示したようにメタルベース
の周辺部を除いて凹部を形成した半導体装置では、凹部を形成するためにはメタルベース
に対してプレス加工、あるいはエッチング加工が必要であり、この加工が煩雑でかつ高精
度に加工することが難しく、結果として低価格化を図る上での障害になる。この点、図１
３（ａ），（ｂ）に示した半導体装置では、メタルベースの両辺部あるいは片辺部を曲げ
加工、あるいは切削加工によって形成することが可能であり、しかも比較的に高精度に加
工することが容易であるため、小型化、低価格化を図る上では有利である。また、熱放散
を向上し、また小型で薄くても機械的な強度を向上できるという点でも有利である。
【０００７】
しかしながら、図１３（ａ）に示した半導体装置では、メタルベース１２０の両辺部１２
２の表面を平坦な面として形成した上で、その全面あるいは一部をドレイン接続電極１２
５として形成しているので、ドレイン接続電極１２５の面積がゲート電極１０７やソース
電極１０８の面積よりも大きくなり、フェースダウンにより実装したときに、ドレイン接
続電極１２５の熱容量がゲート電極やソース電極よりも大きくなる。そのため、実装基板
に半田により実装する際に、ドレイン接続電極１２５での半田量をゲート電極１０７やソ
ース電極１０８の半田量よりも多く供給する必要があり、実装基板における半田密度が均
一にならず、半田の熱容量も不均一になる。したがって、半田のリフロー時にはドレイン
接続電極１２５を高温にする必要があり、高温によって半導体装置の一部、特に半導チッ
プとメタルベースの接続部に熱ダメージを与え、同時に半田量の少ないゲート電極１０７
やソース電極１０８における半田による接続信頼性が低下し、ひいては実装の信頼性が低
下するという問題が生じる。また、ドレイン接続電極１２５の表面とゲート電極１０７や
ソース電極１０８の表面がほぼ同一面であるため、実装時にフェースダウンにより実装基
板に搭載した際に、ゲート電極１０７やソース電極１０８が実装基板の表面に衝突し、こ
れら電極を含めて半導体チップ１０１に機械的ダメージが加えられるという問題もある。
なお、このような問題は図１２及び図１４に示した半導体装置においてもドレイン接続電
極がメタルベースの広い領域にわたって形成されているため、同様に生じることになる。
【０００８】
また、図１３（ｂ）に示した半導体装置においても、ドレイン接続電極１３５の面積がゲ
ート電極やソース電極の面積よりも大きくされているために、同様な熱容量の違いによる
半田量の違い、並びにこれに伴う半導体チップに対する熱ダメージの問題や半田による接
続信頼性の問題が生じる。この場合、ドレイン接続電極１３５の面積を小さくすれば、実
装時における個々のドレイン接続電極１３５の熱容量を小さくすることができ、前述した
問題を解消する上では有効になるが、ドレイン接続電極１３５は切削加工によって形成し
た溝１３３によって複数の領域に分割しており、特にドレイン接続電極１３５を分離する
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ためにメタルベース１３０の全厚さにわたって溝１３３を形成しているため、個々のドレ
イン接続電極１３５はメタルベース１３０に対して片持ち片構造となり、当該ドレイン接
続電極１３５の機械的な強度が低下し、実装基板に実装したときにおけるメタルベースの
支持強度が低下する要因となり、この面から実装の信頼性が低下するという問題がある。
また、この半導体装置においても、ドレイン接続電極１３５とゲート電極１０７及びソー
ス電極１０８の表面が同一高さとなっているため、実装時における半導体チップへの機械
的ダメージという問題もある。
【０００９】
本発明の目的は、特に実装時における半田付けを良好なものとし、実装の信頼性を改善し
た半導体装置を提供するものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、矩形の金属板からなる底辺部と、少なくとも一部に形成された凸部からなる
接続電極とを備えるメタルベースと、メタルベースの底辺部に搭載された半導体チップと
で構成され、半導体チップの表面に形成された電極と前記接続電極を利用して表面実装を
行う半導体装置において、メタルベースは底辺部の両側を曲げ起こした両辺部を備え、こ
れら両辺部の上端部を接続電極として構成し、接続電極の表面高さは半導体チップの電極
の表面高さより くされていることを特徴とする。
【００１１】
　

【００１２】
　

【００１３】
　

【００１４】
　

【００１５】
本発明の半導体装置は例えば、半導体チップがＭＯＳトランジスタのトランジスタチップ
であり、半導体チップの裏面にドレイン電極が形成されて底辺部に直接接触した状態で搭
載されて接続電極がドレイン接続電極として構成され、半導体チップの表面にはゲート電
極及びソース電極がそれぞれ形成された構成で実現される。
【００１６】
本発明によれば、図１３（ａ），（ｂ）に示した半導体装置と同様に、放熱性、小型化、
低価格化を図り、かつ機械的な強度を高めるという利点が得られることはもとより、接続
電極の表面の高さが半導体チップの電極よりも高い位置とされているので、フェースダウ
ンにより実装基板に実装する際に半導体チップの電極に過大な衝撃や当接力が加わること
が防止され、半導体チップに機械的ダメージを与えることがない。また、半導体チップの
電極と実装基板のパッド部との間に適度な間隙を確保することで、この部分に供給された
半田が押し潰されて外周部に漏れ出でて隣接するパッド部を短絡する等の不具合を防止す
る。さらに、半導体チップの電極とパッド部との間に介在される半田が適度な厚みをもっ
て機械的ストレスに対する接続信頼性を向上する。これにより、半田付けの信頼性が高く
なる。
【００１７】
また、本発明の他の半導体装置によれば、接続電極はメタルベースの底辺部の両側を曲げ
起こした両辺部の上縁部を選択的に切り欠いて形成されているので、接続電極の長さを短
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ここで、接続電極の面積は半導体チップの電極の面積よりも小さい面積とする。また、
接続電極は前記両辺部の長さ方向及びこれと直交する方向の少なくとも一方について対称
となるように配置されていることを特徴とする。

また、底辺部と両辺部との境界に沿って、金属板の表面に浅い細溝が形成されている。
また、接続電極は、両辺部に残された上縁部を両外側に向けて曲げ形成した構成とする。

さらに、半導体チップの電極又は接続電極の少なくとも一方に半田ボールが形成される
。

特に、半導体チップの電極に半田ボールが形成され、接続電極の表面高さは半田ボール
の表面高さよりも所要寸法だけ高くされる。



くして接続電極の面積を半導体チップの電極の面積よりも小さくし、かつ熱容量を小さく
できる一方で、下縁部において連続した状態にある両辺部によって接続電極の機械的強度
を高めることかでき、実装基板に対する半田付けの信頼性を高めることができる。特に、
実装基板に形成するパッド部を均一寸法で形成した場合でも接続電極及び半導体チップの
電極をそれぞれ好適に半田付けすることができる。さらに、接続電極は両辺部の長さ方向
及びこれと直交する方向の少なくとも一方について対称に配置することで、実装時に接続
電極を実装基板に対して安定な状態で載置して半田付けを行うことができ、半田付け時の
熱の伝導の均一化や当接力を各接続電極に均一に分散させて、接続の信頼性を高めること
ができる。また、底辺部と両辺部との境界に沿って、金属板の表面に浅い細溝が形成され
ることで、両辺部及び接続電極を高い精度で形成することが可能になる。また、接続電極
は両辺部に残された上縁部を両外側に向けて曲げ形成されるので、金属板でメタルベース
を形成する場合でも実装基板に対する半田付け面積を大きくとれ、低抵抗での接続が可能
になる。
【００１８】
また、本発明のさらに他の半導体装置によれば、接続電極はメタルベースは底辺部の表面
の一部領域において金属板の厚さが部分的に増大されて形成され、かつ接続電極は半導体
チップの電極よりも小さい面積に形成されているので、半導体チップの電極における半田
付けの信頼性を高めるとともに、接続電極の熱容量を小さくすることができ、実装時の半
田付けにおいては半導体チップの電極との半田量をほぼ等しい量にすることができ、当該
電極と接続電極のそれぞれにおいて好適な半田付けが可能になる。また、接続電極は表面
側の面積が下部の面積よりも小さい断面が台形に形成されることにより、接続電極の機械
的強度を高めることかでき、実装基板に対する半田付けの信頼性を高めることができる。
さらに、接続電極は半導体チップの長さ方向及びこれと直交する方向の少なくとも一方に
ついて対称に配置し、あるいは電極と接続電極とが対称となる位置に配置することで、実
装時に接続電極を実装基板に対して安定な状態で載置して半田付けを行うことができ、半
田付け時の熱の伝導の均一化や当接力を各接続電極あるいは半導体チップの電極に均一に
分散させて、接続の信頼性を高めることができる。この場合に接続電極の表面が半導体チ
ップの電極の表面よりも高く形成されることで、実装時における半導体チップの機械的ダ
メージを防止することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は本発明をＭＯＳＦＥＴの半導
体チップを用いた半導体装置Ｄに適用した第１の実施形態の斜視図、図２はその部分分解
斜視図である。また、図３（ａ），（ｂ），（ｃ）は平面図、正面図、右側面図である。
メタルベース１０は銅、洋白等の金属板で形成されており、ほぼ矩形をした板材の両辺を
所要の幅寸法で９０度に曲げ起こすことで、平坦な底辺部１１と、この底辺部１１の両側
に沿って垂直に起立された両辺部１２とを備えている。なお、前記底辺部１１と両辺部１
２との境界に沿った表面には浅い細溝１３が形成されており、この細溝１３によって両辺
部１２を高い寸法精度で曲げ加工することが可能とされている。前記両辺部１２は長さ方
向に所要の間隔をおいた中央部分と両端部分を高さ寸法のほぼ１／２の深さに切り欠いた
切欠溝１４を有し、これらの切欠溝１４で挟まれる両辺部１２の各２箇所に当該両辺部１
２を全高さにわたって残した凸部１５を有し、これらの凸部１５をドレイン接続電極とし
て形成している。ここで、前記ドレイン接続電極１５の長さ方向の寸法は、後述する半導
体チップ１に設けられた円形をしたゲート電極７とソース電極８の直径以下の寸法、すな
わち、これら電極の寸法と同じ、あるいは若干短い寸法に形成されている。
【００２０】
一方、前記底辺部１１の上面には銀ペースト等のダイボンディング材２０によって半導体
チップ１がマウントされている。前記半導体チップ１は、ここでは図２に一部を破断して
示すように、シリコン等の半導体ウェハを切り出したチップ２の主面にＭＯＳＦＥＴの素
子３が形成されており、当該チップ２の下側の裏面の全面に金属層が形成されてドレイン
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電極４として形成される。また、前記チップ２の上側の表面には前記素子３を覆う絶縁層
５が形成され、この絶縁層５に開口されたコンタクトホール６内に前記素子に接続する金
属層が埋め込まれてゲート電極７とソース電極８がそれぞれ１個ずつ形成されている。前
記ゲート電極７とソース電極８はそれぞれ円形をして前記両辺部１２の長さ方向に沿って
並んで形成されており、ここでは前記ゲート電極７とソース電極８は同じ形状及び面積と
なるように形成されている。
【００２１】
そして、前記半導体チップ１の裏面のドレイン電極４が前記メタルベース１０の底辺部１
１の上面に直接接触した状態でマウントされている。また、このマウントされた状態では
、前記ゲート電極７とソース電極８の当該長さ方向の位置は前記両辺部１２に形成したド
レイン接続電極１５に対応する位置とされている。さらに、図１及び図３（ｃ）に示され
るように、前記半導体チップ１をメタルベース１０にマウントしたときに、当該メタルベ
ース１０に形成した前記ドレイン接続電極１５の表面高さが前記ゲート電極７とソース電
極８の表面よりも高低差ｄ＝０～０．１ｍｍ、好ましくは０．０５ｍｍ以下、ここでは０
．０３ｍｍだけ高くなるように形成されている。
【００２２】
以上の構成の半導体装置Ｄの製造方法について説明する。図４は当該製造方法を説明する
ための概念図である。所要の板厚の銅、洋白等の金属板を長尺にした金属帯Ｍを長さ方向
に送り出しながらパンチ加工装置Ｓ１において所定の長さ間隔で順次パンチ加工を施し、
１つのメタルベースに相当する長さ位置に切り欠きＭ１を形成し、各メタルベースが長さ
方向に沿って細幅の連結片Ｍ２によって相互に連結され、後工程において当該連結片Ｍ２
を切断することで半導体装置を個片に分離し易くする。また、このとき、図２に示したよ
うに金属帯Ｍのメタルベース１０の底片部１１と両辺部１２との境界に相当する部分に沿
って表面に浅い細溝１３を形成しておく。さらに、メタルベース１０の両辺部１２に相当
する部分には、長さ方向の中央及び両端に両辺部の幅寸法のほぼ１／２の幅で所要の長さ
をした切欠溝１４をパンチ加工する。
【００２３】
次いで、曲げ加工装置Ｓ２において前記金属帯Ｍの前記細溝１３よりも両外側の部分を９
０度曲げ起こす曲げ加工を行い、前記細溝１３で挟まれた領域の底辺部１１と、その両側
に曲げ起こされた両辺部１２を形成する。このとき、細溝１３によって両辺部１２の曲げ
が案内されるため、両辺部１２は正確な寸法に容易に曲げ加工することができる。また、
図３（ｃ）の一部拡大図から判るように、曲げ部の内辺にＲ（曲面）を生じることなく曲
げ加工することができるため、曲げ位置を後工程でマウントする半導体チップ１とを接近
させた構成が実現できるようになり、メタルベース１０を小寸法化して半導体装置Ｄの小
型化が可能になる。さらに、この場合、メタルベース１０の底辺部１１の上面に細溝１３
の側面１３ａを当接するように曲げることで、位置規制を行うことができ、両辺部１２の
高さ寸法を極めて高精度に管理することができる。また、後工程の実装時に両辺部１２に
機械的な応力が加えられた場合でも両辺部１２を含むドレイン接続電極１５での変形を抑
えることも可能になる。そして、起立された両辺部１２は、その上縁は前記パンチ加工装
置Ｓ１によって形成された切欠溝１４によって長さ方向の２箇所が両辺部１２の全幅寸法
に残されたドレイン接続電極１５として形成されることになる。
【００２４】
次いで、ダイボンド材供給装置Ｓ３において前記底辺部１１の表面に銀ペースト等のダイ
ボンド材２０を塗布または印刷する。そして、マウント装置Ｓ４においてウェハＷから切
り出された半導体チップ１を裏面のドレイン電極４を底辺部１１の表面に対して押圧した
状態で前記底辺部１１の表面上に位置決めする。このとき、ゲート電極７及びソース電極
８が底辺部１１の幅方向のほぼ中央位置で、また両辺部１２の各２個のドレイン接続電極
１５と長さ方向にほぼ一致する位置となるように位置決めを行う。そして、この状態を保
持しながらキュア装置Ｓ５において加熱処理を行って前記ダイボンド材２０をキュア（リ
フロー）し、前記半導体チップ１を底辺部１１にマウントする。このとき、半導体チップ
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１を押圧する力を適宜調整することで、あるいはダイボンド材２０の厚さを調整すること
でメタルベース１０の両辺部１２のドレイン接続電極１５の高さは半導体チップ１の表面
のゲート電極７及びソース電極８の表面高さよりも寸法ｄ＝０～０．１ｍｍ、ここでは０
．０３ｍｍ程度高くなるようにする。しかる上で、各メタルベース１０を長さ方向に連結
している金属帯Ｍの連結片Ｍ２を分離装置Ｓ６で切断して分離することで、図１に示した
個片の半導体装置Ｄの製造が完了する。
【００２５】
この実施形態の半導体装置Ｄは、図５に示すように、前記ゲート電極７及びソース電極８
、並びにドレイン接続電極１５に対応した回路パターン３２が形成されている実装基板３
０に対してフェースダウンにより実装される。実装基板３０は絶縁板３１の表面に銅箔等
をパターン形成して前記回路パターン３２を形成したものであり、ゲートパッド部３３、
ソースパッド部３４、ドレインパッド部３５がそれぞれ形成されている。実装に際しては
、例えば、前記実装基板３０の各パッド部３３，３４，３５の表面に図には現れない半田
を印刷しておき、前記半導体装置の上面を実装基板３０の表面に対向させて前記各電極７
，８，１５がそれぞれ対応する配線のパッド部３３，３４，３５に対向するように位置決
めし、その状態で半田をリフローすることで半導体装置の各電極がそれぞれパッドに半田
付けされ、実装が行われることになる。
【００２６】
以上のように、本実施形態の半導体装置Ｄは、メタルベース１０が半導体チップ１よりも
若干大きな平面寸法であり、また厚さ寸法はほぼ半導体チップ１の厚さにメタルベース１
０の厚さを加えた寸法であり、しかも半導体チップ１に対して金属ワイヤ等をボンディン
グする必要がなく、さらに樹脂で封止していないため、半導体装置の小型化、薄型化が可
能になり、しかも実装した状態ではメタルベース１０がヒートシンクとして機能するため
放熱性にも優れている。
【００２７】
また、本実施形態の半導体装置Ｄを実装基板３０に実装する際に、ドレイン接続電極１５
の表面の高さが半導体チップ１のゲート電極７及びソース電極８よりも高い位置とされて
いるので、フェースダウンにより半導体装置Ｄを実装基板３０上に載置する際に、ドレイ
ン接続電極１５のみが実装基板３０に当接されるため、ゲート電極７及びソース電極８に
過大な衝撃や当接力が加わることが防止され、半導体チップ１に機械的ダメージを与える
ことがない。また、ゲート電極７及びソース電極８と実装基板３０のパッド部３３，３４
との間に適度な間隙を確保することで、この部分に供給された半田が押し潰されて外周部
に漏れ出でて隣接するパッド部３３，３４や隣接するパッド３５を短絡する等の不具合を
防止する。さらに、ゲート電極７及びソース電極８とパッド部３３，３４との間に介在さ
れる半田が適度な厚みをもって機械的ストレスに対する接続信頼性を向上する。これによ
り、半田付けの信頼性が高くなる。
【００２８】
また、この実施形態では、両辺部１２のドレイン接続電極１５は長さ方向の寸法がメタル
ベース１０の長さ寸法に比較して極めて短く、本実施形態ではゲート電極７及びソース電
極８と同じ長さに形成されているため、ドレイン接続電極１５の面積はゲート電極７及び
ソース電極８の面積よりも小さくなる。これにより、ドレイン接続電極１５の熱容量を小
さくすることができ、実装時の半田付けにおいては半導体チップ１のゲート電極７及びソ
ース電極８との半田量をほぼ等しい量にすることができる。したがって、実装時にドレイ
ン接続電極１５を半田付けする際にいたずらに高温状態にする必要がなくなり、半導体チ
ップ１の熱ダメージを防止するとともに、半田が電極に沿って吸い上がることが防止され
、当該電極７，８とドレイン接続電極１５のそれぞれにおいて好適な半田付けが可能にな
る。なお、各電極における半田量を均一化することで、実装基板３０における半田供給用
マスク設計の容易化、主として半田ペースト印刷状態等の検査の容易化を図り、さらに実
装時の熱容量の均一化によって半田溶融・固化タイミングを揃えて位置ずれを防止する上
でも有効になる。また、このようにドレイン接続電極１５の長さ寸法を短くして面積を小
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さくする一方で、長さ方向に並ぶ２つのドレイン接続電極１５の下部領域はメタルベース
１０の全長さにわたって存在している両辺部１２と一体であるため、ドレイン接続電極１
５の機械的強度が低下することがない。
【００２９】
さらに、ドレイン接続電極１５は両辺部１２の長さ方向及びこれと直交する半導体チップ
１の幅方向のそれぞれについて対称に配置しているので、実装時にメタルベース１０をフ
ェースダウンにより実装基板３０の表面に載置した際に、各ドレイン接続電極１５が均等
配置された状態で実装基板３０の表面に当接されるため、実装基板３０に対して半導体装
置Ｄを安定な状態で載置して半田付けを行うことができ、半田付け時の熱の伝導の均一化
や当接力を各接続電極に均一に分散させて、接続の信頼性を高めることができる。特に、
この実施形態ではメタルベース１０の長さ方向と幅方向のそれぞれについてそれぞれ対称
配置した４個のドレイン接続電極１５として構成しているので、安定性を極めて高いもの
にすることが可能になる。
【００３０】
さらに、本実施形態の半導体装置Ｄの製造に際しては、図４に示したように、金属帯Ｍに
形成した細溝１３によって両辺部１２を曲げ加工しており、また、両辺部１２に形成する
ドレイン接続電極１５をパンチ加工によって形成しているため、前述したようにドレイン
接続電極１５を高い寸法精度で形成することができる等、メタルベース１０の信頼性を向
上することが可能になる。さらに、加工では金属帯Ｍに対してパンチ加工、曲げ加工、プ
レス切断加工を行うのみであるため製造が容易であり、半導体装置の低価格化を図る上で
有利となる。
【００３１】
図６（ａ）は本発明の第２の実施形態の半導体装置の斜視図、図６（ｂ）はその一部の拡
大断面図である。ここでは第１の実施形態と同様にＭＯＳＦＥＴとしての半導体装置に本
発明を適用した例であり、第１の実施形態と等価な部分には同一符号を付してある。この
実施形態では、メタルベース１０Ａのドレイン接続電極の形状を変形しており、メタルベ
ース１０Ａの両辺部１２には長さ方向のほぼ中央位置にそれぞれ１つのドレイン接続電極
１５Ａを形成している。すなわち、このドレイン接続電極１５Ａは両辺部１２の上縁の長
さ方向のほぼ中央部分の高さを両辺部１２の高さ寸法よりも大きくした状態に形成して突
片１６を形成し、この突片を所定の位置で外側に向けて水平になるように９０度曲げ加工
したものである。そして、この突片１６の水平に曲げた部分をドレイン接続電極１５Ａと
して構成する。
【００３２】
ここで、前記ドレイン接続電極１５Ａとしての前記突片１６の水平部分は正方形に形成し
ており、その一辺の長さ寸法は半導体チップ１の円形をしたゲート電極７及びソース電極
８の内接正方形に近い寸法に形成している。さらに、この実施形態においても、前記メタ
ルベース１０Ａの底辺部１１の表面に半導体チップ１をマウントしている。半導体チップ
１は第１の実施形態と同じであり、裏面のドレイン電極４をダイボンド材によってマウン
トする。また、半導体チップ１の表面には円形のゲート電極７とソース電極８が配設され
ている。そして、半導体チップ１をマウントした状態では、前記ドレイン接続電極１５Ａ
の表面の高さは、半導体チップ１のゲート電極７及びソース電極８の高さよりも０～０．
１ｍｍ、好ましくは０．０３ｍｍ程度高くなるように形成されている。
【００３３】
本実施形態の半導体装置は、第１の実施形態と同様に、メタルベース１０Ａが半導体チッ
プ１よりも若干大きな平面寸法であり、また厚さ寸法は半導体チップ１の厚さにメタルベ
ース１０Ａの厚さを加えた程度であり、しかも半導体チップ１に対して金属ワイヤ等をボ
ンディングする必要がなく、さらに樹脂で封止していないため、半導体装置の小型化、薄
型化が可能になり、しかも実装した状態ではメタルベース１０Ａがヒートシンクとして機
能するために放熱性にも優れる。
【００３４】
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また、本実施形態の半導体装置を図５に示したような実装基板３０に実装する際には、両
辺部１２のドレイン接続電極１５Ａは長さ方向の寸法がメタルベース１０Ａの長さ寸法に
比較して極めて短い辺寸法の正方形でゲート電極７及びソース電極８の面積よりも小さい
面積に形成しているため、半田をリフローする際のドレイン接続電極１５Ａの熱容量を小
さくでき、当該ドレイン接続電極１５Ａでの半田付けを容易に行うことが可能になる。ま
た、ドレイン接続電極１５Ａの１辺の寸法は、ゲート電極７及びソース電極８の円形内に
含まれる寸法であるため、仮に実装基板３０に形成するドレイン接続電極用のパッド部３
５をゲート電極用及びソース電極用のパッド部３３，３４と同じ寸法に形成した場合でも
、ドレイン接続電極１５がパッド部３５からはみ出ることは少ない。また、このようにド
レイン接続電極１５Ａの面積をゲート電極７及びソース電極８よりも小さくする一方で、
ドレイン接続電極１５Ａの下部領域はメタルベース１０Ａの全長さにわたって存在してい
る両辺部１２と一体であるため、ドレイン接続電極１５Ａの機械的強度を高めることかで
きる。さらに、ドレイン接続電極１５Ａの表面はゲート電極７及びソース電極８よりも高
い位置にあるため、実装時における半導体チップ１への機械的ダメージを防止し、かつゲ
ート電極７及びソース電極８の半田付けを好適に行うことができ、半田付けの信頼性が高
くなる。なお、この実施形態では、第１の実施形態と同様に金属板を加工したのにもかか
わらずドレイン接続電極１５Ａの面積を第１の実施形態よりも大きくできるためドレイン
接続電極１５Ａの熱容量を低減する上では不利であるが、実装基板３０のパッド部３５に
対する接触面積が大きくなるため、ドレイン接続抵抗を低減する上で有利になる。これに
より、従来の半導体装置に比較して、ドレイン接続電極における実装の信頼性を格段に高
めることが可能になる。
【００３５】
　図７（ａ）は前記第２の実施形態の変形例 斜視図、図７（ｂ
）はその一部の拡大断面図である。前記第２の実施形態のメタルベースは曲げ加工によっ
て形成されているが、ここではメタルベース１０Ｂはエッチングあるいは鍛造によって形
成される。すなわち、半導体チップ１よりも幅寸法が幾分大きな矩形のメタルベース１０
Ｂの底辺部１１Ｂの表面の両側にそれぞれ矩形のメサ状の凸部１７が一体に形成されてお
り、この凸部がドレイン接続電極１５Ｂとして構成されている。前記ドレイン接続電極１
５Ｂは第２の実施形態のドレイン接続電極と同様に底辺部１１Ｂの長さ方向のほぼ中間位
置に形成されている。また、第２の実施形態のドレイン接続電極１５Ａとほぼ同じ面積に
形成されているが、その厚さ方向の断面は表面よりも下側の面積が幾分大きな台形となる
ように形成されている。さらに、半導体チップ１をマウントした状態では、前記ドレイン
接続電極１５Ｂの表面の高さは、半導体チップ１のゲート電極７及びソース電極８の高さ
よりも０～０．１ｍｍ、好ましくは０．０３ｍｍ程度高くなるように形成されている。
【００３６】
本実施形態の半導体装置は、第１及び第２の実施形態と同様な厚さ寸法であり、半導体装
置の薄型化は可能になる。また、メタルベース１０Ｂの底辺部１１Ｂの面積も第１及び第
２の実施形態とほぼ同じと言えるものであり小型化を達成することも可能である。さらに
、メタルベース１０Ｂがヒートシンクとして機能するため、放熱性を確保することも可能
である。
【００３７】
　また、 の半導体装置を実装基板に実装する際には、第１及び第２の実施形態と
同様に行うことができる。ただし、ドレイン接続電極１５Ｂはメタルベース１０Ｂの底辺
部１１Ｂと一体であるため、ゲート電極７及びソース電極８に比較して熱容量は大きくな
るが、当該ドレイン接続電極１５Ｂはゲート電極７及びソース電極８よりも面積が小さく
、また台形断面をしているので熱容量を低減し、半田量がいたずらに増大することがなく
、ゲート電極７及びソース電極８との半田の均一化を図り、半田接続の信頼性が向上する
。さらに、ドレイン接続電極１５Ｂの表面はゲート電極７及びソース電極８よりも高い位
置にあるため、実装時における半導体チップ１への機械的なダメージを防止し、かつゲー
ト電極７とソース電極８での半田付けの信頼性を高めることができる。さらに、ドレイン
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接続電極１５Ｂは台形断面をして下部の周辺においてメタルベース１０Ｂの底辺部１１Ｂ
と一体であるため、十分な機械的な強度が得られ、この面からも実装の信頼性が向上でき
る。
【００３８】
　ここで、前記 では、ゲート電極及びソー
ス電極、さらにドレイン接続電極に半田ボール等を形成し、この半田ボールを利用して実
装基板への実装を行うようにすることも可能である。半田ボールを利用すると、パッド状
の電極よりも実装が容易になり、実装不良が低減するという利点がある。また、半田ボー
ルの高さ分実装基板面との距離がとれるため、実装時のフラックス成分が半導体チップの
表面に付着し難くなり、腐食による信頼性劣化が生じるのを防止するという利点もある。
例えば、図８は前記第１の実施形態の半導体装置Ｄに適用した例であり、メタルベース１
０の両辺部１２Ａの高さ寸法を長くしてドレイン接続電極１５がゲート電極７及びソース
電極８の表面よりもほぼ半田ボール２１の高さ寸法に近い寸法だけ高くした上で、ゲート
電極７とソース電極８に半田ボール２１を形成し、ドレイン電極１５の高さが半田ボール
２１の高さよりも０．０３ｍｍ程度高くなるように形成している。この半田ボール２１と
ドレイン接続電極１５とを利用して実装基板への実装を行うことで、前記した半田ボール
による有利な実装が可能になる。また、図９（ａ）は半田ボールを前記第２の実施形態に
適用した例であり、図９（ｂ）は前記 に適用した例であり、各電極７，８，
１５Ａ，１５Ｂ上に半田ボール２１を形成し、この半田ボール２１を利用して実装基板に
対して加熱圧着による実装を行っている。なお、これら第１及び第２の実施形態の場合に
はドレイン接続電極に形成した半田ボール２１の表面の高さをゲート電極及びソース電極
に形成した半田ボール２１の表面の高さよりも高くする。
【００３９】
また、半田ボールを利用することで、例えば、図１０（ａ）に示すように、第３の実施形
態のメタルベース１０Ｂに厚さ寸法の大きな半導体チップ１Ａをマウントしたときにゲー
ト電極７及びソース電極８とドレイン接続電極１５Ｂの表面高さに大きな差が生じたよう
な場合には、低い側の電極、ここではドレイン接続電極１５Ｂにのみ当該表面高さの差に
相当する径寸法の半田ボール２１を形成することで、実装基板に対するフェースダウンに
よる実装が可能になる。逆に、図１０（ｂ）に示すように、ドレイン接続電極１５Ｂ’の
高さが半導体チップ１の厚さよりも大きいときには、半導体チップ１のゲート電極７及び
ソース電極８に当該高さの差に相当する径寸法の半田ボール２１を形成する。この場合に
は、電極の表面高さと半田ボールの表面高さに差を設けるようにする。なお、半田ボール
２１を搭載する場合には、図４に示した工程において、マウント装置Ｓ４の後工程位置に
半田ボール搭載装置Ｓ７を配設しておき、半導体チップ１をメタルベース１０にマウント
した後、前記半田ボール搭載装置Ｓ７において所定電極上に半田ボール２１を乗せ、半導
体チップと同時にキュア装置Ｓ５においてリフローすることで各電極上に搭載することが
できる。
【００４０】
　図１１（ａ）は本発明の の半導体装置の斜視図、図１１（ｂ）はその一部
の拡大断面図である。ここでも第１の実施形態と同様にＭＯＳＦＥＴとしての半導体装置
に本発明を適用した例である。この では、メタルベース１０Ｃは半導体チップ１の
ほぼ２倍の面積をもつ矩形の金属板で形成されており、当該メタルベース１０Ｃの底辺部
１１Ｃの表面の一側寄りの領域に半導体チップ１がマウントされている。また、前記底辺
部１１Ｃの他側寄りの領域に２つのドレイン接続電極１５Ｃが一体に形成されている。前
記半導体チップ１は第１の実施形態の半導体チップと同じであり、半導体チップ１の裏面
のドレイン電極４をメタルベース１０Ｃの底辺部１１Ｃの表面にダイボンド材によってマ
ウントしている。また、表面には円形のゲート電極７とソース電極８が配設されている。
【００４１】
前記２つのドレイン接続電極１５Ｃは、前記メタルベース１０Ｃの底辺部１１Ｃの他側寄
りの領域にそれぞれ円形をしたメサ状に形成されている。すなわち、各ドレイン接続電極
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１５Ｃは、メタルベース１０Ｃの底辺部１１Ｃを構成する金属板をエッチングあるいは鍛
造して形成されており、前記ゲート電極７及びソース電極８よりも若干小さい径寸法をし
た円形メサ状に形成され、さらに、各ドレイン接続電極１５Ａは板厚方向の断面形状が台
形となるように、表面よりも下側領域の径寸法が若干大きくなるように形成されている。
また、図１１（ｃ）に示すように、両ドレイン接続電極１５Ａは近接している底辺部１１
Ｃの他側辺及び両端辺に対してそれぞれの距離が等しくなるように互いに対称となる位置
に配置されている。そして、前記底辺部１１Ｃの一側寄りの領域に前記半導体チップ１を
マウントしたときに、ゲート電極７及びソース電極８と２つのドレイン接続電極１５Ｃの
各中心がメタルベース１０Ｃよりも一回り小さい同心の正方形に位置されるように、これ
ら２つのドレイン接続電極１５Ｃ、ゲート電極７及びソース電極８が対称に配置されてい
る。なお、この実施形態の場合には、ドレイン接続電極１５Ｃと、ゲート電極７及びソー
ス電極８の表面高さは等しくなるように、すなわち両表面の差が０ｍｍとなるように構成
する。
【００４２】
　 の半導体装置は、 とほぼ同様な厚
さ寸法に形成でき、半導体装置の薄型化は可能になる。その一方で、

と比較すると、メタルベース１０Ｃの面積は半導体チップ１のほ
ぼ２倍であるため、小型化の点では若干不利になるが、実装した状態ではヒートシンクと
して機能するメタルベース１０Ｃの面積を大きいため放熱性を高めることが可能になる。
【００４３】
　また、本 の半導体装置を実装基板に実装する際には、２つのドレイン接続電極１
５Ｃは半導体チップ１のゲート電極７及びソース電極８と同じ円形をしているため、各電
極での半田付けをほぼ同じ条件で行うことができる。ただし、ドレイン接続電極１５Ｃは
メタルベース１０Ｃと一体であるため、ゲート電極７及びソース電極８に比較して熱容量
は大きくなるが、当該ドレイン接続電極１５Ｃはゲート電極７及びソース電極８よりも若
干小径をして面積が小さく、また台形断面をしているため、前記各実施形態と同様に、実
装時において各電極における半田量を均一化を図り、かついたずらに高温状態にすること
もなく、ドレイン接続電極１５Ｃにおける半田付けの信頼性、及びゲート電極７及びソー
ス電極８における半田付けの信頼性が向上される。
【００４４】
さらに、２つのドレイン接続電極１５Ｃはメタルベース１０Ｃの各辺から等距離に配置さ
れているため、両ドレイン接続電極１５Ｃの熱容量を等しくでき、また個々のドレイン接
続電極１５Ｃにおいては円周方向の熱容量のバランスを均等に近いものにでき、ドレイン
接続電極１５Ｃにおける半田のリフローの均一性を高める上で有効となる。また、各ドレ
イン接続電極１５Ｃはメタルベース１０Ｃの辺よりも内側の領域に存在しているため、実
装時に半田がメタルベース１０Ｃの側面に沿って吸い上げられるようなこともない。さら
に、ドレイン接続電極１５Ｃとゲート電極７及びソース電極８が対称な位置に配置されて
いるため、実装時におけるメタルベース１０Ｃの安定性を高め、かつ各電極における半田
付けの条件を均等化することができ、前述した各電極での半田付けの信頼性を高める上で
有利になる。なお、この際にドレイン接続電極１５Ｃとゲート電極７及びソース電極８の
表面高さが等しいため、半導体装置を安定した状態で実装基板上に載置して半田付けを行
うことができることは言うまでもない。さらに、両ドレイン接続電極１５Ｃは下部におい
てメタルベース１０Ｃと一体であるため、十分な機械的な強度が得られ、この面からも実
装の信頼性が向上できる。
【００４５】
　ここで、図示は省略するが、 においても、ドレイン接続電極１５Ｃ、ゲー
ト電極７及びソース電極８に半田ボールを形成するようにしてもよい。また、

では、ドレイン接続電極の断面形状を台形にしているが、角柱状ある
いは円柱状に形成してもよい。ただし、下部領域においてメタルベースと一体に形成され
ており、かつメタルベースとの間に溝等が形成されておらず連続した状態に構成されてい
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ることは必要である。さらに、 では、ドレイン接続電極及び半導体チップの
各電極は必ずしも正方形の配置とすることはなく、枡目状の配置とするだけでも同等の作
用効果を得ることが可能である。
【００４６】
　なお、前記 実施形態ではドレイン接続電極を半導体チップのゲート電極
及びソース電極よりも所要寸法だけ高くした例を示しているが、このような本発明の特徴

来技術で述べた公知の構成の半導体装置についても同様に適用して半導体チップの機
械的ダメージの防止、及びドレイン接続電極及び半導体チップの電極のそれぞれにおける
半田付けの信頼性を向上する効果が得られるものである。また、 に
おいては、メタルベースをエッチングにより形成する場合には曲げ加工の場合に比較して
製造工程の点で不利になるが、この場合でも単純な形状をしたドレイン接続電極を残すよ
うに金属板を厚さ方向にエッチングするのみであるため、比較的容易に実現することが可
能である。もちろん、鍛造による形成であれば曲げ加工と同程度に容易に製造することが
可能になる。
【００４７】
以上の各実施形態では、本発明をＭＯＳＦＥＴに適用した例を示しているが、バイポーラ
トランジスタ、ダイオード、あるいはＩＣ等の他の半導体チップを搭載する半導体装置に
ついても本発明を同様に適用することが可能である。
【００４８】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明は、メタルベースの底辺部の両側を曲げ起こした両辺部の上
縁部で接続電極を構成し、接続電極の表面の高さが半導体チップのゲート電極及びソース
電極よりも高い位置とされているので、実装時にフェースダウンにより実装基板に 実
装する際に半導体チップに対する機械的ダメージを防止するとともに、半導体チップの電
極と実装基板との間に構成される微小な間隔によって当該電極の半田付けの信頼性を高め
ることができる。
【００４９】
また、本発明は、メタルベースの底辺部の両側を曲げ起こした両辺部の上縁部を選択的に
切り欠いて接続電極が形成されているので、接続電極の長さを短くして接続電極の面積を
半導体チップの電極の面積よりも小さくし、接続電極における熱容量を低減し、電極を含
めた半田量の均一化を図り、半導体チップに熱ダメージを与えることなく半田付けの信頼
性を高めることができる。また、接続電極は下部においてメタルベースと一体であり、機
械的な強度を確保することができる。さらに、接続電極を対称配置することで、実装時に
メタルベースを安定した状態で実装基板上に載置して半田付けを行うことができ、半田付
けの信頼性を向上することができる。
【００５０】
また、本発明は、接続電極は両辺部に残された上縁部を半導体チップの電極の面積よりも
小さい面積で両外側に向けて曲げ形成されるので、金属板を加工したのにもかかわらず実
装基板に対する半田付け面積を大きくとれ、低抵抗での接続が可能になる。
【００５１】
さらに、本発明は、接続電極はメタルベースは底辺部の表面の一部領域において金属板の
厚さを部分的に増大させ、かつ接続電極は半導体チップの電極よりも小さい面積に形成さ
れているので、接続電極の熱容量を小さくして実装時における半田量の均一化を図ること
ができ、また、接続電極は表面側の面積が下部の面積よりも小さい断面が台形に形成され
ることにより、接続電極の機械的強度を高めることかでき、実装基板に対する半田付けの
信頼性を高めることができる。また、接続電極の表面を半導体チップの電極の表面よりも
高くすれば、実装時における半導体チップの機械的なダメージを防止し、かつ半導体チッ
プの電極における半田付けの信頼性を高めることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態の半導体装置の斜視図である。
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【図２】　図１の半導体装置の一部を破断した分解斜視図である。
【図３】　図１の半導体装置の平面図、正面図、右側面図である。
【図４】　図１の半導体装置の製造方法を説明するための概念図である。
【図５】　図１の半導体装置の実装構造を説明するための斜視図である。
【図６】　本発明の第２の実施形態の半導体装置の斜視図と一部の拡大断面図である。
【図７】　 の半導体装置の斜視図と一部の拡大断面図である。
【図８】　本発明の第１の実施形態の変形例の半導体装置の斜視図である。
【図９】　本発明の 変形例の半導体装置の斜視図であ
る。
【図１０】　 のさらなる変形例の半導体装置の斜視図である。
【図１１】　 の半導体装置の斜視図と一部の拡大断面図及び各電極の配置を
示す平面図である。
【図１２】　従来の半導体装置の一例の斜視図である。
【図１３】　従来の半導体装置の他の例の斜視図である。
【図１４】　従来の半導体装置のさらに他の例の斜視図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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第１の参考例

第２の実施形態と第１の参考例の各

第１の参考例
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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