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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面に第１の電極を有し、前記第１の面と反対側の第２の面に第２の電極を有する
半導体チップと、
　前記半導体チップの第１の面よりも上に位置する第１の部分と、前記第１の部分から前
記半導体チップの第２の面側に延びる第２の部分と、前記第２の部分と一体に形成され、
前記半導体チップの第２の面よりも下に位置する第３の部分とを有する第１の導電部材と
、
　前記半導体チップの第２の面よりも下に位置する第２の導電部材と、
　前記半導体チップ、前記第１及び第２の導電部材を封止する樹脂封止体とを有し、
　前記第１の導電部材の第１の部分は、前記半導体チップの第１の電極を覆う第１の接続
材を介して前記半導体チップの第１の電極に接合され、更に樹脂封止体から露出し、
　前記第１の導電部材の第２の部分は、前記樹脂封止体の内部に位置し、
　前記第１の導電部材の第３の部分は、前記樹脂封止体から露出し、
　前記第２の導電部材は、前記半導体チップの第２の電極を覆う第２の接続材を介して前
記半導体チップの第２の電極に接合され、更に、前記樹脂封止体から露出し、
　前記半導体チップの任意の一辺から前記第２の接続材までの距離と、前記一辺から前記
第１の接続材までの距離との差が、前記一辺から前記第２の接続材までの距離と同じか、
または、その距離より小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
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　第１の面に第１の電極を有し、前記第１の面と反対側の第２の面に第２の電極を有する
半導体チップと、
　前記半導体チップの第１の面よりも上に位置する第１の部分と、前記第１の部分から前
記半導体チップの第２の面側に延びる第２の部分と、前記第２の部分と一体に形成され、
前記半導体チップの第２の面よりも下に位置する第３の部分とを有する第１の導電部材と
、
　前記半導体チップの第２の面よりも下に位置する第２の導電部材と、
　前記半導体チップ、前記第１及び第２の導電部材を封止する樹脂封止体とを有し、
　前記第１の導電部材の第１の部分は、前記半導体チップの第１の電極を覆う第１の接続
材を介して前記半導体チップの第１の電極に接合され、更に樹脂封止体から露出し、
　前記第１の導電部材の第２の部分は、前記樹脂封止体の内部に位置し、
　前記第１の導電部材の第３の部分は、前記樹脂封止体から露出し、
　前記第２の導電部材は、前記半導体チップの第２の電極を覆う第２の接続材を介して前
記半導体チップの第２の電極に接合され、更に、前記樹脂封止体から露出し、
　前記半導体チップの任意の一辺から前記第２の電極までの距離と、前記一辺から前記第
１の電極までの距離との差が、前記一辺から前記第２の電極までの距離と同じか、または
、その距離より小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の半導体装置において、
　前記半導体チップは、平面が方形状で形成され、
　前記第１の導電部材の第１の部分の投影面は、前記半導体チップの投影面を完全に含み
、更に、前記第２の導電部材の投影面内に、前記半導体チップの投影面の互いに接する少
なくとも２辺が完全に含まれることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２に記載の半導体装置において、
　前記第１の導電部材の第１の部分の投影面は、前記半導体チップの第１の電極の投影面
を完全に含み、更に、前記第２の導電部材の投影面内に、前記半導体チップの第２の電極
の投影面の互いに接する少なくとも２辺が完全に含まれることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１又は請求項２に記載の半導体装置において、
　前記半導体チップの厚さが、前記第１及び第２の導電部材の厚さよりも薄いことを特徴
とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１又は請求項２に記載の半導体装置において、
　前記半導体チップの第１の電極は、ドレイン電極であり、
　前記半導体チップの第２の電極は、ソース電極であることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置において、
　前記半導体チップは、前記第２の面にゲート電極を有し、
　前記ゲート電極には、第３の接続材を介して第３の導電部材が接合されていることを特
徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワートランジスタなどの高出力で高発熱の半導体装置に係わり、特に、放
熱性を向上させ、かつ、半導体チップの破損防止や導電部材（リード，ヘッダ）と半導体
チップを接合する接続材の破壊抑制を実現する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯型電子機器、自動車電装品、家電機器、ＯＡ機器などの電源として用いられるパワ
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ートランジスタやパワー集積回路装置等の半導体装置は、近年、急速に需要が拡大してい
る。このような高出力で高発熱の半導体装置では、放熱性を向上させ、半導体装置の抵抗
値を低減させることが、製品の性能向上にとって重要な因子となっている。例えば、特開
２００３－８６７３７号公報では、熱の放熱性にも優れ、且つ小型、薄型で、信頼性にも
優れた半導体装置として、導電部材（リードフレーム）を介して引き出された電極端子の
先端面と、半導体チップに設けられた２以上の電極の表面とが、平面状に露出してなるこ
とを特徴とする半導体装置を提案している。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－８６７３７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、前記公報（特開２００３－８６７３７号）に開示された半導体装置では
、半導体チップの電極を、直接、基板に実装する構造となるため、はんだ塗布量が少なく
なり、接続不良が発生しやすい。また、はんだ材が半導体装置の直下に存在するため、は
んだの濡れ性を確認することが困難となり、実装信頼性が低下する。
【０００５】
　また、本構造は、放熱性を向上させるために、半導体チップ上の電極が露出する構造と
なっており、半導体チップの下側に存在する封止樹脂量は僅かである。このような半導体
装置の温度サイクル試験を行うと、導電部材（リードフレーム）および半導体チップの熱
変形が抑制されにくいため、リードフレームと半導体チップを接合する接続材に大きなひ
ずみが発生する。よって、本構造は、温度サイクル試験時の寿命低下が懸念される。また
、放熱性を重視する半導体装置では、一般に、導電部材（リードフレーム）に線膨張係数
の大きい銅合金を用いることが多い。銅合金の線膨張係数αは約１７×１０－６（１／℃
）であり、半導体チップのαは約３×１０－６（１／℃）と差が大きいため、半導体装置
を高温に加熱した場合、半導体チップに大きな応力が発生し、チップクラックの発生が懸
念される。
【０００６】
　また、半導体チップの電極を、直接、基板に実装する半導体装置の放熱特性は、基板仕
様の影響を受けやすい。放熱特性を向上させるには、熱伝導率の大きい基板を用いる、な
どの工夫が必要となる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、本発明では、ドレイン用導電部材とソース用導電部材で半導体チップの表裏面
を概ね覆い隠すようにはさんで電気的に接合し、これらを樹脂封止する一方、半導体チッ
プ投影面内にあるドレイン用導電部材とソース用リードフレームの一部分を樹脂封止体か
ら露出させる半導体装置を提供する。
【０００８】
　このように構成することにより、半導体装置の表裏面から、導電部材を介して効率よく
放熱を行うことが可能となる。また、導電部材を基板に実装する構造となるため、はんだ
の塗布量が増加して実装信頼性が向上し、はんだの外観検査も可能となる。
【０００９】
　さらに、ドレイン用導電部材とソース用導電部材の幅をそろえることで、半導体チップ
に発生する熱応力が低減できる。また、半導体チップの厚さを導電部材の厚さよりも薄く
することによって、半導体チップを導電部材に接合する接続材に発生する応力を低減でき
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば、下記のとおりである。
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  本発明によれば、半導体チップを挟んだ導電部材を半導体装置の両面から露出できるた
め、放熱性を向上させることが可能となる。また、チップ電極ではなく、導電部材を基板
に実装する構造となるため、はんだの塗布量が増加して実装信頼性が向上し、はんだの外
観検査も可能となる。さらに、半導体チップクラック、半導体チップとの導電部材とを接
合する接続材の疲労破壊を抑制し、信頼性向上を可能とした半導体装置を提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（実施例１）
　図１は、本発明の第１の実施例である半導体装置の平面透視図である。図２は、図１中
のＡ－Ａ’線に沿う断面図である。図４は、半導体装置に用いる半導体チップ１の概略構
成を示す図（（ａ）は平面図，（ｂ）は底面図）である。
【００１２】
　まず、図４を用いて半導体チップ１について説明する。図４（ａ）に示すように、半導
体チップ１の主面（素子形成面，回路形成面）１０１には、絶縁性の保護膜１０３、ゲー
ト用電極１０４、ソース用電極１０５が形成されている。ゲート用電極１０４及びソース
用電極１０５は、半導体チップ１の周縁（辺）から離間して設けられ、保護膜１０３は、
半導体チップ１の周縁とゲート用電極１０４及びソース用電極１０５との間、並びにゲー
ト用電極１０４とソース用電極１０５との間に設けられている。図４（ｂ）に示すように
、半導体チップの主面１０１と反対側の裏面１０２の全域には、ドレイン用電極１０６が
形成されている。保護膜１０３を設けてソース用電極１０５を半導体チップ１の端部（周
縁）より内側に制限する理由は、半導体チップ１と導電部材（リード，ヘッダ）の組立の
際に、後で説明するドレイン用接続材６とソース用接続材４が半導体チップ１の側面を伝
わることによる電気的なショートを防止するためである。
【００１３】
　半導体チップ１は、例えば、単結晶シリコンからなる半導体基板を主体に構成されてい
る。半導体基板の主面には、トランジスタ素子として、例えばＭＩＳＦＥＴ（Ｍetal Ｉn
sulator Ｓemiconductor Ｆield Ｅffect Ｔransistor）が形成されている。このＭＩＳ
ＦＥＴは、大電力化を図るため、複数の微細なトランジスタセルを並列に接続した構成に
なっている。
  半導体チップ１は、厚さ方向と交差する平面形状が方形状になっており、本実施例では
、例えば長方形になっている。
【００１４】
　次に、図１および図２を用いて、半導体装置全体の構成を説明する。
  本実施例の半導体装置は、図１及び図２に示すように、半導体チップ１、樹脂封止体８
、ドレイン用リード（導電部材）７、ゲート用リード（導電部材）３、及びソース用ヘッ
ダ（導電部材）５等を有する構成になっている。半導体チップ１、ドレイン用リード７、
ゲート用リード３、及びソース用ヘッダ５は、樹脂封止体８によって封止されている。
【００１５】
　樹脂封止体８は、低応力化を図る目的として、例えばフェノール系硬化剤、シリコーン
ゴム及びフィラー等が添加されたエポキシ系の熱硬化性樹脂で形成されている。また、樹
脂封止体８は、大量生産に好適なトランスファモールディング法で形成されている。トラ
ンスファモールディング法は、ポット、ランナー、樹脂注入ゲート、及びキャビティ等を
備えた成形金型（モールド金型）を使用し、ポットからランナー及び樹脂注入ゲートを通
してキャビティの内部に熱硬化性樹脂を注入して樹脂封止体を形成する方法である。
【００１６】
　ドレイン用リード７は、図２に示すように、半導体チップ１の裏面１０２よりも上に位
置する第１の部分７ａと、第１の部分７ａと一体に形成され、第１の部分７ａから半導体
チップ１の主面側に延びる第２の部分７ｂと、第２の部分７ｂと一体に形成され、半導体
チップ１の主面１０１よりも下に位置する第３の部分７ｃとを有する構成になっている。
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ドレイン用リード７は、例えば折り曲げ成形によって形成されている。
【００１７】
　ドレイン用リード７において、第１の部分７ａは、ドレイン用接続材６を介して半導体
チップのドレイン用電極１０６（図４参照）に電気的にかつ機械的に接合され、更に樹脂
封止体８から露出している。第２の部分７ｂは、樹脂封止体８の内部に位置している。第
３の部分７ｃは、樹脂封止体８から露出している。この第３の部分７ｃは、半導体チップ
１の周囲において、平面的に半導体チップ１から遠ざかる方向に延びている。第１の部分
７ａは、図１に示すように、半導体チップ１の平面サイズよりも大きい平面サイズで形成
されている。ドレイン用接続材６は、例えば複数の導電性バンプ（はんだバンプ，スタッ
ドバンプ等）を点在させた場合と異なり、ドレイン用電極１０６の全域をほぼ覆うように
して設けられている。
【００１８】
　ソース用ヘッダ５は、図２に示すように、半導体チップ１の主面１０１よりも下側に位
置し、ソース用接続材４を介して半導体チップ１のソース用電極１０５（図４参照）と電
気的にかつ機械的に接合され、更に樹脂封止体８から露出している。ソース用ヘッダ５は
、半導体チップ１のソース用電極１０５よりも大きい外形サイズで形成されている。ソー
ス用接続材４は、例えば複数の導電性バンプ（はんだバンプ，スタッドバンプ等）を点在
させた場合と異なり、ソース用電極１０５のほぼ全域を覆うようにして設けられている。
【００１９】
　ゲート用リード３は、詳細に図示していないが、半導体チップ１の主面１０１よりも下
側に位置し、ゲート用接続材（２）を介して半導体チップ１のゲート用電極１０４と電気
的にかつ機械的に接合されている。ゲート用リード３は、半導体チップ１のゲート用電極
１０４よりも大きい外形サイズで形成されている。また、ゲート用リード３は、半導体チ
ップ１の一辺を横切り、半導体チップ１の内外に亘って延在している。ゲート用接着材（
２）は、例えば複数の導電性バンプ（はんだバンプ，スタッドバンプ等）を点在させた場
合と異なり、ゲート用電極１０４のほぼ全域を覆うようにして設けられている。
【００２０】
　ここで、各接続材（ゲート用接続材，ソース用接続材４，ドレイン用接続材６）は、例
えば、接着強度の高い高温はんだ材（Ｐｂ５Ｓｎ）である。半導体チップ１、各導電部材
（ドレイン用リード７，ソース用ヘッダ５，ゲート用リード３）および各接続材は、樹脂
封止体８で封止されているが、樹脂表面４１よりソース用ヘッダ５が露出し、樹脂表面４
２よりドレイン用リード７が露出している。各導電部材（ドレイン用リード，ソース用ヘ
ッダ，ゲート用リード）の材質は、放熱性を向上させるために、熱伝導率の大きい銅合金
を用いている。本実施例の半導体装置は、ソース用ヘッダ５が露出している面４１を、図
示しない実装基板のランド部に接続する構造である。また、各導電部材と樹脂封止体８の
密着性を向上させるために、各導電部材（ドレイン用リード，ゲート用ヘッダ，ドレイン
用リード）の端部に段差３２を設けている。また、図３に示すように、ソース用ヘッダ５
と樹脂封止体８の密着性をさらに向上させるために、両材質が接するソース用ヘッダ部に
穴部３１を設けてもよい。
【００２１】
　本実施例の半導体装置では、半導体チップ１を挟んだ導電部材（ドレイン用リード，ソ
ース用ヘッダ，ゲート用リード）が半導体装置（樹脂封止体８）の両面（上下面）から露
出するため、半導体装置の表裏面（上下面，互いに反対側に位置する２つの面）から、導
電部材を介して効率よく放熱を行うことが可能となる。また、半導体チップ１の電極では
なくソース用ヘッダ５を基板に実装するため、はんだの塗布量が増加して実装信頼性が向
上し、はんだの外観検査も可能となる。
【００２２】
　本実施例１の半導体装置において、ドレイン用リード７の第１の部分７ａの投影面は、
半導体チップ１の投影面を完全に含み、更に、ソース用ヘッダ５の影面内に、半導体チッ
プ１の投影面の互いに接する少なくとも２辺が完全に含まれている。また、ドレイン用リ
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ード７の第１の部分７ａの投影面は、半導体チップ１のドレイン用電極１０６の投影面を
完全に含み、更に、ソース用ヘッダ５の投影面内に、半導体チップ１のソース用電極１０
５の投影面の互いに接する少なくとも２辺が完全に含まれている。
【００２３】
　次に、図１のＣ－Ｃ’線に沿う断面を図５に示す。Ｃ－Ｃ’断面では、ソース用ヘッダ
５の幅（半導体チップ１の長辺方向に沿う幅）が最大となる。ここで、半導体チップ１の
幅（半導体チップ１の長辺方向に沿う幅）をｃ、ドレイン用リード７の第１の部分７ａの
幅（半導体チップ１の長辺方向に沿う幅）をａ、ソース用ヘッダ５の幅（半導体チップ１
の長辺方向に沿う幅）をｂとする。本発明では、図５に示すように、ドレイン用リード７
の第１の部分７ａの幅ａとソース用ヘッダ５の幅ｂのどちらもチップ幅ｃよりも大きくす
る。これは、高温加熱時のチップクラックを防止するためである。
【００２４】
　チップクラックが発生するメカニズムを説明する。シリコンで形成される半導体チップ
１の線膨張係数は、約３×１０－６（１／℃）と小さく、銅合金である導電部材（ドレイ
ン用リード，ソース用ヘッダ，ゲート用リード）の線膨張係数は、約１７×１０－６（１
／℃）と大きい。図５において、幅ａが幅ｃよりも大きいという前提で、幅ｂが幅ｃより
も小さい場合、半導体装置を高温に加熱すると、線膨張係数の大きいドレイン用リード７
（第１の部分７ａ）の伸長量が大きいため、図６に示すように上に凸の変形が生じる。し
たがって、半導体チップ１の中央付近である○印部１２において、曲げ応力が集中して最
大応力が発生するため、チップクラックの発生が懸念される。チップに大きな応力が発生
する主原因は、ドレイン用リードの第１の部分７ａの幅ａとソース用ヘッダの幅ｂが大き
く異なることである。また、同様の考えで、ドレイン用リード７（第１の部分７ａ）とソ
ース用ヘッダ５の厚さが異なると、半導体チップに曲げ応力が発生するため、チップクラ
ック発生の原因となり得る。
【００２５】
　本発明では、ドレイン用リード７（第１の部分７ａ）の幅ａとソース用ヘッダ５の幅ｂ
のどちらもチップ幅ｃよりも大きいので、本半導体装置の高温加熱時に、チップに発生す
る応力が低減され、チップクラックを防止できる。
【００２６】
　また、ドレイン用リード７（第１の部分７ａ）の幅ａとソース用ヘッダ５の幅ｂを、図
４に示す半導体チップ１のソース用電極１０５の幅（半導体チップ１の長辺方向に沿う幅
）ｅよりも大きくする。
  上記構造を採用すれば、高温加熱時のチップの曲げ変形量を低減でき、チップ発生応力
が抑制される。
【００２７】
　また、図５に示すドレイン用リード７（第１の部分７ａ）幅ａとソース用ヘッダ５幅ｂ
の差を、幅ａと半導体チップ１の幅ｃとの差および幅ｂと幅ｃとの差よりも小さくしても
よい。本構造によって、ドレイン用リード７（第１の部分７ａ）幅ａとソース用ヘッダ５
の幅ｂをほぼ同一にすることができるため、チップ発生応力をさらに低減できる。
【００２８】
　図７にソース用ヘッダ５幅ｂと半導体チップ幅ｃの比ｂ／ｃとチップ発生応力との関係
図を示す。横軸がｂ／ｃ、縦軸がｂ／ｃ＝０．５の場合にチップに発生する応力を１とし
た時の発生応力相対値である。ｂ／ｃが０．７５より大きい場合に、チップ発生応力は大
幅に低減できることから、ｂ／ｃ＞０．７５としてもよい。
【００２９】
　また、本発明では、ドレイン用リード７（第１の部分７ａ）の厚さｆとソース用ヘッダ
５の厚さｈの差を、厚さｆと半導体チップ１の厚さｇとの差よりも小さくする。本構造を
採用することによって、ドレイン用リード７（第１の部分７ａ）とソース用ヘッダ５の厚
さをほぼ同一にすることができ、チップ発生応力を低減できる。
【００３０】
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　次に、本発明では、チップ厚さｇは、ドレイン用リード７（第１の部分７ａ）の厚さｆ
およびソース用ヘッダ５の厚さｈよりも薄くする。これは、温度サイクル試験時のソース
用接続材４およびドレイン用接続材６の疲労破壊を防止するためである。温度サイクル試
験時にソース用接続材４およびドレイン用接続材６に発生するひずみ量は、チップ厚さｇ
の増減に伴って増減することが、われわれの研究により明らかとなっている。なお、チッ
プ厚さｇを薄くすると、高温加熱時に半導体チップ１に発生する応力は増加傾向にあるが
、その感度は小さく、チップクラックが発生するレベルに到達しないことを確認済である
。
【００３１】
（実施例２）
　図８は、本発明の第２の実施例である半導体装置の平面透視図である。図２は、図８中
のＡ－Ａ’線に沿う断面図である。図９は、半導体装置に用いる半導体チップ１の概略構
成を示す図（（ａ）は平面図，（ｂ）は底面図）である。なお、第２の実施例である半導
体装置の基本的構造は、第１の実施例の構造と同一であるため、相違点のみを以下に記載
する。
【００３２】
　まず、図９を用いて半導体チップ１について説明する。図９（ａ）に示すように、半導
体チップ１の主面（素子形成面，回路形成面）１０１には、絶縁性の保護膜１０３、ゲー
ト用電極１０４、ソース用電極１０５が形成されている。ゲート用電極１０４及びソース
用電極１０５は、半導体チップ１の周縁（辺）から離間して設けられ、保護膜１０３は、
半導体チップ１の周縁とゲート用電極１０４及びソース用電極１０５との間、並びにゲー
ト用電極１０４とソース用電極１０５との間に設けられている。ソース用電極１０５は、
ゲート電極１０４の三方を取り囲むようにして形成されている。図９（ｂ）に示すように
、半導体チップの主面１０１と反対側の裏面１０２の全域には、ドレイン用電極１０６が
形成されている。
【００３３】
　次に、図８および図２を用いて、半導体装置の全体の構成を説明する。半導体チップ１
の各電極（ゲート用電極１０４，ソース用電極１０５，ドレイン用電極１０６）には、ゲ
ート用リード３、ソース用ヘッダ５、ドレイン用リード７が、それぞれ、ゲート用接続材
（図示せず）、ソース用接続材４、ドレイン用接続材６を介して電気的、機械的に接続さ
れている。図８に示すように、ゲート用リード３は、ドレイン用リード７の端子３４およ
びソース用ヘッダ５の端子３３が設けられている辺とは、異なる一辺に設けられている。
ソース用ヘッダ５は、半導体装置中央付近に切欠３６を有し、ゲート用リード３を三方か
ら取り囲むような形状となっている。本実施例の半導体装置では、ソース用ヘッダ５の端
子３３の幅をドレイン用リード７の端子部の幅と同程度まで拡大でき、放熱性の向上およ
び半導体装置の抵抗値の低減が図れる。また、図９に示すように、ゲート用電極１０４を
半導体チップ１のほぼ対称軸上に設けることにより、半導体チップ１のサイズが変動して
も、半導体チップ１を半導体装置のほぼ中央に配置できるため、リードフレームが共用化
でき、低コスト化できる。
【００３４】
（実施例３）
　図１０は、本発明の第３の実施例である半導体装置の平面透視図である。図２は、図１
０中のＡ－Ａ’線に沿う断面図である。なお、第３の実施例である半導体装置の基本的構
造は、第１の実施例の構造と同一であるため、相違点のみを以下に記載する。
  図１０に示すように、ゲート用リード３は、ドレイン用リード７の端子３４およびソー
ス用ヘッダ５の端子３３が設けられている辺とは、異なる一辺に設ける。本構造では、ソ
ース用ヘッダ５の端子の幅をドレイン用リード７の端子の幅と同程度まで拡大でき、放熱
性の向上および半導体装置の抵抗値の低減が図れる。
【００３５】
（実施例４）



(8) JP 4468115 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

　実施例１、２および３で示した半導体装置の製造プロセスの一例を図１１に示す。なお
、本製造プロセスの図は、図１のＡ－Ａ’線に沿う断面を図示している。図１１（ａ）の
工程では、ドレイン用リード７に、ドレイン用接続材６を塗布し、その上に半導体チップ
１をその裏面１０２が下側となるように設置し、その上にソース用接続材４およびゲート
用接続材２を塗布し、その上にゲート用リード３およびソース用ヘッダ５を設置する。こ
こで、各接続材（２，４，６）は、例えば、高温はんだ材（Ｐｂ５Ｓｎ）である。各導電
部材（ドレイン用リード７，ソース用ヘッダ５，ゲート用リード３）と半導体チップ１の
組立が完成した後、一括リフローし、半導体チップ１と各導電部材を固定する。
【００３６】
　図１１（ｂ）の工程では、リフロー後の半導体装置を、下金型２１の上に、緩衝材２２
を介して設置する。その上に、緩衝材２３を装着した上金型２４を覆い、クランプ圧力２
５を印加する。樹脂を図示しない注入口より流し込み、樹脂封止を行う。
  図１１（ｃ）の工程では、金型を取り除いて、各導電部材の切断を行う。
【００３７】
　図１２に、本半導体装置断面図を示す。半導体チップ１の端部からソース用接続材４ま
での距離をｉ、半導体チップ１の端部からドレイン用接続材６までの距離をｊとする。本
発明では、幅ｉと幅ｊの差を幅ｉおよび幅ｊと同じまたは幅ｉおよび幅ｊより小さくする
。
【００３８】
　これは、本半導体装置の製造プロセスでのチップクラックを防止するためである。チッ
プクラックが発生するメカニズムを説明する。本実施例の半導体装置は、ドレイン用リー
ド７（第１の部分７ａ）およびソース用ヘッダ５を樹脂封止体８から露出させる必要があ
る。そのため、緩衝材が直接ドレイン用リード７およびソース用ヘッダ５に接することに
なる。この状態で、クランプ圧力２５が印加されると、緩衝材と導電部材の間に流体であ
る封止樹脂体が存在する場合と比較して、導電部材に直接大きな力が加わる。よって、図
１２に示すように、距離ｉが距離ｊよりも長い場合、接続材４の端部２６を支点とした曲
げ応力が半導体チップ１の○印部２７に発生し、チップクラックに至ることも考えられる
。よって、本発明では、樹脂モールド工程でのクランプ圧力によるチップクラックを防止
するために、幅ｉと幅ｊの差を幅ｉおよび幅ｊと同じまたは幅ｉおよび幅ｊより小さくす
る。こうすることにより、幅ｉと幅ｊは、ほぼ同じ値となるので、クランプ圧力が印加さ
れた場合に、半導体チップ１に発生する曲げ応力が抑制される。
【００３９】
　また、以下のような実施例が挙げられる。図１３は、半導体チップ１の概略構成を示す
図（（ａ）は平面図，（ｂ）は底面図）である。図１３（ａ）に示すように、半導体チッ
プ１の主面１０１の構成は、図４と同様である。図１３（ｂ）に示すように、半導体チッ
プ１の裏面１０２には、絶縁性の保護膜１０３、ドレイン用電極１０６が形成されている
。保護膜１０３は、半導体チップ１の周縁（辺）とドレイン用電極１０６との間に設けら
れている。
【００４０】
　図１３（（ａ），（ｂ））に示すように、半導体チップ１の端部からソース用電極１０
５までの距離をｌ、半導体チップ１の端部からドレイン用電極１０６までの距離をｍとし
た時、幅ｌと幅ｍの差を幅lおよび幅ｍと同じまたは幅ｌおよび幅mより小さくする。こう
することにより、接続材が塗布されない領域の幅ｌと幅mは、ほぼ同じ値となるので、ク
ランプ圧力が印加された場合に、半導体チップ１に発生する曲げ応力が抑制される。
【００４１】
　また、以下のような実施例が挙げられる。図１４に示すように、ドレイン用リード７の
、半導体チップ１と接合する面の一部（第１の部分７ａ）に半導体チップ１側に突出する
突起部２８を設ける。ドレイン用リード７と半導体チップ１は、突起部２８で接続する。
半導体チップ１の端部から突起部２８までの距離をnとした時、幅ｉと幅ｎの差を幅ｉお
よび幅ｎと同じまたは幅ｉおよび幅ｎより小さくする。こうすることにより、接続材が塗



(9) JP 4468115 B2 2010.5.26

10

20

30

40

布されない領域の幅ｉと幅ｎは、ほぼ同じ値となるので、クランプ圧力が印加された場合
に、半導体チップ１に発生する曲げ応力が抑制される。
【００４２】
　以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々
変更可能であることは勿論である。
【００４３】
　例えば、前述の実施例では、半導体チップ１のソース用電極１０５及びゲート用電極１
０４が下側に位置する（半導体装置の実装面側に位置する）例について説明したが、本発
明は、半導体チップ１のドレイン電極１０６が下側に位置する（半導体装置の実装面側に
位置する）場合においても適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の第一の実施例である半導体装置の平面透視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’線に沿う断面図である。
【図３】本発明の第一の実施例の変形例である半導体装置の断面図である。
【図４】本発明の第一の実施例である半導体装置に用いる半導体チップの概略構成を示す
図（（ａ）は平面図，（ｂ）は底面図）である。
【図５】図１のＣ－Ｃ’線に沿う断面図である。
【図６】半導体装置の高温加熱時の変形図である。
【図７】比ｂ／ｃ（ヘッダの幅／半導体チップの幅）とチップ発生応力との関係を示す図
である。
【図８】本発明の第二の実施例である半導体装置の平面透視図である。
【図９】本発明の第二の実施例である半導体装置に用いる半導体チップの概略構成を示す
図（（ａ）は平面図，（ｂ）は底面図）である。
【図１０】本発明の第三の実施例である半導体装置の平面透視図である。
【図１１】本発明における半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１２】本発明の第四の実施例である半導体装置の内部構造を示す断面図である。
【図１３】本発明の第四の実施例である半導体装置に用いる半導体チップの概略構成を示
す図（（ａ）は平面図，（ｂ）は底面図）である。
【図１４】本発明の第四の実施例である半導体装置の断面図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１…半導体チップ、２…ゲート用接続材、３…ゲート用リード、４…ソース用接続材、
５…ソース用ヘッダ、６…ドレイン用接続材、７…ドレイン用リード、８…樹脂封止体、
１２…高温加熱時のチップに発生する応力集中箇所、２１…下金型、２２…緩衝材、２３
…緩衝材、２４…上金型、２５…クランプ圧力、２６…ソース用接続材の端部、２７…ク
ランプ時のチップに発生する応力集中箇所、２８…ドレイン用リードに設けられた突起部
、３１…ソース用リードに設けられた穴部、３２…段差、３３…ソース用ヘッダの端子、
３４…ドレイン用リードの端子、３６…ソース用ヘッダの切欠部、４１…ソース用ヘッダ
の露出面、４２…ドレイン用リードの露出面、１０１…半導体チップの主面、１０２…半
導体チップの裏面、１０３…保護膜、１０４…ゲート用電極、１０５…ソース用電極、１
０６…ドレイン用電極。
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