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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】リードに熱が印加されてもリードがより抜け落
ちにくい半導体装置及びその製造方法を提供する。
【解決手段】半導体装置１０は、半導体チップ１４と、
半導体チップが搭載されるチップ搭載面１２ａを有する
ダイパッド１２と、半導体チップ１４に電気的に接続さ
れる第１のリード１８と、第１のリード１８の上記端部
をダイパッド１２に固定する熱硬化性樹脂部２２と、半
導体チップ１４、ダイパッド１２及び熱硬化性樹脂部２
２を封止する熱可塑性樹脂部２４とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップと、
　前記半導体チップが搭載されるチップ搭載面を有するダイパッドと、
　前記半導体チップに電気的に接続される端部を有する第１のリードと、
　前記第１のリードの前記端部を前記ダイパッドに対して固定する熱硬化性樹脂部と、
　前記半導体チップ、前記ダイパッド及び前記熱硬化性樹脂部を封止する熱可塑性樹脂部
と
を備える、
　半導体装置。
【請求項２】
　前記熱硬化性樹脂部は、前記ダイパッドの前記チップ搭載面及び側面の少なくとも一方
の前記第１のリード側の領域の一部に被さっている、
請求項１記載に半導体装置。
【請求項３】
　前記熱可塑性樹脂部は、前記熱硬化性樹脂部を覆っている、請求項１又は２記載の半導
体装置。
【請求項４】
　前記ダイパッドのうち前記熱硬化性樹脂部が被さる領域の一部には、凹部及び凸部の少
なくとも一方が形成されている、請求項２又は３記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記ダイパッドに一体的に連結される第２のリードを備える、
請求項１～４の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記ダイパッドにおける前記チップ搭載面と反対側の面は、前記熱硬化性樹脂部及び前
記熱可塑性樹脂部によって覆われていない、
請求項１～５の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項７】
　半導体チップをダイパッドのチップ搭載面に搭載する工程と、
　前記半導体チップと、第１のリードの端部とを電気的に接続する工程と、
　前記第１のリードの端部を前記ダイパッドに熱硬化性樹脂によって固定する工程と、
　前記熱硬化性樹脂、前記半導体チップ及び前記ダイパッドを、熱可塑性樹脂によって封
止する工程と、
を備える、
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、半導体装置及び半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の一例として樹脂封止型の半導体装置が知られている。樹脂封止型の半導体
装置は、リードフレームのダイパッドに半導体チップが搭載されており、半導体チップ及
びダイパッドが樹脂によってモールドされている。リードフレームは、半導体チップにワ
イヤーボンディングされるリードを備えており、このようなリードの半導体チップとの接
続側の端部は、樹脂により半導体チップと一緒にモールドされる。上記モールドに使用さ
れる樹脂は、特許文献１，２に示されているように、ポリフェニレンサルファイド樹脂（
ＰＰＳ樹脂）といった熱可塑性樹脂である。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開平５－２２６３９６号公報
【特許文献２】特開２０００－１２５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の技術では、ワイヤーボンディングによって半導体チップに電気的に接続されるリ
ードは、熱可塑性樹脂によってダイパッドに固定されている。そのため、半導体装置を回
路基板といった他の部材に固定する場合、半田こて等で局所的な加熱がリードに加えられ
ると、熱可塑性樹脂が軟化して、リードが熱可塑性樹脂で構成される封止部から抜け落ち
る場合があった。
【０００５】
　本発明は、リードに熱が印加されてもリードがより抜け落ちにくい半導体装置及びその
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】
【０００６】
　本発明の一側面に係る半導体装置は、半導体チップと、半導体チップが搭載されるチッ
プ搭載面を有するダイパッドと、半導体チップに電気的に接続される端部を有する第１の
リードと、第１のリードの端部をダイパッドに対して固定する熱硬化性樹脂部と、半導体
チップ、ダイパッド及び熱硬化性樹脂部を封止する熱可塑性樹脂部とを備える。
【０００７】
　このような形態によれば、第１のリードは、熱硬化性樹脂部によってダイパッドに固定
されているので、第１のリードに熱が印加されても、熱可塑性樹脂部から第１のリードが
抜け落ちにくい。
【０００８】
　一実施形態においては、熱硬化性樹脂部は、ダイパッドのチップ搭載面及び側面の少な
くとも一方の第１のリード側の領域の一部に被さっていてもよい。この場合、熱硬化性樹
脂部がダイパッドにより確実に固定され得る。
【０００９】
　一実施形態においては、熱可塑性樹脂部は、熱硬化性樹脂部を覆っていてもよい。この
場合、熱可塑性樹脂部と熱硬化性樹脂部との密着性が向上するので、熱硬化性樹脂部が熱
可塑性樹脂部から抜けにくい。
【００１０】
　一実施形態においては、ダイパッドのうち熱硬化性樹脂部が被さる領域の一部には、凹
部及び凸部の少なくとも一方が形成されていてもよい。このような凹部及び凸部の少なく
とも一方により熱硬化性樹脂部がダイパッドにより強固に固定され得る。
【００１１】
　一実施形態においては、半導体装置は、ダイパッドに一体的に連結される第２のリード
を備えてもよい。
【００１２】
　一実施形態においては、ダイパッドにおけるチップ搭載面と反対側の面は、熱硬化性樹
脂部及び熱可塑性樹脂部によって覆われていなくてもよい。この場合、チップ搭載面と対
向するダイパッドの面は、放熱面として機能し得る。
【００１３】
　本発明の他の側面は半導体装置の製造方法に関する。半導体装置の製造方法は、　半導
体チップをダイパッドのチップ搭載面に搭載する工程と、半導体チップと、第１のリード
の端部とを電気的に接続する工程と、第１のリードの端部をダイパッドに熱硬化性樹脂に
よって固定する工程と、熱硬化性樹脂、半導体チップ及びダイパッドを、熱可塑性樹脂に
よって封止する工程と、を備える。
【００１４】
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　かかる方法によれば、第１のリードは、熱硬化性樹脂によってダイパッドに固定される
。そのため、第１のリードに熱が印加されても、熱可塑性樹脂によって封止された部分か
ら第１のリードがより抜け落ちにくい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、リードに熱が印加されてもより抜け落ちにくい半導体装置及びその製
造方法が提供され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る半導体装置の斜視図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図３】図１に示した半導体装置の製造方法の一工程を示す図面である。
【図４】図１に示した半導体装置の製造方法の一工程を示す図面である。
【図５】図１に示した半導体装置の製造方法の一工程を示す図面である。
【図６】図１の半導体装置が備えるダイパッドの他の例の斜視図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る半導体装置の斜視図である。
【図８】図４に示した半導体装置において、熱可塑性樹脂部の形成前の状態を示す図面で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図面の説明においては同一
要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。図面の寸法比率は、説明のものと必
ずしも一致していない。
【００１８】
　図１及び図２を利用して、一実施形態に係る半導体装置について説明する。図１は、一
実施形態に係る半導体装置の斜視図である。図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図
である。説明のために、図１では、半導体装置の一部を切り欠いて示している。
【００１９】
　半導体装置１０は、樹脂封止型の半導体装置である。半導体装置１０は、図１及び図２
に示すように、ダイパッド１２と、半導体チップ１４と、３本のリード１６，１８，２０
と、熱硬化性樹脂部２２と、熱可塑性樹脂部２４とを備える。樹脂封止型の半導体装置１
０のパッケージ形態の例は一般的なＴＯシリーズである。ＴＯシリーズの例はＴＯ－２４
７、ＴＯ－２２０、ＴＯ－２６３（Ｄ２―ＰＡＫ）、ＴＯ－２５２（Ｄ－ＰＡＫ）を含む
。
【００２０】
　ダイパッド１２は板状を呈している。ダイパッド１２の平面視形状の一例は、図１及び
図２に示すように、長方形である。ダイパッド１２を構成する材料の例は銅を含む。ダイ
パッド１２には、板厚方向にダイパッド１２を貫通する貫通孔２６が形成されている。貫
通孔２６は、半導体装置１０を他の部材などに、例えば螺子止めなどによって固定される
際に、螺子を通すための孔である。ダイパッド１２は、半導体チップ１４が搭載されるチ
ップ搭載面１２ａを有する。
【００２１】
　半導体チップ１４は、チップ搭載面１２ａの所定位置に搭載される。半導体チップ１４
の例は、ＭＯＳ－ＦＥＴ、ダイオードを含む。半導体チップ１４は、鉛入り金属半田、鉛
を含まない金属半田又は導電性樹脂を利用してチップ搭載面１２ａに接着されることによ
って、チップ搭載面１２ａに実装され得る。
【００２２】
　３本のリード１６，１８，２０は、ダイパッド１２と共にリードフレームを構成する。
３本のリード１６，１８，２０のうち中央のリード(第２のリード）１６は、ダイパッド
１２の端部に機械的に一体的に連結されている。ダイパッド１２は導電性を有するので、
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リード１６とダイパッド１２とは電気的に接続されている。そして、導電性を有するダイ
パッド１２のチップ搭載面１２ａに、半導体チップ１４が例示した金属半田等によって接
着されていることから、リード１６と半導体チップ１４とが電気的に接続されることにな
る。リード１６の材料の例はダイパッド１２の材料と同じ材料を含む。リード１６が連結
されたダイパッド１２は、リード１６がダイパッド１２に直接機械的に連結されているよ
うに作製されていればよく、例えば、金属板といった導電性を有する板材を、プレス加工
などを利用して一体的に成形することによって作製され得る。
【００２３】
　リード１６の両側のリード(第１のリード）１８，２０は、それぞれ半導体チップ１４
に、接続用ラインとしてのワイヤー２８Ａ，２８Ｂによって電気的に接続されている。ワ
イヤー２８Ａ，２８Ｂの例はアルミ線、アルミリボン、金線、金リボン、銅線を含む。リ
ード１８，２０の材料の例は銅（Ｃｕ）及びＣｕ合金を含む。半導体チップ１４がＭＯＳ
－ＦＥＴである場合、リード１６は、ドレイン端子に対応し、リード１８，２０の一方は
ソース端子に対応し、リード１８，２０の他方はゲート端子に対応する。リード１８，２
０は、熱硬化性樹脂部２２によってダイパッド１２に固定されている。
【００２４】
　熱硬化性樹脂部２２は、ワイヤー２８Ａ，２８Ｂの一端が接続されるリード１８，２０
の端部１８ａ，２０ａ（図２参照）を内側に含む。熱硬化性樹脂部２２は、例えば、トラ
ンスファーモールドなどによって形成され得る。熱硬化性樹脂部２２を構成する熱硬化性
樹脂の例はエポキシ樹脂を含む。熱硬化性樹脂部２２の外形形状の一例は図１に示すよう
に略直方体である。図２に示した熱硬化性樹脂部２２の短辺方向の長さｔ１の例は２．５
ｍｍ～３．０ｍｍであり、長辺方向の長さｔ２（図２参照）の例は１７．５ｍｍ～１８．
０ｍｍである。
【００２５】
　一実施形態において、熱硬化性樹脂部２２はダイパッド１２の端部を覆い得る。換言す
れば、ダイパッド１２のリード１６，１８，２０側のうち、側面１２ｂから側面１２ｃ側
に向かう方向において側面１２ｂから所定距離ｔ３の部分が熱硬化性樹脂部２２に食い込
んでいる。この場合、熱硬化性樹脂部２２は、ダイパッド１２の側面１２ｂ並びに側面１
２ｄ及びチップ搭載面１２ａの側面１２ｂ側の一部の領域に被さっている。上記所定距離
ｔ３の例は０．５ｍｍ～１．５ｍｍであり、より具体的な例は０．５ｍｍである。
【００２６】
　熱可塑性樹脂部２４は、半導体チップ１４、ダイパッド１２及び熱硬化性樹脂部２２を
封止する。リード１６，１８，２０のうち熱可塑性樹脂部２４の内側の部分は、いわゆる
インナーリード部であり、リード１６，１８，２０のうち熱可塑性樹脂部２４の外側の部
分は、アウターリード部である。熱可塑性樹脂部２４の外形形状の一例は、図１に示すよ
うに、略直方体である。この場合、熱可塑性樹脂部２４の外形寸法の例は２０．０ｍｍ(
図１のｔａの長さ）×２４．０ｍｍ（図１のｔｂの長さ）×４．８０ｍｍ（図１のｔｃの
長さ）である。熱可塑性樹脂部２４を構成する熱硬化性樹脂の例はポリフェニレンサルフ
ァイド樹脂（ＰＰＳ樹脂）、液晶ポリマーを含む。熱可塑性樹脂部２４は、半導体チップ
１４、ダイパッド１２及び熱硬化性樹脂部２２を熱可塑性樹脂でモールドすることによっ
て形成され得る。熱可塑性樹脂部２４には、ダイパッド１２の貫通孔２６の中心軸線を中
心軸線とする貫通孔２８が形成されている。貫通孔２８は、貫通孔２６と同様に螺子止め
などの際などに螺子が通される孔である。貫通孔２８の直径は、貫通孔２６の直径より小
さい。
【００２７】
　一実施形態において、熱可塑性樹脂部２４の外形寸法は、ダイパッド１２の板厚方向及
び幅方向において熱硬化性樹脂部２２の外形寸法より大きい。この場合、熱可塑性樹脂部
２４が熱硬化性樹脂部２２を覆っている。この構成では、熱硬化性樹脂部２２の面２２ａ
及び面２２ｂ等が熱可塑性樹脂とより確実に接するため、熱可塑性樹脂部２４と熱硬化性
樹脂部２２との密着性がより向上する。チップ搭載面１２ａの法線方向（板厚方向）にお
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いて、熱可塑性樹脂部２４の表面２４ａと、熱硬化性樹脂部２２の面２２ａとの間の距離
ｔ４の例は０．５ｍｍ～１．５ｍｍであり、より具体的な例は０．５ｍｍである。同様に
、側面１２ｄの法線方向（幅方向）において、熱可塑性樹脂部２４の側面２４ｂと、熱硬
化性樹脂部２２の面２２ｂとの間の距離ｔ５の例は、０．５ｍｍ～１．５ｍｍであり、よ
り具体的な例は０．５ｍｍである。ここでは、側面１２ｃ側について説明したが、側面１
２ｅの法線方向においても同様である。
【００２８】
　一実施形態において、ダイパッド１２のチップ搭載面１２ａと反対側の面である底面１
２ｆは開放され得る。換言すれば、底面１２ｆは熱硬化性樹脂部２２及び熱可塑性樹脂に
よって覆われていない面であり得る。この場合、底面１２ｆは放熱面として機能し得る。
【００２９】
　図３～図５を利用して半導体装置１０の製造方法の一例について説明する。図３～図５
は、図１に示した半導体装置１０の製造方法の一例を説明するための図面である。
【００３０】
　まず、図３に示すように、リード１６が一端部に一体的に連結されたダイパッド１２の
チップ搭載面１２ａに半導体チップ１４を搭載する。半導体チップ１４は、例えば鉛入り
金属ハンダ等を利用してチップ搭載面１２ａに接着されることによってチップ搭載面１２
ａに搭載され得る。
【００３１】
　次の工程において、図４に示すように、リード１８，２０をリード１６の両側に配置し
、リード１８，２０の端部１８ａ，２０ａと半導体チップ１４とをワイヤー２８Ａ，２８
によって接続する。すなわち、リード１８，２０の端部１８ａ，２０ａを半導体チップ１
４に、いわゆるワイヤーボンディングする。その後の工程において、図４に示すように、
リード１８，２０の端部１８ａ，２０ａを、エポキシ樹脂といった熱硬化性樹脂によって
ダイパッド１２に固定する。これにより、熱硬化性樹脂部２２が形成される。熱硬化性樹
脂部２２は、リード１８，２０の端部１８ａ，２０ａとダイパッド１２の一端部とが熱硬
化性樹脂によって例えばトランスファーモールドされて形成され得る。熱硬化性樹脂部２
２は、図１及び図２を利用して説明したように、ダイパッド１２の端部に被されるように
形成され得る。
【００３２】
　続く工程において、半導体チップ１４、ダイパッド１２及び熱硬化性樹脂部２２を、Ｐ
ＰＳ樹脂又は液晶ポリマーといった熱可塑性樹脂によって封止する。これにより、図５に
示す熱可塑性樹脂部２４を有する半導体装置１０が完成する。熱可塑性樹脂による封止は
、図４に示した成型体を、例えば射出成型機によってモールドすることによって為され得
る。この際、熱可塑性樹脂部２４は、図１及び図２を利用して説明したように、熱可塑性
樹脂部２４の外面と熱硬化性樹脂部２２の外面との間に所定の幅を有するように形成され
得る。
【００３３】
　上記に例示した製造方法では、ダイパッド１２の底面１２ｆは、熱硬化性樹脂及び熱可
塑性樹脂によって覆われないとすることできる。
【００３４】
　以上説明した、熱可塑性樹脂部２４によってパッケージされた半導体装置１０では、リ
ード１８，２０が熱可塑性樹脂ではなく熱硬化性樹脂部２２によってダイパッド１２に固
定されている。そのため、回路基板などといった他の部材に半導体装置１０を接続する場
合等において、リード１８，２０が半田こて等によって局所的に熱せられたとしても、リ
ード１８，２０が、封止部としての熱可塑性樹脂部２４からより抜け落にくい。換言すれ
ば、リード１８，２０がダイパッド１２に対して安定的に固定され得る。
【００３５】
　また、半導体チップ１４がＭＯＳ－ＦＥＴ、特にＳｉＣ又はＧａＮを利用したパワーＭ
ＯＳ－ＦＥＴ等であると、ＭＯＳ－ＦＥＴ等が駆動されてより高い熱が生じる場合がある
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。このような場合であっても、半導体装置１０では、熱硬化性樹脂部２２によってリード
１８，２０をダイパッド１２に固定していることから、リード１８，２０が熱可塑性樹脂
部２４から抜け落ち難い。その結果、リード１８，２０がダイパッド１２に対して安定的
に固定され得る。従って、半導体装置１０の構成は、ＭＯＳ―ＦＥＴ、特にＳｉＣ又はＧ
ａＮを利用したパワーＭＯＳ－ＦＥＴ等といった発熱量が多い半導体チップ１４を備える
装置において、有効な構成である。
【００３６】
　一実施形態においては、熱硬化性樹脂部２２がダイパッド１２の端部に被さっているの
で、熱硬化性樹脂部２２がより強固にダイパッド１２に接合される。そのため、リード１
８，２０が、樹脂封止領域から更に抜け落ちにくい。
【００３７】
　更に、一実施形態においては、熱硬化性樹脂部２２の外形寸法は、熱可塑性樹脂部２４
の外形寸法より、小さいので、熱硬化性樹脂部２２の外面と熱可塑性樹脂部２４の外面と
の間には、熱可塑性樹脂が充填されている。この場合、熱硬化性樹脂部２２と熱可塑性樹
脂部２４とがより密着するので、熱可塑性樹脂部２４から熱硬化性樹脂部２２がより抜け
落ちにくい。
【００３８】
　これまでの説明では、ダイパッド１２の表面はほぼ平坦である。しかしながら、一実施
形態において、ダイパッドの端面側の端部のうち熱硬化性樹脂部によって覆われる領域に
、凹部または凸部が形成されていてもよい。
【００３９】
　図６は、ダイパッドの他の実施形態の斜視図である。図６では、説明のために、熱硬化
性樹脂部２２の外形を二点鎖線で示している。また、図６では、リード１６も一緒に示し
ている。図６に示したダイパッド３０では、側面１２ｄ，１２ｅにそれぞれ凹部３２Ａ，
３２Ｂが形成されると共に、側面１２ｄ側から側面１２ｅ側に延在する凹部３２Ｃがチッ
プ搭載面１２ａに形成されている。凹部３２Ａ，３２Ｂ，３２Ｃの形状の例はくさび状を
含む。
【００４０】
　このように凹部３２Ａ，３２Ｂ，３２Ｃが形成されることによって、熱硬化性樹脂部２
２がダイパッド３０の側面１２ｂ側の端部に噛み合いやすく、熱硬化性樹脂部２２がダイ
パッド３０の端部に、より安定的に固定され得る。その結果、熱硬化性樹脂部２２とダイ
パッド３０との接合はより強固である。
【００４１】
　更に、図６に示した凹部３２Ａ，３２Ｂ，３２Ｃの代わりに、凸部が形成されてもよい
。凸部の例は凸部の断面形状が三角形状のものを含む。或いは、凹部３２Ａ，３２Ｂ，３
２Ｃの代わりに、凹部及び凸部からなる凹凸形状が形成されていてもよい。凹凸形状の例
は鋸波状も含む。更にまた、図６では、側面１２ｄ，１２ｅ及びチップ搭載面１２ａに凹
部３２Ａ，３２Ｂ，３２Ｃがそれぞれ形成されている形態を例示している。しかしながら
、凹部は、ダイパッド３０の端部において熱硬化性樹脂部２２によって覆われる領域の一
部に形成されていればよい。例えば、側面１２ｄ，１２ｅ及びチップ搭載面１２ａの何れ
かのみに形成されていてもよい。これは、凹部に代えて、前述したように凸部が形成され
ている場合や、凹部及び凸部からなる凹凸形状が形成されている場合も同様である。
【００４２】
　半導体装置１０の構成では、熱硬化性樹脂部２２は、側面１２ｄから側面１２ｅにかけ
てダイパッド１２の端部全体を覆っている。しかしながら、図７及び図８に示すように、
熱硬化性樹脂部２２は、各リード１８，２０の端部１８ａ，２０ａに対応してそれぞれ設
けられていればよい。図７は、本発明に係る半導体装置の他の実施形態の斜視図である。
図８は、図７に示した半導体装置において、熱可塑性樹脂によるモールド成形前の状態を
示す図面である。
【００４３】
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　図７及び図８に示すように、半導体装置３４は、熱硬化性樹脂部２２が、ダイパッド１
２とリード１６との連結部分を覆っていない点で、半導体装置１０の構成と相違する。し
かしながら、その他の構成において、半導体装置３４の構成は、半導体装置１０の構成と
同様である。半導体装置３４は、図８に示されている半導体チップ１４、ダイパッド１２
及び熱硬化性樹脂部２２，２２を熱可塑性樹脂によってモールドすることによって製造さ
れ得る。
【００４４】
　半導体装置３４においても、熱硬化性樹脂を利用してリード１８，２０の端部１８ａ，
２０ａがダイパッド１２に固定されているので、半導体装置１０と同様の作用効果を有す
る。また、半導体装置３４においても、ダイパッド１２の代わりに、図６を利用して説明
したように、凹部、凸部、または、凹部及び凸部からなる凹凸形状が形成されているダイ
パッド３０が採用されてもよい。
【００４５】
　以上、本発明の種々の実施形態について説明したが、本発明は、上記に例示した種々の
実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能である。
【００４６】
　例えば、ダイパッド１２，３０に対して、第１のリードとしてのリード１８，２０及び
第２のリードとしてのリード１６が設けられているとして説明した。しかしながら、半導
体チップ１４の構成によっては、第２のリードを備えない構成であってもよい。更に、第
１のリードは、２本に限定されず、１本でもよいし、３本以上でもよい。また、本発明は
、アナログＩＣ、ディジタルＩＣ、ＣＰＵ、メモリなどといった半導体装置にも適用可能
である。
【符号の説明】
【００４７】
　１０，３４…半導体装置、１２，３０…ダイパッド、１２ａ…チップ搭載面、１２ｆ…
底面（チップ搭載面と反対側の面）、１４…半導体チップ、１６…リード（第２のリード
）、１８，２０…リード（第１のリード）、１８ａ，２０ａ…端部（第１のリードの端部
）、２２…熱硬化性樹脂部、２２ａ，２２ｂ…熱硬化性樹脂部の面、２４…熱可塑性樹脂
部、２４ａ，２４ｂ…熱可塑性樹脂部の面、３２Ａ，３２Ｂ，３２Ｃ…凹部。
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