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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持板と、単一の接着剤を介して前記支持板の上面に固着された角形の半導体素子と、
少なくとも前記支持板の一部、接着剤及び半導体素子を被覆する樹脂封止体とを備え、
　単一の前記接着剤は、前記支持板の上面に前記半導体素子の下面を固着する介在部と、
前記半導体素子の複数の側面を被覆する側面接着部と、前記半導体素子の複数の角部を被
覆する角接着部とを有し且つ前記半導体素子の複数の側面の各々に対向する前記支持板の
上面に形成される複数の溝を充填し、
　前記角接着部は、前記角部に沿って前記介在部から前記半導体素子の上面に向かって延
伸して前記側面接着部より高い位置まで形成され、
　前記側面接着部は、前記側面に沿って前記介在部から前記半導体素子の上面に向かって
延伸することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体素子の上面に形成された上部電極と前記支持板の周辺に配置された外部リー
ド、前記支持板上の配線導体又は他の素子の電極とを電気的に接続するリード細線を備え
、
　前記側面接着部より高く且つ前記半導体素子の上面より低い位置に前記角接着部を形成
した請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　角形の半導体素子の複数の側面の各々に対向する複数の溝を支持板の上面に形成する工
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程と、
　前記半導体素子の下面の中央部に整合して、前記支持板の上面に単一の接着剤を配置す
る工程と、
　単一の前記接着剤上に前記半導体素子を載置して、前記支持板の上面に前記半導体素子
を押圧する工程と、
　前記半導体素子の押圧により前記半導体素子の側面に向かって前記接着剤を延伸させ且
つ前記支持板の溝内に前記接着剤を充填して、前記接着剤を介して前記半導体素子を前記
支持板に固着する工程と、
　少なくとも前記支持板の一部、接着剤及び半導体素子を樹脂封止体により被覆する工程
とを含み、
　前記接着剤は、前記支持板の上面に前記半導体素子の下面を固着する介在部と、前記半
導体素子の複数の側面を被覆する側面接着部と、前記半導体素子の複数の角部を被覆する
角接着部とを有し、
　前記角接着部は、前記角部に沿って前記介在部から前記半導体素子の上面に向かって延
伸し且つ前記側面接着部より高い位置まで形成され、
　前記側面接着部は、前記側面に沿って前記介在部から前記半導体素子の上面に向かって
延伸することを特徴とする半導体装置の製法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製法、特に半導体装置の作動時に半導体素子の角部に発
生する応力を緩和できる半導体装置及びその製法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図９に示すように、支持板(1)と、支持板(1)の上面(1a)に接着剤(2)を介して固着され
た角形の半導体チップ(3)と、半導体チップ(3)の上面(3a)に形成された上部電極(14)に電
気的に接続されるリード細線(5)と、支持板(1)、接着剤(2)、半導体チップ(3)及びリード
細線(5)を被覆する樹脂封止体(4)とを備える樹脂封止型の半導体装置は、公知である。
【０００３】
　前記半導体装置を製造する際に、まず、支持板(1)の上面(1a)にエポキシ樹脂等の材料
から成る絶縁性の接着剤(2)をスクリーン印刷又はディスペンサ等による周知の塗布法に
よって供給し、次に、接着剤(2)の粘着力により支持板(1)の上面(1a)に半導体チップ(3)
を接着し、最後に、接着剤(2)を加熱硬化する。その後、例えば、周知のワイヤボンディ
ング法によって、リード細線(5)を介して半導体チップ(3)の上部電極(14)を外部リード、
配線導体又は他の素子の電極に接続する。次に、例えば、周知のトランスファモールド法
によって、支持板(1)、接着剤(2)及び半導体チップ(3)を被覆する樹脂封止体(4)が形成さ
れる。
【０００４】
　前記製法では、接着剤(2)を介して支持板(1)の上面(1a)に半導体チップ(3)を載置する
とき、半導体チップ(3)と上面(1a)との間の空気が接着剤(2)にも包囲されて外部に放出さ
れず、接着剤(2)中にボイド（空洞又は未充填部）が発生する難点があった。その結果、
支持板(1)の上面(1a)上に接着剤(2)全体が円滑且つ均一に延展されず、支持板(1)の上面(
1a)に対して半導体チップ(3)が傾斜して接着され、半導体チップ(3)を平行に固着できな
い不具合が生じた。また、接着剤(2)内にボイドが発生すると、接着剤(2)にクラック（亀
裂）が生じて、接着剤(2)の全面に均一に半導体チップ(3)が接触せず、半導体チップ(3)
が剥がれ易くなる弊害が生じた。
【０００５】
　これに対し、下記特許文献１は、２つ以上に分割されたポリイミド樹脂から成るフィル
ムによって半導体チップをアイランド上に熱圧着した半導体装置を開示する。特許文献１
の半導体装置によれば、フィルムの分割部分から空気が外部に放出され、フィルム中のボ
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イドの発生を防止できる。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１４５３７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、分割された接着フィルムの取り扱いは不便であり、アイランド上の所定
の位置に正確に複数のフィルムを配置することも困難である。
　また、図９に示す半導体装置では、半導体チップ(3)、接着剤(2)及び樹脂封止体(4)を
形成する各材質の線膨張係数が相違するため、半導体装置の作動時に発生する熱により、
半導体チップ(3)と接着剤(2)及び樹脂封止体(4)の熱変形量が相違して、半導体チップ(3)
に応力が加えられる。この際、図１０及び図１１に示すように、半導体チップ(3)の側面(
3c)、特に側面(3c)が交差する角部(3d)に応力が集中し、半導体チップ(3)が破損又は電気
的特性が劣化することがあった。
　そこで、本発明は、半導体素子の角部への応力集中を抑制する半導体装置を提供するこ
とを目的とする。また、本発明は、半導体素子の角部への応力集中を抑制すると共に、支
持板に半導体素子を固着する際に接着剤内のボイド発生を抑制する半導体装置の製法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の半導体装置は、支持板(1)と、単一の接着剤(2)を介して支持板(1)の上面(1a)
に固着された角形の半導体素子(3)と、少なくとも支持板(1)の一部、接着剤(2)及び半導
体素子(3)を被覆する樹脂封止体(4)とを備える。単一の接着剤(2)は、支持板(1)の上面(1
a)に半導体素子(3)の下面(3b)を固着する介在部(7)と、半導体素子(3)の複数の側面(3c)
を被覆する側面接着部(8)と、半導体素子(3)の複数の角部(3d)を被覆する角接着部(9)と
を有し且つ半導体素子(3)の複数の側面(3c)の各々に対向する支持板(1)の上面(1a)に形成
される複数の溝(15)を充填する。角接着部(9)は、角部(3d)に沿って介在部(7)から半導体
素子(3)の上面(3a)に向かって延伸して側面接着部(8)より高い位置まで形成される。側面
接着部(8)は、側面(3c)に沿って介在部(7)から半導体素子(3)の上面(3a)に向かって延伸
する。半導体素子(3)、接着剤(2)及び樹脂封止体(4)を形成する各材質の線膨張係数の相
違のため、半導体装置の作動時に発生する熱により、半導体素子(3)と接着剤(2)及び樹脂
封止体(4)の熱変形量が相違して、半導体素子(3)に応力が加えられる。このとき、半導体
素子(3)の側面(3c)を被覆する側面接着部(8)よりも高い位置まで接着剤(2)の角接着部(9)
を形成する角接着部(9)の高さ分によって、半導体素子(3)の各角部(3d)に加わる応力を低
減し又は角部(3d)から側面(3c)側に応力を分散して、角接着部(9)での応力集中を低減す
ることができる。従って、角部(3d)への応力集中に起因する半導体素子(3)の破損又は電
気的特性の劣化を抑制することができる。
【０００９】
　また、本発明の半導体装置の製法は、角形の半導体素子(3)の複数の側面(3c)の各々に
対向する複数の溝(15)を支持板(1)の上面(1a)に形成する工程と、半導体素子(3)の下面(3
b)の中央部(3e)に整合して、支持板(1)の上面(1a)に単一の接着剤(2)を配置する工程と、
単一の接着剤(2)上に半導体素子(3)を載置して、支持板(1)の上面(1a)に半導体素子(3)を
押圧する工程と、半導体素子(3)の押圧により半導体素子(3)の側面(3c)に向かって接着剤
(2)を延伸させ且つ支持板(1)の溝(15)内に前記接着剤(2)を充填して、接着剤(2)を介して
半導体素子(3)を支持板(1)に固着する工程と、少なくとも支持板(1)の一部、接着剤(2)及
び半導体素子(3)を樹脂封止体(4)により被覆する工程とを含む。接着剤(2)は、支持板(1)
の上面(1a)に半導体素子(3)の下面(3b)を固着する介在部(7)と、半導体素子(3)の複数の
側面(3c)を被覆する側面接着部(8)と、半導体素子(3)の複数の角部(3d)を被覆する角接着
部(9)とを有する。角接着部(9)は、角部(3d)に沿って介在部(7)から半導体素子(3)の上面
(3a)に向かって延伸し且つ側面接着部(8)より高い位置まで形成される。側面接着部(8)は
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、側面(3c)に沿って介在部(7)から半導体素子(3)の上面(3a)に向かって延伸する。接着剤
(2)に整合して半導体素子(3)を載置して、半導体素子(3)を支持板(1)へ押圧すると、半導
体素子(3)の中央部(3e)に配置される接着剤(2)が、半導体素子(3)の外側に向かって圧延
され且つ均一な厚みに扁平化されるので、半導体素子(3)と支持板(1)との間の空気は、半
導体素子(3)の外側に向かって押圧されて外部に放出される。従って、半導体素子(3)と支
持板(1)との間で接着剤(2)中にボイドが形成されず、支持板(1)上での半導体素子(3)の傾
斜固着を防止することができる。また、半導体装置の作動時に発生する熱により、半導体
素子(3)に応力が加えられる際に、半導体素子(3)の各角部(3d)に配置される接着剤(2)は
、半導体素子(3)を支持板(1)へ押圧すると、角部(3d)に沿って半導体素子(3)の上面(3a)
に向かって延伸して、半導体素子(3)の角部(3d)を高い位置で被覆するので、半導体装置
の作動時に半導体素子(3)の角部(3d)に加わる応力は、角部(3d)の周辺部に分散される。
よって、角部(3d)への応力集中による半導体素子(3)の破損又は電気的特性の劣化を抑制
することができる。コレットにより半導体素子(3)を接着剤(2)に押圧したとき、半導体素
子(3)の側面(3c)に向かって延伸する接着剤(2)は、溝(15)内に充填されて半導体素子(3)
の側面(3c)を殆ど被覆しないが、半導体素子(3)の角部(3d)に向かって延伸する接着剤(2)
は、溝(15)の間を移動して半導体素子(3)の角部(3d)を十分な厚さで被覆することができ
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の半導体装置及び半導体装置の製法によれば、半導体素子の角部への応力集中に
よる半導体素子の破損又は電気的特性の劣化を抑制して、信頼性の高い半導体装置を提供
することができる。また、本発明の半導体装置の製法によれば、半導体素子と支持板とを
固着する接着剤中にボイドが形成されず、信頼性の高い半導体装置を製造することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明による半導体装置及びその製法の実施の形態を図１～図８について説明す
る。但し、これらの図面では、図９に示す部分と実質的に同一の部分には同一の符号を付
し、その説明を省略する。
【００１２】
　図１に示すように、本実施の形態の半導体装置は、プリント基板又は金属製の放熱板等
の支持板(1)と、支持板(1)の上面(1a)に接着剤(2)を介して固着された角形の半導体チッ
プ(3)と、半導体チップ(3)の上面(3a)に形成された上部電極(14)と支持板(1)の周辺に配
置された外部リード、支持板(1)上の配線導体又は他の素子の電極（何れも図示せず）と
を電気的に接続するリード細線(5)と、支持板(1)、接着剤(2)、半導体チップ(3)及びリー
ド細線(5)並びに外部リード、配線導体又は他の素子の電極を被覆する樹脂封止体(4)とを
備える。半導体チップ(3)は、例えば、シリコン基板により形成されるダイオードチップ
又はトランジスタチップ等の周知の半導体素子であり、平坦面を有する正方形、矩形又は
多角形の板状に形成される。接着剤(2)は、例えば、エポキシ樹脂にシリカ等のフィラー
を混入したエポキシ樹脂系接着剤等の周知の絶縁性接着剤である。樹脂封止体(4)は、例
えば、エポキシ樹脂により形成され、支持板(1)上で半導体チップ(3)の上面(3a)及び側面
(3c)、接着剤(2)並びにリード細線(5)を封止する。
【００１３】
　接着剤(2)は、支持板(1)の上面(1a)に半導体チップ(3)の下面(3b)を固着する介在部(7)
と、半導体チップ(3)の複数の側面(3c)を被覆する側面接着部(8)と、半導体チップ(3)の
複数の角部(3d)を被覆する角接着部(9)とを有する。本実施の形態では、側面接着部(8)は
、半導体チップ(3)の４つの側面(3c)を被覆し、角接着部(9)は、半導体チップ(3)の各側
面(3c)が接続する４つの角部(3d)を被覆する。介在部(7)、側面接着部(8)及び角接着部(9
)は、同一の材質により一体に形成され、支持板(1)の上面(1a)に半導体チップ(3)を強固
に固着して、確実に保持することができる。
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【００１４】
　角接着部(9)は、角部(3d)に沿って介在部(7)から半導体チップ(3)の上面(3a)に向かっ
て延伸して形成され、側面接着部(8)は、側面(3c)に沿って介在部(7)から半導体チップ(3
)の上面(3a)に向かって延伸して形成される。角接着部(9)は、図２～図４に示すように、
側面接着部(8)より高い位置まで形成され、図１に示すように、角接着部(9)が介在部(7)
から半導体チップ(3)の上面(3a)に向かって略山形に形成されるのに対し、側面接着部(8)
は、略水平又は波形に形成される。半導体チップ(3)の角部(3d)を被覆する角接着部(9)が
半導体チップ(3)の側面(3c)を被覆する側面接着部(8)よりも高い位置まで形成されるので
、図５に示すように、半導体チップ(3)の側面(3c)を被覆する側面接着部(8)よりも高い位
置まで接着剤(2)の角接着部(9)を形成する角接着部(9)の高さ分によって、半導体チップ(
3)の各角部(3d)に加わる応力を低減し又は角部(3d)から側面(3c)側に応力を分散して、角
接着部(9)での応力集中を低減することができる。角接着部(9)の緩衝作用により、樹脂封
止体(4)の熱膨張から半導体チップ(3)の角部(3d)を保護するのみならず、側面接着部(8)
よりも角接着部(9)を半導体チップ(3)の高い位置まで形成することにより、接着剤(2)に
より十分に被覆される半導体チップ(3)の角部(3d)よりも接着剤(2)により十分に被覆され
ない半導体チップ(3)の側面(3c)に応力が分散して、半導体チップ(3)の角部(3d)に発生す
る応力集中が緩和される。角接着部(9)よりも側面接着部(8)を半導体チップ(3)の高い位
置まで形成すると、半導体チップ(3)の角部(3d)に発生する応力が緩和されない。半導体
チップ(3)の角部(3d)に発生する応力を緩和することにより、角部(3d)への応力集中に起
因する半導体チップ(3)の破損又は電気的特性の劣化を抑制することができる。
【００１５】
　図２～図４に示すように、半導体チップ(3)の下面(3b)から上面(3a)までの高さをＨと
すると、角接着部(9)の高さｈ1は、０.６Ｈ以上且つ１Ｈ未満の範囲であり、側面接着部(
8)の高さｈ2は、０Ｈ超且つ０.４Ｈ以下の範囲である。角接着部(9)により０.６Ｈ未満の
高さで角部(3d)を被覆し又は側面接着部(8)により０.４Ｈより高く側面(3c)を被覆すると
、角接着部(9)と側面接着部(8)との高さの差が不十分となり、半導体チップ(3)に発生す
る応力を角部(3d)から側面(3c)に良好に分散できない。
【００１６】
　具体的には、厚さ２００～６００μm程度の比較的厚いシリコン基板により形成される
半導体チップ(3)を使用したとき、半導体チップ(3)の線膨張係数が７×１０-6程度、エポ
キシ樹脂により形成される接着剤(2)の線膨張係数が１０×１０-6程度、エポキシ樹脂に
より形成される樹脂封止体(4)の線膨張係数が３０×１０-6程度である。従来の半導体装
置では、半導体装置の作動時に半導体チップ(3)、接着剤(2)及び樹脂封止体(4)が隣接す
る半導体チップ(3)の側面(3c)及び角部(3d)に応力が生じ、特に、半導体チップ(3)の角部
(3d)に応力が集中することが確認された。これに対し、本実施の形態の半導体装置では、
角接着部(9)により、０.６Ｈ以上且つ１Ｈ未満の高さ範囲で半導体チップ(3)の角部(3d)
を被覆し、側面接着部(8)により、０Ｈ超且つ０.４Ｈ以下の高さ範囲で半導体チップ(3)
の側面(3c)を被覆することにより、半導体チップ(3)の角部(3d)の応力が低下することが
確認された。
【００１７】
　本実施の形態の半導体装置を製造する際に、まず、支持板(1)の上面(1a)に接着剤(2)を
ディスペンサ等の塗布装置（図示せず）により供給する。図６に示すように、接着剤(2)
は、半導体チップ(3)の下面(3b)の中央部(3e)及び各角部(3d)に整合して、支持板(1)の上
面(1a)に配置される。次に、コレット（図示せず）により接着剤(2)に整合して半導体チ
ップ(3)を接着剤(2)上に載置し且つ半導体チップ(3)を支持板(1)へ押圧して、接着剤(2)
を介して支持板(1)と半導体チップ(3)とを固着する。接着剤(2)に整合して半導体チップ(
3)を載置して、半導体チップ(3)を支持板(1)へ押圧すると、半導体チップ(3)の中央部(3e
)に配置される接着剤(2)が、半導体チップ(3)の外側に向かって圧延され且つ均一な厚み
に偏平化されるので、半導体チップ(3)と支持板(1)との間の空気は、半導体チップ(3)の
外側に向かって押圧されて外部に放出される。従って、半導体チップ(3)と支持板(1)との
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間で接着剤(2)中にボイド（空洞又は未充填部）が形成されず、支持板(1)上での半導体チ
ップ(3)の傾斜固着を防止することができる。
【００１８】
　前述した特許文献１の半導体装置では、フィルムを２分割又は４分割して、半導体チッ
プの下面の中央部に整合するフィルムを有さないため、半導体チップとアイランドとの間
の空気が半導体チップの外側に向かって押圧されず、空気が良好に外部に放出されない。
また、９分割のフィルムも開示するが、半導体チップの下面の角部に整合するフィルムの
間に別のフィルムを有するため、半導体チップとアイランドとの間で空気の移動が阻害さ
れて、空気が良好に外部に放出されない。
【００１９】
　また、半導体チップ(3)の各角部(3d)に配置される接着剤(2)は、半導体チップ(3)を支
持板(1)へ押圧すると、角部(3d)に沿って半導体チップ(3)の上面(3a)に向かって延伸して
、半導体チップ(3)の角部(3d)を高い位置で被覆する。よって、前述したように、半導体
装置の作動時に半導体チップ(3)の角部(3d)に加わる応力が角部(3d)の周辺部に分散し、
角部(3d)への応力集中による半導体チップ(3)の破損又は電気的特性の劣化を防止するこ
とができる。接着剤(2)により半導体チップ(3)の角部(3d)を高い位置で被覆するには、接
着剤(2)の粘性率、支持板(1)の上面(1a)に塗布する接着剤(2)の分量及びコレットにより
半導体チップ(3)を接着剤(2)に押圧する力の大きさが重要であるが、これらの値は、実験
又はシミュレーションを繰り返すことにより適宜に決定される。
【００２０】
　本実施の形態では、支持板(1)の上面(1a)に接着剤(2)を配置する際に、半導体チップ(3
)の下面(3b)の中央部(3e)及び各角部(3d)に整合する位置にそれぞれ円形且つ同分量の複
数の接着剤(2)を配置する。また、接着剤(2)を介して支持板(1)と半導体チップ(3)とを固
着する際に、複数の接着剤(2)の略中心(O)に半導体チップ(3)の下面(3b)の各角部(3d)を
整合して、半導体チップ(3)を載置する。同形状且つ同分量の接着剤(2)の略中心(O)に半
導体チップ(3)の下面(3b)の各角部(3d)を整合することにより、接着剤(2)を介して支持板
(1)の上面(1a)と半導体チップ(3)とを平行に固着することができる。図６では、半導体チ
ップ(3)の下面(3b)の４つの隅角に対向する４つの接着剤(2)と、半導体チップ(3)の下面(
3b)の略中央部(3e)に対向する１つの接着剤(2)とが支持板(1)に塗布され、半球状に形成
された各接着剤(2)の頂上部に半導体チップ(3)の隅角及び中央部が当接して固着される。
続いて、接着剤(2)を加熱硬化して、接着剤(2)により半導体チップ(3)と支持板(1)とが固
着される。
【００２１】
　その後、従来と同様に、リード細線（ボンディングワイヤ）(5)により、半導体チップ(
3)の上部電極（ボンディングパッド）(14)を外部リード、配線導体又は他の素子の電極に
接続し、樹脂封止体(4)により、支持板(1)、接着剤(2)、半導体チップ(3)、リード細線(5
)及び外部リードの一端、支持板(1)の上面(1a)に配置された配線導体又は他の素子を被覆
して、図１に示す半導体装置が完成する。角接着部(9)は、側面接着部(8)より高く且つ半
導体チップ(3)の上面(3a)より低い位置で形成される。よって、半導体チップ(3)の上面(3
a)より上方に角接着部(9)が突出しないため、半導体チップ(3)の上部電極(14)にリード細
線(5)の一端を良好にワイヤボンディングすることができる。
【００２２】
　本発明の実施の形態は、図１～図６に示す実施の形態に限定されず、変更が可能である
。例えば、半導体装置を製造する際に、図７に示すように、支持板(1)の上面(1a)に接着
剤(2)をＸ形に配置してもよい。Ｘ形の４つの端部に半導体チップ(3)の各角部(3d)を整合
し、接着剤(2)が交差するＸ形の中央部に半導体チップ(3)の中央部(3e)を整合して、支持
板(1)の上面(1a)に半導体チップ(3)を固着することができる。また、図８に示すように、
半導体チップ(3)の各側面(3c)に対向する支持板(1)の上面(1a)に溝(15)を形成し、円形又
は角形に形成された単一の接着剤(2)を半導体チップ(3)の中央部(3e)に整合して支持板(1
)の上面(1a)に配置してもよい。コレットにより半導体チップ(3)を接着剤(2)に押圧した
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とき、半導体チップ(3)の側面(3c)に向かって延伸する接着剤(2)は、溝(15)内に充填され
て半導体チップ(3)の側面(3c)を殆ど被覆しないが、半導体チップ(3)の角部(3d)に向かっ
て延伸する接着剤(2)は、溝(15)の間を移動して半導体チップ(3)の角部(3d)を十分な厚さ
で被覆することができる。半導体チップ(3)は、ダイオードチップ又はトランジスタチッ
プに限定されず、モノリシックＩＣ等の他の半導体素子でもよい。また、接着剤(2)は、
エポキシ樹脂系接着剤に限定されず、ポリイミド樹脂系接着剤等の他の接着剤でもよい。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本発明は、動作時の熱により半導体装置に発生する応力を緩和できるため、例えば、パ
ワートランジスタ等の大電流により動作する樹脂封止型半導体装置に良好に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明による半導体装置の一実施の形態を示す斜視図
【図２】図１の平面図
【図３】図２のIII－III線に沿う断面図
【図４】図２のIV－IV線に沿う断面図
【図５】図１の半導体チップに加わる応力を示す斜視図
【図６】半導体チップの中央部及び角部に整合して支持板に塗布された接着剤及び半導体
チップの斜視図
【図７】支持板にＸ状に塗布された接着剤及び半導体チップの斜視図
【図８】溝を有する支持板に塗布された接着剤及び半導体チップの斜視図
【図９】従来の半導体装置の斜視図
【図１０】図９の半導体チップに加わる応力を示す断面図
【図１１】図９の半導体チップに加わる応力を示す斜視図
【符号の説明】
【００２５】
　(1)・・支持板、　(1a)・・上面、　(2)・・接着剤、　(3)・・半導体チップ（半導体
素子）、　(3a)・・上面、　(3b)・・下面、　(3c)・・側面、　(3d)・・角部、　(3e)・
・中央部、　(4)・・樹脂封止体、　(5)・・リード細線、　(7)・・介在部、　(8)・・側
面接着部、　(9)・・角接着部、　(14)・・上部電極、
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