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(57)【要約】
【課題】ヒートシンクと第二の金属板との接合界面にお
けるボイドの発生を抑制してヒートシンクと第二の金属
板とを強固に接合できるヒートシンク付パワーモジュー
ル用基板の製造方法を提供する。
【解決手段】第二の金属板の他面にヒートシンクを接合
するヒートシンク接合工程は、第二の金属板の他面とヒ
ートシンクの接合面のうち少なくとも一方にＳｉ層を形
成するＳｉ層形成工程Ｓ０１と、Ｓｉ層を介して第二の
金属板とヒートシンクとを積層するヒートシンク積層工
程Ｓ０２と、第二の金属板とヒートシンクとを積層方向
に加圧するとともに加熱し、Ｓｉ層のＳｉを第二の金属
板及びヒートシンクに拡散させることによって溶融金属
領域を形成するヒートシンク加熱工程Ｓ０３と、この溶
融金属領域を凝固させることによって第二の金属板とヒ
ートシンクとを接合する溶融金属凝固工程Ｓ０４と、を
有することを特徴とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックス基板と、該セラミックス基板の表面に一面が接合されたアルミニウムから
なる第一の金属板と、前記セラミックス基板の裏面に一面が接合されたアルミニウムから
なる第二の金属板と、該第二の金属板の前記セラミックス基板と接合された前記一面と反
対側の他面に接合されたアルミニウムまたはアルミニウム合金からなるヒートシンクと、
を備えるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法であって、
　前記セラミックス基板と前記第一の金属板、及び、前記セラミックス基板と前記第二の
金属板とを接合するセラミックス基板接合工程と、
　前記第二の金属板の他面に前記ヒートシンクを接合するヒートシンク接合工程と、を有
し、
　前記ヒートシンク接合工程は、
　前記第二の金属板の他面と前記ヒートシンクの接合面のうち少なくとも一方にＳｉを固
着してＳｉ層を形成するＳｉ層形成工程と、
　前記Ｓｉ層を介して前記第二の金属板と前記ヒートシンクとを積層するヒートシンク積
層工程と、
　積層された前記第二の金属板と前記ヒートシンクとを積層方向に加圧するとともに加熱
し、前記第二の金属板と前記ヒートシンクとの界面に溶融金属領域を形成するヒートシン
ク加熱工程と、
　この溶融金属領域を凝固させることによって、前記第二の金属板と前記ヒートシンクと
を接合する溶融金属凝固工程と、を有し、
　前記ヒートシンク加熱工程において、前記Ｓｉ層のＳｉを前記第二の金属板及び前記ヒ
ートシンクに拡散させることにより、前記第二の金属板と前記ヒートシンクとの界面に、
前記溶融金属領域を形成することを特徴とするヒートシンク付パワーモジュール用基板の
製造方法。
【請求項２】
　前記Ｓｉ層形成工程において、前記第二の金属板の他面と前記ヒートシンクの接合面の
うち少なくとも一方に、Ｓｉに加えて、Ｃｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及び
Ｌｉから選択される１種又は２種以上の添加元素を固着することを特徴とする請求項１に
記載のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法。
【請求項３】
　前記Ｓｉ層形成工程では、ＳｉとともにＡｌを固着させることを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法。
【請求項４】
　前記セラミックス基板接合工程は、
　前記セラミックス基板と前記第一の金属板との接合界面における前記セラミックス基板
の接合面と前記第一の金属板の接合面のうちの少なくとも一方にＣｕ又はＳｉのうちの１
種以上を固着して第１金属層を形成するとともに、前記セラミックス基板と前記第二の金
属板との接合界面における前記セラミックス基板の接合面と前記第二の金属板の接合面の
うちの少なくとも一方にＣｕ又はＳｉのうちの１種以上を固着して第２金属層を形成する
金属固着工程と、
　前記第１金属層を介して前記セラミックス基板と前記第一の金属板とを積層するととも
に、前記第２金属層を介して前記セラミックス基板と前記第二の金属板とを積層するセラ
ミックス基板積層工程と、
　積層された前記第一の金属板と前記セラミックス基板と前記第二の金属板とを積層方向
に加圧するとともに加熱し、前記第一の金属板と前記セラミックス基板との界面及び前記
セラミックス基板と前記第二の金属板との界面に、第一溶融金属領域及び第二溶融金属領
域を形成するセラミックス基板加熱工程と、
　この第一溶融金属領域及び第二溶融金属領域を凝固させることによって、前記第一の金
属板と前記セラミックス基板及び前記セラミックス基板と前記第二の金属板とを接合する
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第一溶融金属及び第二溶融金属凝固工程と、を有し、
　前記セラミックス基板加熱工程において、前記第１金属層及び前記第２金属層のＣｕ又
はＳｉのうちの１種以上を前記第一の金属板及び前記第二の金属板に拡散させることによ
り、前記第一の金属板と前記セラミックス基板との界面及び前記セラミックス基板と前記
第二の金属板との界面に、前記第一溶融金属領域及び前記第二溶融金属領域を形成するこ
とを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のヒートシンク付パワーモジ
ュール用基板の製造方法。
【請求項５】
　前記セラミックス基板接合工程と、前記ヒートシンク接合工程と、を同時に行うことを
特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のヒートシンク付パワーモジュー
ル用基板の製造方法。
【請求項６】
　前記Ｓｉ層形成工程は、めっき、蒸着、ＣＶＤ、スパッタリング、コールドスプレー、
又は、粉末が分散しているペースト及びインクなどの塗布によって前記ヒートシンクの接
合面及び前記第二の金属板の他面のうち少なくとも一方に、Ｓｉを固着させることを特徴
とする請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のヒートシンク付パワーモジュール用
基板の製造方法。
【請求項７】
　前記第二の金属板が、複数の金属板が積層されて構成されていることを特徴とする請求
項１から請求項６のいずれか一項に記載のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
方法。
【請求項８】
　セラミックス基板と、
　該セラミックス基板の表面に一面が接合されたアルミニウムからなる第一の金属板と、
　前記セラミックス基板の裏面に一面が接合されたアルミニウムからなる第二の金属板と
、
　該第二の金属板の前記セラミックス基板と接合された前記一面と反対側の他面に接合さ
れたアルミニウムまたはアルミニウム合金からなるヒートシンクとを備え、
　前記第二の金属板及び前記ヒートシンクには、Ｓｉが固溶されており、前記第二の金属
板及び前記ヒートシンクの接合界面近傍におけるＳｉ濃度が０．０５質量％以上０．６質
量％以下の範囲内に設定されていることを特徴とするヒートシンク付パワーモジュール用
基板。
【請求項９】
　前記第二の金属板及び前記ヒートシンクには、Ｓｉに加えて、Ｃｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ
，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添加元素が固溶されてい
ることを特徴とする請求項８に記載のヒートシンク付パワーモジュール用基板。
【請求項１０】
　前記第一の金属板と前記セラミックス基板との接合界面近傍、あるいは、前記第二の金
属板と前記セラミックス基板との接合界面近傍において、Ｃｕ又はＳｉのうちの１種以上
に加えてＣｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２
種以上の添加元素が固溶されていることを特徴とする請求項８又は請求項９に記載のヒー
トシンク付パワーモジュール用基板。
【請求項１１】
　前記第二の金属板の厚さが、前記第一の金属板の厚さ以上となるように設定されている
ことを特徴とする請求項８から請求項１０のいずれか一項に記載のヒートシンク付パワー
モジュール用基板。
【請求項１２】
　前記第二の金属板が、複数の金属板が積層されて構成されていることを特徴とする請求
項８から請求項１１のいずれか一項に記載のヒートシンク付パワーモジュール用基板。
【請求項１３】
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　請求項８から請求項１２のいずれか一項に記載のヒートシンク付パワーモジュール用基
板と、
　該ヒートシンク付パワーモジュール用基板上に搭載される電子部品と、を備えたことを
特徴とするパワーモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、大電流、高電圧を制御する半導体装置に用いられるヒートシンク付パワー
モジュール用基板の製造方法、ヒートシンク付パワーモジュール用基板、及び、パワーモ
ジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子の中でも電力供給のためのパワー素子は、発熱量が比較的高いため、これを
搭載する基板としては、例えば、ＡｌＮ（窒化アルミ）やＳｉ３Ｎ４（窒化ケイ素）など
からなるセラミックス基板上にＡｌ（アルミニウム）の第一の金属板が接合されるととも
に、基板の反対側にＡｌ（アルミニウム）の第二の金属板を介してヒートシンクが接続さ
れたヒートシンク付パワーモジュール用基板が用いられる。
　このようなヒートシンク付パワーモジュール用基板では、第一の金属板は回路層として
形成され、第一の金属板の上には、はんだ材を介してパワー素子の半導体チップが搭載さ
れる。
【０００３】
　従来、前述のヒートシンク付パワーモジュール用基板は、例えば特許文献１に記載され
ているように、以下の手順で製造される。
　まず、セラミックス基板の一方の面にろう材を介して第一の金属板を積層し、セラミッ
クス基板の他方の面にろう材を介して第二の金属板を積層して、これを積層方向に所定の
圧力で加圧するとともに加熱し、セラミックス基板と第一の金属板及び第二の金属板とを
接合させる（セラミックス基板接合工程）。
　次に、第二の金属板のうちセラミックス基板とは反対側の面に、ろう材を介してヒート
シンクを積層し、積層方向に所定の圧力で加圧するとともに加熱し、これにより第二の金
属板とヒートシンクとを接合させる（ヒートシンク接合工程）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－００９２１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ヒートシンクと第二の金属板とを接合するヒートシンク接合工程において、
ろう材箔を用いた場合、第二の金属板とヒートシンクとの界面部分には、第二の金属板及
びヒートシンクの表面、ろう材箔の両面の４つの面において酸化被膜が存在することにな
り、酸化被膜の合計厚さが厚くなる傾向にあった。ここで、第二の金属板とヒートシンク
とを接合する際には、これらの酸化被膜を除去するために、ヒートシンク及び第二の金属
板（パワーモジュール用基板）を積層方向に十分な圧力で加圧して加熱処理していた。と
ころが、加圧が不十分な部分では酸化被膜を除去できず、ヒートシンクと第二の金属板と
の接合界面に局所的にボイドが発生することがあった。
　特に、近年では、一つのパワーモジュール用基板に複数の半導体素子を実装するものが
提案されており、ヒートシンクと第二の金属板との接合面積が大型化する傾向にあり、前
述したボイド発生の危険性が増している。
【０００６】
　また、第二の金属板とヒートシンクのろう付けする際には、融点を低く設定するために
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Ｓｉを７．５質量％以上含有するＡｌ－Ｓｉ系合金のろう材箔が使用されることが多い。
このようにＳｉを比較的多く含有するＡｌ－Ｓｉ系合金においては、延性が不十分である
ことから圧延等によって箔材を製造するのが困難であった。
　さらに、ヒートシンクと第二の金属板との間にろう材箔を配置し、これらを積層方向に
加圧して加熱することになるが、この加圧に際してろう材箔の位置がずれないように、ろ
う材箔、ヒートシンク及び第二の金属板を積層配置する必要があった。
【０００７】
　この発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、ヒートシンクと第二の金属
板との接合界面におけるボイドの発生を抑制してヒートシンクと第二の金属板とを強固に
接合でき、高品質なヒートシンク付パワーモジュール用基板を提供することが可能なヒー
トシンク付パワーモジュール用基板の製造方法、及び、この製造方法によって得られるヒ
ートシンク付パワーモジュール用基板、パワーモジュール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】
　このような課題を解決して、前記目的を達成するために、本発明のヒートシンク付パワ
ーモジュール用基板の製造方法は、セラミックス基板と、該セラミックス基板の表面に一
面が接合されたアルミニウムからなる第一の金属板と、前記セラミックス基板の裏面に一
面が接合されたアルミニウムからなる第二の金属板と、該第二の金属板の前記セラミック
ス基板と接合された前記一面と反対側の他面に接合されたアルミニウムまたはアルミニウ
ム合金からなるヒートシンクと、を備えるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
方法であって、前記セラミックス基板と前記第一の金属板、及び、前記セラミックス基板
と前記第二の金属板とを接合するセラミックス基板接合工程と、前記第二の金属板の他面
に前記ヒートシンクを接合するヒートシンク接合工程と、を有し、前記ヒートシンク接合
工程は、前記第二の金属板の他面と前記ヒートシンクの接合面のうち少なくとも一方にＳ
ｉを固着してＳｉ層を形成するＳｉ層形成工程と、前記Ｓｉ層を介して前記第二の金属板
と前記ヒートシンクとを積層するヒートシンク積層工程と、積層された前記第二の金属板
と前記ヒートシンクとを積層方向に加圧するとともに加熱し、前記第二の金属板と前記ヒ
ートシンクとの界面に溶融金属領域を形成するヒートシンク加熱工程と、この溶融金属領
域を凝固させることによって、前記第二の金属板と前記ヒートシンクとを接合する溶融金
属凝固工程と、を有し、前記ヒートシンク加熱工程において、前記Ｓｉ層のＳｉを前記第
二の金属板及び前記ヒートシンクに拡散させることにより、前記第二の金属板と前記ヒー
トシンクとの界面に、前記溶融金属領域を形成することを特徴としている。
【０００９】
　この構成のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法においては、第二の金属
板の他面にヒートシンクを接合するヒートシンク接合工程が、前記第二の金属板の他面と
前記ヒートシンクの接合面のうち少なくとも一方にＳｉを固着してＳｉ層を形成するＳｉ
層形成工程を備えているので、第二の金属板とヒートシンクとの接合界面には、Ｓｉが介
在することになる。ここで、Ｓｉは、アルミニウムの融点を降下させる元素であるため、
比較的低温条件下であっても、前記第二の金属板と前記ヒートシンクとの界面に溶融金属
領域を形成することができる。
【００１０】
　また、加熱工程において、Ｓｉ層内のＳｉを前記第二の金属板及びヒートシンク側に拡
散させることにより、前記ヒートシンクと前記第二の金属板との界面に前記溶融金属領域
を形成し、この溶融金属領域を凝固させることで、前記第二の金属板と前記ヒートシンク
を接合する構成としているので、Ａｌ－Ｓｉ系のろう材箔等を用いる必要がない。
　そして、第二の金属板及びヒートシンクに直接Ｓｉを固着しているので、酸化被膜は、
第二の金属板及びヒートシンクの表面にのみ形成されることになり、第二の金属板及びヒ
ートシンクの界面に存在する酸化被膜の合計厚さが、ろう材箔を使用した場合に比べて薄
くなる。よって、接合時において、酸化被膜を確実に除去することが可能となり、第二の
金属板とヒートシンクとの接合界面にボイドが発生することが抑制され、第二の金属板及
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びヒートシンクとの接合強度を向上させることができる。
【００１１】
　また、前述のように、製造が困難なＡｌ－Ｓｉ系のろう材箔等を用いることなく、前記
第二の金属板と前記ヒートシンクを接合しているので、低コストで、第二の金属板とヒー
トシンクとが確実に接合されたヒートシンク付パワーモジュール用基板を製造することが
できる。
　さらに、ろう材箔を使用せずに、前記ヒートシンクの接合面及び前記第二の金属板の他
面のうち少なくとも一方に直接Ｓｉを固着しているので、ろう材箔の位置合わせ作業等を
行う必要がない。
【００１２】
　ここで、前記Ｓｉ層形成工程において、前記第二の金属板の他面と前記ヒートシンクの
接合面のうち少なくとも一方に、Ｓｉに加えて、Ｃｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，
Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添加元素を固着することが好ましい。
　この場合、第二の金属板とヒートシンクとの接合界面には、Ｓｉに加えて、Ｃｕ，Ｚｎ
，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添加元素が
介在することになる。ここで、Ｃｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉとい
った元素は、アルミニウムの融点を降下させる元素であるため、比較的低温条件において
、第二の金属板とヒートシンクとの界面に確実に溶融金属領域を形成することができる。
　よって、比較的低温、短時間の接合条件で接合しても、第二の金属板とヒートシンクと
をさらに強固に接合することが可能となる。
【００１３】
　また、前記Ｓｉ層形成工程では、ＳｉとともにＡｌを固着させる構成とすることが好ま
しい。
　この場合、ＳｉとともにＡｌを固着させているので、形成されるＳｉ層がＡｌを含有す
ることになり、加熱工程において、このＳｉ層が優先的に溶融し、第二の金属板とヒート
シンクとの界面に溶融金属領域を確実に形成することが可能となり、第二の金属板とヒー
トシンクとを強固に接合することができる。なお、ＳｉとともにＡｌを固着させるには、
ＳｉとＡｌとを同時に蒸着してもよいし、ＳｉとＡｌの合金をターゲットとしてスパッタ
リングしてもよい。さらに、ＳｉとＡｌを積層してもよい。
【００１４】
　また、前記セラミックス基板接合工程は、前記セラミックス基板と前記第一の金属板と
の接合界面における前記セラミックス基板の接合面と前記第一の金属板の接合面のうちの
少なくとも一方にＣｕ又はＳｉのうちの１種以上を固着して第１金属層を形成するととも
に、前記セラミックス基板と前記第二の金属板との接合界面における前記セラミックス基
板の接合面と前記第二の金属板の接合面のうちの少なくとも一方にＣｕ又はＳｉのうちの
１種以上を固着して第２金属層を形成する金属固着工程と、前記第１金属層を介して前記
セラミックス基板と前記第一の金属板とを積層するとともに、前記第２金属層を介して前
記セラミックス基板と前記第二の金属板とを積層するセラミックス基板積層工程と、積層
された前記第一の金属板と前記セラミックス基板と前記第二の金属板とを積層方向に加圧
するとともに加熱し、前記第一の金属板と前記セラミックス基板との界面及び前記セラミ
ックス基板と前記第二の金属板との界面に、第一溶融金属領域及び第二溶融金属領域を形
成するセラミックス基板加熱工程と、この第一溶融金属領域及び第二溶融金属領域を凝固
させることによって、前記第一の金属板と前記セラミックス基板及び前記セラミックス基
板と前記第二の金属板とを接合する第一溶融金属及び第二溶融金属凝固工程と、を有し、
前記セラミックス基板加熱工程において、前記第１金属層及び前記第２金属層のＣｕ又は
Ｓｉのうちの１種以上を前記第一の金属板及び前記第二の金属板に拡散させることにより
、前記第一の金属板と前記セラミックス基板との界面及び前記セラミックス基板と前記第
二の金属板との界面に、前記第一溶融金属領域及び前記第二溶融金属領域を形成する構成
としてもよい。
【００１５】
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　この場合、セラミックス基板と第一の金属板、及び、セラミックス基板と第二の金属板
の接合においても、ろう材を用いる必要がなくなり、低コストで、セラミックス基板と第
一の金属板及び第二の金属板とを確実に接合することができる。
　また、セラミックス基板と第一の金属板及び第二の金属板の接合界面には、Ｓｉ又はＣ
ｕの少なくとも１種が介在することになるので、比較的短時間の接合条件で接合しても、
セラミックス基板と金属板とを強固に接合することが可能となる。
【００１６】
　ここで、前記金属固着工程において、前記セラミックス基板と前記第一の金属板との接
合界面における前記セラミックス基板の接合面と前記第一の金属板の接合面のうちの少な
くとも一方に、あるいは、前記セラミックス基板と前記第二の金属板との接合界面におけ
る前記セラミックス基板の接合面と前記第二の金属板の接合面のうちの少なくとも一方に
、Ｃｕ又はＳｉのうちの１種以上に加えてＺｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉ
から選択される１種又は２種以上の添加元素を固着することが好ましい。
【００１７】
　この場合、前記セラミックス基板と前記第一の金属板との接合界面、あるいは、前記セ
ラミックス基板と前記第二の金属板との接合界面には、Ｃｕ又はＳｉのうちの１種以上に
加えてＺｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の
添加元素が介在することになる。ここで、Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉ
といった元素は、アルミニウムの融点を降下させる元素であるため、比較的低温条件にお
いて、前記セラミックス基板と前記第一の金属板との界面に第一溶融金属領域を、あるい
は、前記セラミックス基板と前記第二の金属板との界面に第二溶融金属領域を、確実に形
成することができる。
　よって、比較的低温、短時間の接合条件で接合しても、セラミックス基板と第一の金属
板及び第二の金属板とをさらに強固に接合することが可能となる。
【００１８】
　さらに、前記セラミックス基板接合工程と、前記ヒートシンク接合工程と、を同時に行
うことが好ましい。
　この場合、前記セラミックス基板接合工程と前記ヒートシンク接合工程とを同時に行う
ことにより、接合に掛かるコストを大幅に削減することができる。また、繰り返し加熱、
冷却を行わずに済むので、このヒートシンク付パワーモジュール用基板の反りの低減も図
ることができる。
【００１９】
　また、前記Ｓｉ層形成工程は、めっき、蒸着、ＣＶＤ、スパッタリング、コールドスプ
レー、又は、粉末が分散しているペースト及びインクなどの塗布によって前記ヒートシン
クの接合面及び前記第二の金属板の他面のうち少なくとも一方に、Ｓｉを固着させること
が好ましい。
　この場合、めっき、蒸着、ＣＶＤ、スパッタリング、コールドスプレー、又は、粉末が
分散しているペースト及びインクなどの塗布によって、Ｓｉが前記ヒートシンクの接合面
及び前記第二の金属板の他面のうち少なくとも一方に確実に固着されるので、ヒートシン
クと第二の金属板との接合界面にＳｉを確実に介在させることが可能となる。また、Ｓｉ
の固着量を精度良く調整することができ、溶融金属領域を確実に形成して、ヒートシンク
と第二の金属板とを強固に接合することが可能となる。
【００２０】
　さらに、前記第二の金属板が、複数の金属板が積層されて構成されていることが好まし
い。
　この場合、第二の金属板が、複数の金属板が積層された構造とされているので、ヒート
シンクとセラミックス基板との熱膨張係数の差に起因する熱歪みをこの第二の金属板で十
分に緩和することができ、セラミックス基板での割れの発生を抑制することができる。
【００２１】
　本発明のヒートシンク付パワーモジュール用基板は、セラミックス基板と、該セラミッ
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クス基板の表面に一面が接合されたアルミニウムからなる第一の金属板と、前記セラミッ
クス基板の裏面に一面が接合されたアルミニウムからなる第二の金属板と、該第二の金属
板の前記セラミックス基板と接合された前記一面と反対側の他面に接合されたアルミニウ
ムまたはアルミニウム合金からなるヒートシンクとを備え、前記第二の金属板及び前記ヒ
ートシンクには、Ｓｉが固溶されており、前記第二の金属板及び前記ヒートシンクの接合
界面近傍におけるＳｉ濃度が０．０５質量％以上０．６質量％以下の範囲内に設定されて
いることを特徴としている。
【００２２】
　この構成のヒートシンク付パワーモジュール用基板によれば、前記第二の金属板及び前
記ヒートシンクに、それぞれＳｉが固溶しているので、第二の金属板及びヒートシンクの
それぞれの接合界面側部分が固溶強化することになる。
　ここで、前記第二の金属板及び前記ヒートシンクの接合界面近傍におけるＳｉ濃度が０
．０５質量％以上とされているので、前記第二の金属板及び前記ヒートシンクの接合界面
側部分を確実に固溶強化することができる。また、前記第二の金属板及び前記ヒートシン
クの接合界面近傍におけるＳｉ濃度が０．６質量％以下とされているので、前記第二の金
属板及び前記ヒートシンクの接合界面の強度が過剰に高くなることを防止でき、熱歪みを
前記第二の金属板及び前記ヒートシンクで吸収することができる。
【００２３】
　また、前記第二の金属板及び前記ヒートシンクには、Ｓｉに加えて、Ｃｕ，Ｚｎ，Ｇｅ
，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添加元素が固溶さ
れていることが好ましい。
　この場合、前記第二の金属板及び前記ヒートシンクに、Ｓｉに加えて、Ｃｕ，Ｚｎ，Ｇ
ｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添加元素が固溶
しているので、前記第二の金属板及び前記ヒートシンクの接合界面側部分を確実に固溶強
化させることができる。
【００２４】
　なお、前記第一の金属板と前記セラミックス基板との接合界面近傍、あるいは、前記第
二の金属板と前記セラミックス基板との接合界面近傍において、Ｃｕ又はＳｉのうちの１
種以上に加えてＺｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２
種以上の添加元素が固溶されていることが好ましい。
　この場合、前記第一の金属板と前記セラミックス基板との接合界面近傍、あるいは、前
記第二の金属板と前記セラミックス基板との接合界面近傍に、Ｃｕ又はＳｉのうちの１種
以上に加えてＺｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種
以上の添加元素が固溶しているので、前記第一の金属板及び前記第二の金属板のうち前記
セラミックス基板との接合界面側部分を確実に固溶強化させることができる。
【００２５】
　また、前記第二の金属板の厚さが、前記第一の金属板の厚さよりも厚くなるように設定
されていることが好ましい。
　この場合、ヒートシンクが設けられている側の剛性を、その反対側の剛性と比較して高
くすることができ、これにより冷却後の反りを抑えることができる。
【００２６】
　さらに、前記第二の金属板が、複数の金属板が積層されて構成されていることが好まし
い。
　この場合、第二の金属板が、複数の金属板が積層された構造とされているので、ヒート
シンクとセラミックス基板との熱膨張係数の差に起因する熱歪みをこの第二の金属板で十
分に緩和することができ、セラミックス基板での割れの発生を抑制することができる。
【００２７】
　本発明のパワーモジュールは、前述のヒートシンク付パワーモジュール用基板と、該ヒ
ートシンク付パワーモジュール用基板上に搭載される電子部品と、を備えたことを特徴と
している。
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　この構成のパワーモジュールによれば、ヒートシンクと第二の金属板との接合強度が高
く、使用環境が厳しい場合であっても、半導体素子等の電子部品からの熱を放散させるこ
とができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、ヒートシンクと第二の金属板との接合界面におけるボイドの発生を抑
制してヒートシンクと第二の金属板とを強固に接合でき、高品質なヒートシンク付パワー
モジュール用基板を提供することが可能なヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
方法、及び、この製造方法によって得られるヒートシンク付パワーモジュール用基板、パ
ワーモジュールを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板を用いた
パワーモジュールの概略説明図である。
【図２】本発明の第１の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の金属層
及びヒートシンクのＳｉ濃度分布を示す説明図である。
【図３】本発明の第１の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方
法のフロー図である。
【図４】本発明の第１の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方
法を示す説明図である。
【図５】図４における第二の金属板（金属層）とヒートシンクとの接合界面近傍を示す説
明図である。
【図６】本発明の第２の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板を用いた
パワーモジュールの概略説明図である。
【図７】本発明の第２の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の金属層
及びヒートシンクのＳｉ濃度分布及びＧｅ濃度分布を示す説明図である。
【図８】本発明の第２の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方
法のフロー図である。
【図９】本発明の第２の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方
法を示す説明図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板を用い
たパワーモジュールの概略説明図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の金属
層及びヒートシンクのＳｉ濃度分布及びＡｇ濃度分布を示す説明図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
方法のフロー図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
方法を示す説明図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
方法を示す説明図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板を用い
たパワーモジュールの概略説明図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
方法のフロー図である。
【図１７】本発明の第４の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
方法を示す説明図である。
【図１８】本発明の第４の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
方法を示す説明図である。
【図１９】本発明の他の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板を用いた
パワーモジュールの概略説明図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下に、本発明の実施形態について添付した図面を参照して説明する。
　図１に本発明の第１の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板及びパワ
ーモジュールを示す。
　このパワーモジュール１は、回路層１２が配設されたパワーモジュール用基板１０と、
回路層１２の表面にはんだ層２を介して接合された半導体チップ３と、ヒートシンク４０
とを備えている。ここで、はんだ層２は、例えばＳｎ－Ａｇ系、Ｓｎ－Ｉｎ系、若しくは
Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ系のはんだ材とされている。なお、本実施形態では、回路層１２とはん
だ層２との間にＮｉメッキ層（図示なし）が設けられている。
【００３１】
　パワーモジュール用基板１０は、セラミックス基板１１と、このセラミックス基板１１
の一方の面（図１において上面）に配設された回路層１２と、セラミックス基板１１の他
方の面（図１において下面）に配設された金属層１３とを備えている。
　セラミックス基板１１は、回路層１２と金属層１３との間の電気的接続を防止するもの
であって、絶縁性の高いＡｌＮ（窒化アルミ）で構成されている。また、セラミックス基
板１１の厚さは、０．２～１．５ｍｍの範囲内に設定されており、本実施形態では、０．
６３５ｍｍに設定されている。なお、本実施形態では、図１に示すように、セラミック基
板１１の幅は、回路層１２及び金属層１３の幅より広く設定されている。
【００３２】
　回路層１２は、セラミックス基板１１の一方の面に導電性を有する金属板２２が接合さ
れることにより形成されている。本実施形態においては、回路層１２は、純度が９９．９
９％以上のアルミニウム（いわゆる４Ｎアルミニウム）の圧延板からなる金属板２２がセ
ラミックス基板１１に接合されることにより形成されている。
　金属層１３は、セラミックス基板１１の他方の面に金属板２３が接合されることにより
形成されている。本実施形態においては、金属層１３は、回路層１２と同様に、純度が９
９．９９％以上のアルミニウム（いわゆる４Ｎアルミニウム）の圧延板からなる金属板２
３がセラミックス基板１１に接合されることで形成されている。
【００３３】
　ヒートシンク４０は、前述のパワーモジュール用基板１０を冷却するためのものであり
、パワーモジュール用基板１０と接合される天板部４１と、冷却媒体（例えば冷却水）を
流通するための流路４２と、を備えている。ヒートシンク４０（天板部４１）は、熱伝導
性が良好な材質で構成されることが望ましく、本実施形態においては、Ａ６０６３（アル
ミニウム合金）で構成されている。
【００３４】
　そして、図２に示すように、金属層１３（金属板２３）とヒートシンク４０との接合界
面３０においては、金属層１３（金属板２３）及びヒートシンク４０に、Ｓｉが固溶して
いる。金属層１３及びヒートシンク４０の接合界面３０近傍には、接合界面３０から積層
方向に離間するにしたがい漸次Ｓｉ濃度が低下する濃度傾斜層３３、３４が形成されてい
る。ここで、この濃度傾斜層３３、３４の接合界面３０側（金属層１３及びヒートシンク
４０の接合界面３０近傍）のＳｉ濃度が、０．０５質量％以上０．６質量％以下の範囲内
に設定されている。
　なお、金属層１３及びヒートシンク４０の接合界面３０近傍のＳｉの濃度は、ＥＰＭＡ
分析（スポット径３０μｍ）によって、接合界面３０から５０μｍの位置で５点測定した
平均値である。また、図２のグラフは、金属層１３（金属板２３）及びヒートシンク４０
（天板部４１）の幅中央部分において積層方向にライン分析を行い、前述の５０μｍ位置
での濃度を基準として求めたものである。
【００３５】
　以下に、前述の構成のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法について、図
３から図５を参照して説明する。
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【００３６】
（Ｓｉ層形成工程Ｓ０１／Ｓｉ固着工程Ｓ１１）
　まず、図４、図５に示すように、回路層１２となる金属板２２の一面に、スパッタリン
グによってＳｉを固着して第１Ｓｉ層２４を形成するとともに、金属層１３となる金属板
２３の一面に、スパッタリングによってＳｉを固着して第２Ｓｉ層２５を形成する（Ｓｉ
固着工程Ｓ１１）。
　また、金属層１３となる金属板２３の他面に、スパッタリングによってＳｉを固着して
Ｓｉ層２６を形成する（Ｓｉ層形成工程Ｓ０１）。
　ここで、本実施形態では、第１Ｓｉ層２４、第２Ｓｉ層２５及びＳｉ層２６におけるＳ
ｉ量は、０．００２ｍｇ／ｃｍ２以上１．２ｍｇ／ｃｍ２以下に設定されている。
【００３７】
（ヒートシンク積層工程Ｓ０２／セラミックス基板積層工程Ｓ１２）
　次に、図４に示すように、金属板２２をセラミックス基板１１の一方の面側に積層し、
かつ、金属板２３をセラミックス基板１１の他方の面側に積層する（セラミックス基板積
層工程Ｓ１２）。このとき、図４に示すように、金属板２２の第１Ｓｉ層２４、金属板２
３の第２Ｓｉ層２５が形成された面がセラミックス基板１１を向くように、金属板２２、
２３を積層する。
　さらに、金属板２３の他方の面側に、ヒートシンク４０を積層する（ヒートシンク積層
工程Ｓ０２）。このとき、図４に示すように、金属板２３のＳｉ層２６が形成された面が
ヒートシンク４０を向くように、金属板２３とヒートシンク４０とを積層する。
　すなわち、金属板２２、２３とセラミックス基板１１との間にそれぞれ第１Ｓｉ層２４
、第２Ｓｉ層２５を介在させ、金属板２３とヒートシンク４０との間にＳｉ層２６を介在
させているのである。
【００３８】
（ヒートシンク加熱工程Ｓ０３／セラミックス基板加熱工程Ｓ１３）
　次に、金属板２２、セラミックス基板１１、金属板２３、ヒートシンク４０を積層方向
に加圧（圧力１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２）した状態で真空加熱炉内に装入して加熱し、金属
板２２、２３とセラミックス基板１１との界面にそれぞれ第一溶融金属領域２７、第二溶
融金属領域２８を形成する（セラミックス基板加熱工程Ｓ１３）。
　また、同時に、金属板２３とヒートシンク４０との間に溶融金属領域２９を形成する（
ヒートシンク加熱工程Ｓ０３）。
　溶融金属領域２９は、図５に示すように、Ｓｉ層２６のＳｉが金属板２３側及びヒート
シンク４０側に拡散することによって、金属板２３及びヒートシンク４０のＳｉ層２６近
傍のＳｉ濃度が上昇して融点が低くなることにより形成されるものである。
　なお、上述の圧力が１ｋｇｆ／ｃｍ２未満の場合には、セラミックス基板１１と金属板
２２、２３との接合及び金属板２３とヒートシンク４０との接合を良好に行うことができ
なくなるおそれがある。また、上述の圧力が３５ｋｇｆ／ｃｍ２を超えた場合には、金属
板２２，２３及びヒートシンク４０が変形するおそれがある。よって、上述の加圧圧力は
、１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２の範囲内とすることが好ましい。
　ここで、本実施形態では、真空加熱炉内の圧力は１０－６Ｐａ以上１０－３Ｐａ以下の
範囲内に、加熱温度は６００℃以上６５０℃以下の範囲内に設定している。
【００３９】
（溶融金属凝固工程Ｓ０４／第一溶融金属及び第二溶融金属凝固工程Ｓ１４）
　次に、溶融金属領域２９が形成された状態で温度を一定に保持しておく。すると、溶融
金属領域２９中のＳｉが、さらに金属板２３側及びヒートシンク４０側へと拡散していく
ことになる。これにより、溶融金属領域２９であった部分のＳｉ濃度が徐々に低下してい
き融点が上昇することになり、温度を一定に保持した状態で凝固が進行していくことにな
る。つまり、ヒートシンク４０と金属板２３とは、いわゆる拡散接合（Ｔｒａｎｓｉｅｎ
ｔ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）によって接合さ
れているのである。このようにして凝固が進行した後に、常温にまで冷却を行う。
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【００４０】
　同様に、第一溶融金属領域２７、第二溶融金属領域２８中のＳｉが、金属板２２、２３
側へと拡散していくことになる。これにより、第一溶融金属領域２７、第二溶融金属領域
２８であった部分のＳｉ濃度が徐々に低下していき融点が上昇することになり、温度を一
定に保持した状態で凝固が進行していくことになる。これにより、セラミックス基板１１
と金属板２２、２３とが接合される。
【００４１】
　以上のようにして、回路層１２及び金属層１３となる金属板２２、２３とセラミックス
基板１１とが接合され、かつ、金属板２３とヒートシンク４０とが接合され、本実施形態
であるヒートシンク付パワーモジュール用基板が製造される。
【００４２】
　以上のような構成とされた本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板及
びパワーモジュール１においては、金属層１３となる金属板２３とヒートシンク４０との
間にＳｉ層２６を形成するＳｉ層形成工程Ｓ０１を備えているので、金属板２３とヒート
シンク４０との接合界面３０には、Ｓｉが介在することになる。ここで、Ｓｉは、アルミ
ニウムの融点を降下させる元素であるため、比較的低温条件下であっても、金属板２３と
ヒートシンク４０との界面に溶融金属領域２９を確実に形成することができる。
【００４３】
　さらに、ヒートシンク加熱工程Ｓ０３において、金属板２３の他面に形成されたＳｉ層
２６のＳｉを金属板２３側及びヒートシンク４０側に拡散させることによって溶融金属領
域２９を形成し、溶融金属凝固工程Ｓ０４において、溶融金属領域２９中のＳｉをさらに
金属板２３側及びヒートシンク４０側へ拡散させることによって凝固させて、ヒートシン
ク４０と金属層１３（金属板２３）とを接合する構成としているので、Ａｌ－Ｓｉ系のろ
う材箔等を用いる必要がない。
【００４４】
　そして、金属層１３（金属板２３）に直接Ｓｉを固着しているので、酸化被膜は、金属
層１３（金属板２３）及びヒートシンク４０（天板部４１）の表面にのみ形成されること
になり、金属層１３（金属板２３）及びヒートシンク４０（天板部４１）の界面に存在す
る酸化被膜の合計厚さが、ろう材箔を使用した場合に比べて薄くなる。よって、酸化被膜
を確実に除去することができ、金属層１３（金属板２３）及びヒートシンク４０（天板部
４１）との接合界面３０にボイドが発生することが抑制され、金属層１３（金属板２３）
及びヒートシンク４０（天板部４１）との接合強度を向上させることができる。
【００４５】
　また、本実施形態では、セラミックス基板１１と回路層１２（金属板２２）及び金属層
１３（金属板２３）についても、セラミックス基板加熱工程Ｓ１３において、金属板２２
、２３の接合面に形成された第１Ｓｉ層２４、第２Ｓｉ層２５のＳｉを金属板２２、２３
側に拡散させることによって第一溶融金属領域２７、第二溶融金属領域２８を形成し、第
一溶融金属及び第二溶融金属凝固工程Ｓ１４において、第一溶融金属領域２７、第二溶融
金属領域２８中のＳｉをさらに金属板２２、２３側へ拡散させることによって凝固させて
、セラミックス基板１１と回路層１２（金属板２２）及び金属層１３（金属板２３）とを
接合する構成としているので、これら、セラミックス基板１１と回路層１２（金属板２２
）との接合界面及びセラミックス基板１１と金属層１３（金属板２３）の接合界面に存在
する酸化被膜の合計厚さが薄くなり、セラミックス基板１１と回路層１２（金属板２２）
及びセラミックス基板１１と金属層１３（金属板２３）との初期接合の歩留りを向上させ
ることができる。
【００４６】
　さらに、ヒートシンク４０と金属板２３との接合、及び、セラミックス基板１１と金属
板２２、２３との接合に、ろう材箔を使用していないので、ろう材箔の位置合わせ作業等
を行う必要がなく、確実に、ヒートシンク４０と金属板２３、セラミックス基板１１と金
属板２２，２３、をそれぞれ接合することができる。よって、本実施形態であるヒートシ
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ンク付パワーモジュール用基板を、低コストで効率良く製出することが可能となる。
【００４７】
　また、本実施形態では、セラミックス基板１１と金属板２２、２３との接合と、金属板
２３とヒートシンク４０との接合とを、同時に行う構成としているので、これらの接合に
掛かるコストを大幅に削減することができる。また、セラミックス基板１１に対して繰り
返し加熱、冷却を行わずに済むので、このヒートシンク付パワーモジュール用基板の反り
の低減を図ることができ、高品質なヒートシンク付パワーモジュール用基板を製出するこ
とができる。
【００４８】
　さらに、Ｓｉ層形成工程Ｓ０１は、スパッタリングによって金属板２３の他面にＳｉを
固着させてＳｉ層２６を形成する構成としているので、ヒートシンク４０と金属板２３と
の間にＳｉを確実に介在させることが可能となる。また、Ｓｉの固着量を精度良く調整す
ることができ、溶融金属領域２９を確実に形成して、ヒートシンク４０との金属板２３と
を強固に接合することが可能となる。
【００４９】
　また、本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板においては、ヒートシ
ンク４０と金属層１３（金属板２３）との接合界面３０において、金属層１３（金属板２
３）及びヒートシンク４０にＳｉが固溶しており、金属層１３及びヒートシンク４０のそ
れぞれの接合界面３０側のＳｉ濃度が、０．０５質量％以上０．６質量％以下の範囲内に
設定されているので、金属層１３（金属板２３）及びヒートシンク４０の接合界面３０側
の部分が固溶強化し、金属層１３（金属板２３）及びヒートシンク４０における亀裂の発
生を防止することができる。よって、信頼性の高いヒートシンク付パワーモジュール用基
板を提供することができる。
【００５０】
　次に、本発明の第２の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板及びパワ
ーモジュールについて、図６から図９を用いて説明する。
　このパワーモジュール１０１は、回路層１１２が配設されたパワーモジュール用基板１
１０と、回路層１１２の表面にはんだ層２を介して接合された半導体チップ３と、ヒート
シンク１４０とを備えている。
【００５１】
　パワーモジュール用基板１１０は、セラミックス基板１１１と、このセラミックス基板
１１の一方の面（図６において上面）に配設された回路層１１２と、セラミックス基板１
１１の他方の面（図６において下面）に配設された金属層１１３とを備えている。
　また、セラミックス基板１１１は、絶縁性の高いＡｌＮ（窒化アルミ）で構成されてい
る。
【００５２】
　回路層１１２は、純度が９９．９９％以上のアルミニウム（いわゆる４Ｎアルミニウム
）の圧延板からなる金属板１２２がセラミックス基板１１１に接合されることにより形成
されている。
　金属層１１３は、回路層１１２と同様に、純度が９９．９９％以上のアルミニウム（い
わゆる４Ｎアルミニウム）の圧延板からなる金属板１２３がセラミックス基板１１１に接
合されることで形成されている。
　なお、本実施形態では、図６に示すように、金属層１１３の厚さが回路層１１２の厚さ
よりも厚くなるように設定されている。
【００５３】
　ヒートシンク１４０は、前述のパワーモジュール用基板１１０を冷却するためのもので
あり、パワーモジュール用基板１１０と接合される天板部１４１と、冷却媒体を流通する
ための流路１４２と、を備えている。ヒートシンク１４０（天板部１４１）は、熱伝導性
が良好な材質で構成されることが望ましく、本実施形態においては、Ａ６０６３（アルミ
ニウム合金）で構成されている。
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【００５４】
　そして、図７に示すように、金属層１１３（金属板１２３）とヒートシンク１４０との
接合界面１３０においては、金属層１１３（金属板１２３）及びヒートシンク１４０に、
Ｓｉに加えてＣｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又
は２種以上の添加元素が固溶している。なお、本実施形態では、添加元素としてＧｅが固
溶している。
【００５５】
　また、回路層１１２（金属板１２２）とセラミックス基板１１１との接合界面、及び、
金属層１１３（金属板１２３）とセラミックス基板１１１との接合界面においては、Ｓｉ
に加えてＣｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２
種以上の添加元素が固溶している。なお、本実施形態では、添加元素としてＧｅが固溶し
ている。
【００５６】
　ここで、金属層１１３及びヒートシンク１４０の接合界面１３０近傍には、接合界面１
３０から積層方向に離間するにしたがい漸次Ｓｉ濃度及びＧｅ濃度が低下する濃度傾斜層
１３３、１３４が形成されている。ここで、この濃度傾斜層１３３、１３４の接合界面１
３０側（金属層１１３及びヒートシンク１４０の接合界面１３０近傍）のＳｉと添加元素
（本実施形態ではＧｅ）の合計の濃度が、０．０５質量％以上６．５質量％以下の範囲内
に設定されている。
　なお、金属層１１３及びヒートシンク１４０の接合界面１３０近傍のＳｉ濃度及びＧｅ
濃度は、ＥＰＭＡ分析（スポット径３０μｍ）によって、接合界面１３０から５０μｍの
位置で５点測定した平均値である。また、図７のグラフは、金属層１１３（金属板１２３
）及びヒートシンク１４０（天板部１４１）の幅中央部分において積層方向にライン分析
を行い、前述の５０μｍ位置での濃度を基準として求めたものである。
【００５７】
　以下に、前述の構成のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法について、図
８及び図９を参照して説明する。
【００５８】
（Ｓｉ固着工程Ｓ１０１）
　まず、図９に示すように、回路層１１２となる金属板１２２の一面に、スパッタリング
によってＳｉを固着して第１Ｓｉ層１２４を形成するとともに、金属層１１３となる金属
板１２３の一面に、スパッタリングによってＳｉを固着して第２Ｓｉ層１２５を形成する
。なお、この第１Ｓｉ層１２４、第２Ｓｉ層１２５には、Ｓｉに加えてＣｕ，Ｚｎ，Ｇｅ
，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添加元素が固着さ
れており、本実施形態では、添加元素としてＧｅを用いている。
【００５９】
（セラミックス基板積層工程Ｓ１０２）
　次に、金属板１２２をセラミックス基板１１１の一方の面側に積層し、かつ、金属板１
２３をセラミックス基板１１１の他方の面側に積層する。このとき、金属板１２２の第１
Ｓｉ層１２４、金属板１２３の第２Ｓｉ層１２５が形成された面がセラミックス基板１１
１を向くように、金属板１２２、１２３を積層する。
【００６０】
（セラミックス基板加熱工程Ｓ１０３）
　次に、金属板１２２、セラミックス基板１１１、金属板１２３を積層方向に加圧（圧力
１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２）した状態で真空加熱炉内に装入して加熱し、金属板１２２、１
２３とセラミックス基板１１１との界面にそれぞれ第一溶融金属領域、第二溶融金属領域
を形成する。
　ここで、本実施形態では、真空加熱炉内の圧力は１０－６Ｐａ以上１０－３Ｐａ以下の
範囲内に、加熱温度は６００℃以上６５０℃以下の範囲内に設定している。
【００６１】
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（第一溶融金属及び第二溶融金属凝固工程Ｓ１０４）
　次に、第一溶融金属領域、第二溶融金属領域が形成された状態で温度を一定に保持して
おき、第一溶融金属領域、第二溶融金属領域中のＳｉを、金属板１２２、１２３側へと拡
散させ、温度を一定に保持した状態で凝固させ、セラミックス基板１１１と金属板１２２
、１２３を接合する。このようにして、パワーモジュール用基板１１０を製出する。
【００６２】
（Ｓｉ層形成工程Ｓ１０５／ヒートシンク積層工程Ｓ１０６）
　次に、パワーモジュール用基板１１０の金属層１１３の他方の面側に、Ｓｉ及びＧｅを
固着してＳｉ層１２６を形成する。このＳｉ層１２６におけるＳｉ量は、０．００２ｍｇ
／ｃｍ２以上１．２ｍｇ／ｃｍ２以下に設定されており、Ｇｅ量は、０．００２ｍｇ／ｃ
ｍ２以上２．５ｍｇ／ｃｍ２以下に設定されている。
　そして、このＳｉ層１２６を介して、金属層１１３の他方の面側にヒートシンク１４０
を積層する。
【００６３】
　（ヒートシンク加熱工程Ｓ１０７）
　次に、パワーモジュール用基板１１０とヒートシンク１４０を積層方向に加圧（圧力１
～３５ｋｇｆ／ｃｍ２）した状態で真空加熱炉内に装入して加熱し、金属層１１３とヒー
トシンク１４０との間に溶融金属領域を形成する。
　ここで、本実施形態では、真空加熱炉内の圧力は１０－６Ｐａ以上１０－３Ｐａ以下の
範囲内に、加熱温度は６００℃以上６５０℃以下の範囲内に設定している。
【００６４】
（溶融金属凝固工程Ｓ１０８）
　次に、溶融金属領域が形成された状態で温度を一定に保持しておく。すると、溶融金属
領域中のＳｉ及びＧｅが、さらに金属層１１３側及びヒートシンク１４０側へと拡散して
いくことになる。これにより、溶融金属領域であった部分のＳｉ濃度及びＧｅ濃度が徐々
に低下していき融点が上昇することになり、温度を一定に保持した状態で凝固が進行して
いくことになる。このようにして凝固が進行した後に、常温にまで冷却を行う。
【００６５】
　このようにして、パワーモジュール用基板１１０とヒートシンク１４０とが接合され、
本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板が製造される。
【００６６】
　以上のような構成とされた本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板及
びパワーモジュール１０１においては、ヒートシンク１４０と金属層１１３との間に、Ｓ
ｉとともにＧｅを固着させ、これらＳｉとＧｅを拡散させることによって溶融金属領域を
形成し、さらに溶融金属領域中のＳｉとＧｅを拡散させて、ヒートシンク１４０とパワー
モジュール用基板１１０とを接合しているので、ろう材箔を使用する必要がない。そして
、金属層１１３（金属板１２３）にＳｉ及びＧｅを直接固着させているので、ヒートシン
ク１４０と金属層１１３（金属板１２３）との界面に存在する酸化被膜の合計厚さが、ろ
う材箔を使用した場合に比べて薄くなる。よって、酸化被膜を確実に除去することが可能
となり、金属層１１３（金属板１２３）及びヒートシンク１４０との接合界面１３０にボ
イドが発生することが抑制され、金属層１１３（金属板１２３）とヒートシンク１４０と
の接合強度を向上させることができる。
【００６７】
　また、Ｓｉに加えてＧｅを添加し、これらＳｉとＧｅを拡散させて溶融金属領域を形成
する構成としているので、ヒートシンク１４０及び金属層１１３の接合界面１３０近傍の
融点を低下させることができ、ヒートシンク加熱工程Ｓ１０７における接合温度を、セラ
ミックス基板加熱工程Ｓ１０３における接合温度よりも低く設定しても、ヒートシンク１
４０とパワーモジュール用基板１１０とを接合することができる。
【００６８】
　さらに、本実施形態では、金属層１１３の厚さが、回路層１１２の厚さよりも厚くなる
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ように構成されているので、セラミックス基板１１１を基準として、金属層１１３側（す
なわち、ヒートシンク１４０が設けられている側）の剛性が、回路層１１２側の剛性より
も高く設定されることになり、接合後のヒートシンク付パワーモジュール用基板の反りを
抑制することができる。
【００６９】
　次に、本発明の第３の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板及びパワ
ーモジュールについて、図１０から図１４を用いて説明する。
　このパワーモジュール２０１は、回路層２１２が配設されたパワーモジュール用基板２
１０と、回路層２１２の表面にはんだ層２を介して接合された半導体チップ３と、ヒート
シンク２４０とを備えている。
【００７０】
　パワーモジュール用基板２１０は、セラミックス基板２１１と、このセラミックス基板
２１１の一方の面（図１０において上面）に配設された回路層２１２と、セラミックス基
板２１１の他方の面（図１０において下面）に配設された金属層２１３とを備えている。
　なお、セラミックス基板２１１は絶縁性の高いＡｌＮ（窒化アルミ）で構成されている
。
【００７１】
　回路層２１２は、純度が９９．９９％以上のアルミニウム（いわゆる４Ｎアルミニウム
）の圧延板からなる金属板２２２がセラミックス基板２１１に接合されることにより形成
されている。
　金属層２１３は、回路層２１２と同様に、純度が９９．９９％以上のアルミニウム（い
わゆる４Ｎアルミニウム）の圧延板からなる金属板２２３がセラミックス基板２１１に接
合されることで形成されている。
【００７２】
　ヒートシンク２４０は、前述のパワーモジュール用基板２１０を冷却するためのもので
ある。本実施形態であるヒートシンク２４０は、パワーモジュール用基板２１０と接合さ
れる天板部２４１と、この天板部２４１に対向するように配置された底板部２４５と、天
板部２４１と底板部２４５との間に介装されたコルゲートフィン２４６と、を備えており
、天板部２４１と底板部２４５とコルゲートフィン２４６とによって、冷却媒体が流通す
る流路２４２が画成されている。
【００７３】
　ここで、このヒートシンク２４０は、天板部２４１とコルゲートフィン２４６、コルゲ
ートフィン２４６と底板部２４５が、それぞれろう付けされることによって構成されてい
る。本実施形態では、図１４に示すように、天板部２４１及び底板部２４５は、Ａ３００
３合金からなる基材層２４１Ａ、２４５Ａと、Ａ４０４５合金からなる接合層２４１Ｂ、
２４５Ｂとが積層された積層アルミ板で構成されており、接合層２４１Ｂ、２４５Ｂがコ
ルゲートフィン２４６側を向くように、天板部２４１及び底板部２４５が配設されている
。つまり、天板部２４１の基材層２４１Ａが金属層２１３に接する構成とされているので
ある。
【００７４】
　そして、図１１に示すように、ヒートシンク２４０（天板部２４１の基材層２４１Ａ）
と金属層２１３（金属板２２３）との接合界面２３０においては、金属層２１３（金属板
２２３）及びヒートシンク２４０（天板部２４１の基材層２４１Ａ）に、Ｓｉに加えてＣ
ｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添
加元素が固溶している。なお、本実施形態では、添加元素としてＡｇが固溶している。
【００７５】
　また、回路層２１２（金属板２２２）とセラミックス基板２１１との接合界面、及び、
金属層２１３（金属板２２３）とセラミックス基板２１１との接合界面においては、Ｓｉ
に加えてＣｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２
種以上の添加元素が固溶している。なお、本実施形態では、添加元素としてＡｇが固溶し
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ている。
【００７６】
　ここで、金属層２１３及びヒートシンク２４０の接合界面２３０近傍には、接合界面２
３０から積層方向に離間するにしたがい漸次Ｓｉ濃度及びＡｇ濃度が低下する濃度傾斜層
２３３、２３４が形成されている。ここで、この濃度傾斜層２３３、２３４の接合界面２
３０側（金属層２１３及びヒートシンク２４０の接合界面２３０近傍）のＳｉと添加元素
（本実施形態ではＡｇ）の合計の濃度が、０．０５質量％以上６．５質量％以下の範囲内
に設定されている。
　なお、金属層２１３及びヒートシンク２４０の接合界面２３０近傍のＳｉ濃度及びＡｇ
濃度は、ＥＰＭＡ分析（スポット径３０μｍ）によって、接合界面２３０から５０μｍの
位置で５点測定した平均値である。また、図１１のグラフは、金属層２１３（金属板２２
３）及びヒートシンク２４０（天板部２４１）の幅中央部分において積層方向にライン分
析を行い、前述の５０μｍ位置での濃度を基準として求めたものである。
【００７７】
　以下に、前述の構成のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法について説明
する。
【００７８】
（Ｓｉ固着工程Ｓ２０１）
　まず、図１３に示すように、回路層２１２となる金属板２２２の一面に、スパッタリン
グによってＳｉを固着して第１Ｓｉ層２２４を形成するとともに、金属層２１３となる金
属板２２３の一面に、スパッタリングによってＳｉを固着して第２Ｓｉ層２２５を形成す
る。なお、この第１Ｓｉ層２２４、第２Ｓｉ層２２５には、Ｓｉに加えてＣｕ，Ｚｎ，Ｇ
ｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添加元素が固着
されており、本実施形態では、添加元素としてＡｇを用いている。
　ここで、本実施形態では、第１Ｓｉ層２２４、第２Ｓｉ層２２５におけるＳｉ量は、０
．０８ｍｇ／ｃｍ２以上２．７ｍｇ／ｃｍ２以下に設定されている。また、Ａｇ量は、０
．０８ｍｇ／ｃｍ２以上５．４ｍｇ／ｃｍ２以下に設定されている。
【００７９】
（セラミックス基板積層工程Ｓ２０２）
　次に、図１３に示すように、金属板２２２をセラミックス基板２１１の一方の面側に積
層し、かつ、金属板２２３をセラミックス基板２１１の他方の面側に積層する。このとき
、図１３に示すように、金属板２２２の第１Ｓｉ層２２４、金属板２２３の第２Ｓｉ層２
２５が形成された面がセラミックス基板２１１を向くように、金属板２２２、２２３を積
層する。すなわち、金属板２２２、２２３とセラミックス基板２１１との間にそれぞれ第
１Ｓｉ層２２４、第２Ｓｉ層２２５を介在させているのである。
【００８０】
（セラミックス基板加熱工程Ｓ２０３）
　次に、金属板２２２、セラミックス基板２１１、金属板２２３を積層方向に加圧（圧力
１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２）した状態で、真空加熱炉内に装入して加熱し、金属板２２２、
２２３とセラミックス基板２１１との界面にそれぞれ第一溶融金属領域、第二溶融金属領
域を形成する。
　ここで、本実施形態では、真空加熱炉内の圧力は１０－６Ｐａ以上１０－３Ｐａ以下の
範囲内に、加熱温度は６００℃以上６５０℃以下の範囲内に設定している。
【００８１】
（第一溶融金属及び第二溶融金属凝固工程Ｓ２０４）
　次に、第一溶融金属領域、第二溶融金属領域が形成された状態で温度を一定に保持して
おく。すると、第一溶融金属領域、第二溶融金属領域中のＳｉ及びＡｇが、さらに金属板
２２２、２２３側へと拡散していくことになる。これにより、第一溶融金属領域、第二溶
融金属領域であった部分のＳｉ濃度及びＡｇ濃度が徐々に低下していき融点が上昇するこ
とになり、温度を一定に保持した状態で凝固が進行していく。これにより、セラミックス
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基板２１１と金属板２２２、２２３とが接合され、パワーモジュール用基板２１０が製出
されることになる。
【００８２】
（Ｓｉ層形成工程Ｓ２０５）
　次に、金属層２１３の他方の面に、スパッタリングによってＳｉ及びＡｇを固着してＳ
ｉ層２２６を形成する。ここで、本実施形態では、Ｓｉ層２２６におけるＳｉ量は、０．
０８ｍｇ／ｃｍ２以上２．７ｍｇ／ｃｍ２以下に設定され、Ａｇ量は、０．０８ｍｇ／ｃ
ｍ２以上５．４ｍｇ／ｃｍ２以下に設定されている。
【００８３】
（ヒートシンク積層工程Ｓ２０６）
　次に、図１４に示すように、パワーモジュール用基板２１０の金属層２１３の他方の面
側に、ヒートシンク２４０を構成する天板部２４１、コルゲートフィン２４６、底板部２
４５を積層する。このとき、天板部２４１の接合層２４１Ｂ及び底板部２４５の接合層２
４５Ｂがコルゲートフィン２４６側を向くように、天板部２４１及び底板部２４５を積層
する。そして、天板部２４１とコルゲートフィン２４６、底板部２４５とコルゲートフィ
ン２４６との間に、例えば、ＫＡｌＦ４を主成分とするフラックス（図示なし）を介在さ
せておく。
　また、金属板２２３のＳｉ層２２６が形成された面が、ヒートシンク２４０の天板部２
４１を向くように配置し、金属板２２３とヒートシンク２４０との間にＳｉ層２２６を介
在させる。
【００８４】
（ヒートシンク加熱工程Ｓ２０７）
　次に、積層されたパワーモジュール用基板２１０、天板部２４１、コルゲートフィン２
４６及び底板部２４５を積層方向に加圧（圧力１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２）した状態で、雰
囲気加熱炉内に装入して加熱し、金属板２２３とヒートシンク２４０の天板部２４１との
間に溶融金属領域を形成する。同時に、天板部２４１とコルゲートフィン２４６、底板部
２４５とコルゲートフィン２４６との間に、接合層２４１Ｂ、２４５Ｂを溶融させた溶融
金属層を形成する。
　ここで、本実施形態では、雰囲気加熱炉内は、窒素ガス雰囲気とされており、加熱温度
は５５０℃以上６３０℃以下の範囲内に設定されている。
【００８５】
（溶融金属凝固工程Ｓ２０８）
　次に、溶融金属領域が形成された状態で温度を一定に保持しておく。すると、溶融金属
領域中のＳｉ及びＡｇが、さらに金属板２２３側及びヒートシンク２４０の天板部２４１
側へと拡散していくことになる。これにより、溶融金属領域であった部分のＳｉ濃度及び
Ａｇ濃度が徐々に低下していき融点が上昇することになり、温度を一定に保持した状態で
凝固が進行していくことになる。つまり、ヒートシンク２４０の天板部２４１と金属板２
２３とは、いわゆる拡散接合（Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｄｉｆ
ｆｕｓｉｏｎ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）によって接合されているのである。このようにして凝固
が進行した後に、常温にまで冷却を行う。
【００８６】
　また、天板部２４１とコルゲートフィン２４６、底板部２４５とコルゲートフィン２４
６の間に形成された溶融金属層が凝固することによって、天板部２４１とコルゲートフィ
ン２４６、底板部２４５とコルゲートフィン２４６とがろう付けされることになる。この
とき、天板部２４１、コルゲートフィン２４６、底板部２４５の表面には、酸化被膜が形
成されているが、前述のフラックスによってこれらの酸化被膜が除去される。
【００８７】
　このようにして、天板部２４１とコルゲートフィン２４６と底板部２４５とがろう付け
されてヒートシンク２４０が形成されると同時に、このヒートシンク２４０とパワーモジ
ュール用基板２１０とが接合されて本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用
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基板が製造される。
【００８８】
　以上のような構成とされた本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板、
ヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法においては、ヒートシンク２４０と金
属層２１３との間に、ＳｉとともにＡｇを固着させ、これらＳｉとＡｇを拡散させること
によって溶融金属領域を形成し、さらに溶融金属領域中のＳｉとＡｇを拡散させて、ヒー
トシンク２４０とパワーモジュール用基板２１０とを接合しているので、比較的低温条件
においても、ヒートシンク２４０とパワーモジュール用基板２１０とを確実に接合するこ
とが可能となる。
【００８９】
　ここで、ヒートシンク２４０を、フラックスを用いたろう付けによって形成する場合、
窒素ガス雰囲気で５５０℃以上６３０℃以下の温度条件で接合することになるが、本実施
形態では、ヒートシンク２４０とパワーモジュール用基板２１０との接合に、Ｓｉと添加
元素（Ａｇ）とを用いていて、前述のように、低温条件での接合及び窒素ガス雰囲気での
接合が可能であることから、ヒートシンク２４０とパワーモジュール用基板２１０との接
合と同時に、天板部２４１とコルゲートフィン２４６と底板部２４５とを、ろう付けによ
って接合してヒートシンク２４０を製出することができる。よって、このヒートシンク付
パワーモジュール用基板の製造工程を省略することができ、製作コストの削減を図ること
ができる。
【００９０】
　次に、本発明の第４の実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板及びパワ
ーモジュールについて、図１５から図１８を用いて説明する。
　このパワーモジュール３０１は、回路層３１２が配設されたパワーモジュール用基板３
１０と、回路層３１２の表面にはんだ層２を介して接合された半導体チップ３と、ヒート
シンク３４０とを備えている。
【００９１】
　パワーモジュール用基板３１０は、セラミックス基板３１１と、このセラミックス基板
３１１の一方の面（図１５において上面）に配設された回路層３１２と、セラミックス基
板３１１の他方の面（図１５において下面）に配設された金属層３１３とを備えている。
　なお、セラミックス基板３１１は絶縁性の高いＡｌＮ（窒化アルミ）で構成されている
。
【００９２】
　回路層３１２は、純度が９９．９９％以上のアルミニウム（いわゆる４Ｎアルミニウム
）の圧延板からなる金属板３２２がセラミックス基板３１１に接合されることにより形成
されている。
　金属層３１３は、回路層３１２と同様に、純度が９９．９９％以上のアルミニウム（い
わゆる４Ｎアルミニウム）の圧延板からなる金属板３２３がセラミックス基板３１１に接
合されることで形成されている。
【００９３】
　ヒートシンク３４０は、前述のパワーモジュール用基板３１０を冷却するためのもので
ある。本実施形態であるヒートシンク３４０は、パワーモジュール用基板３１０と接合さ
れる天板部３４１と、この天板部３４１に対向するように配置された底板部３４５と、天
板部３４１と底板部３４５との間に介装されたコルゲートフィン３４６と、を備えており
、天板部３４１と底板部３４５とコルゲートフィン３４６とによって、冷却媒体が流通す
る流路３４２が画成されている。
　ここで、このヒートシンク３４０は、天板部３４１とコルゲートフィン３４６、コルゲ
ートフィン３４６と底板部３４５が、それぞれろう付けされることによって構成されてい
る。
【００９４】
　そしてヒートシンク３４０の天板部３４１と金属層３１３（金属板３２３）との接合界
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面においては、金属層３１３（金属板３２３）及び天板部３４１に、Ｓｉに加えてＣｕ，
Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添加元
素が固溶している。なお、本実施形態では、添加元素としてＡｇが固溶している。
　また、回路層３１２（金属板３２２）とセラミックス基板３１１との接合界面、及び、
金属層３１３（金属板３２３）とセラミックス基板３１１との接合界面においては、Ｓｉ
に加えてＣｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２
種以上の添加元素が固溶しており、本実施形態ではＡｇが固溶している。
【００９５】
　以下に、前述の構成のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法について説明
する。
【００９６】
（固着層形成工程Ｓ３０１）
　まず、図１７に示すように、回路層３１２となる金属板３２２の一面に、スパッタリン
グによってＳｉを固着して第１Ｓｉ層３２４を形成するとともに、金属層３１３となる金
属板３２３の一面に、スパッタリングによってＳｉを固着して第２Ｓｉ層３２５を形成す
る。さらに、金属板３２３の他面にもスパッタリングによってＳｉを固着してＳｉ層３２
６を形成する。
　なお、この第１Ｓｉ層３２４、第２Ｓｉ層３２５、Ｓｉ層３２６には、Ｓｉに加えてＣ
ｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の添
加元素が固着されており、本実施形態では、添加元素としてＡｇを用いている。
　ここで、本実施形態では、第１Ｓｉ層３２４、第２Ｓｉ層３２５、Ｓｉ層３２６におけ
るＳｉ量は、０．０８ｍｇ／ｃｍ２以上２．７ｍｇ／ｃｍ２以下に設定されている。また
、Ａｇ量は、０．０８ｍｇ／ｃｍ２以上５．４ｍｇ／ｃｍ２以下に設定されている。
【００９７】
（積層工程Ｓ３０２）
　次に、図１７に示すように、金属板３２２をセラミックス基板３１１の一方の面側に積
層し、かつ、金属板３２３をセラミックス基板３１１の他方の面側に積層する。このとき
、図１７に示すように、金属板３２２の第１Ｓｉ層３２４、金属板３２３の第２Ｓｉ層３
２５が形成された面がセラミックス基板３１１を向くように、金属板３２２、３２３を積
層する。
　さらに、金属板３２３のＳｉ層３２６が形成された面側に、天板部３４１を積層配置す
る。
【００９８】
（加熱工程Ｓ３０３）
　次に、金属板３２２、セラミックス基板３１１、金属板３２３、天板部３４１を積層方
向に加圧（圧力１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２）した状態で、真空加熱炉内に装入して加熱し、
金属板３２２、３２３とセラミックス基板３１１との界面にそれぞれ第一溶融金属領域、
第二溶融金属領域を形成するとともに、金属板３２３と天板部３４１との間に、溶融金属
領域を形成する。
　ここで、本実施形態では、真空加熱炉内の圧力は１０－６Ｐａ以上１０－３Ｐａ以下の
範囲内に、加熱温度は６００℃以上６５０℃以下の範囲内に設定している。
【００９９】
（溶融金属凝固工程Ｓ３０４）
　次に、第一溶融金属領域、第二溶融金属領域が形成された状態で温度を一定に保持して
おく。すると、第一溶融金属領域、第二溶融金属領域中のＳｉ及びＡｇが、さらに金属板
３２２、３２３側へと拡散していくことになる。すると、第一溶融金属領域、第二溶融金
属領域であった部分のＳｉ濃度及びＡｇ濃度が徐々に低下していき融点が上昇することに
なり、温度を一定に保持した状態で凝固が進行していく。これにより、セラミックス基板
３１１と金属板３２２、３２３とが接合される。
　また、溶融金属領域が形成された状態で温度を一定に保持しておく。すると、溶融金属
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領域中のＳｉ及びＡｇが、金属板３２３及び天板部３４１側へと拡散していくことになる
。すると、溶融金属領域であった部分のＳｉ濃度及びＡｇ濃度が徐々に低下していき融点
が上昇することになり、温度を一定に保持した状態で凝固が進行していく。これにより、
金属板３２３と天板部３４１とが接合される。
【０１００】
（フィン積層工程Ｓ３０５）
　次に、図１８に示すように、天板部３４１の他方の面側に、ろう材箔３４７（例えば、
Ａｌ－１０％Ｓｉ合金箔等の低融点アルミニウム合金箔）、コルゲートフィン３４６、底
板部３４５を積層する。このとき、底板部３４５の接合層３４５Ｂがコルゲートフィン３
４６側を向くように底板部３４５を積層する。また、天板部３４１とコルゲートフィン３
４６、底板部３４５とコルゲートフィン３４６との間には、例えば、ＫＡｌＦ４を主成分
とするフラックス（図示なし）を介在させておく。
【０１０１】
（ろう付け工程Ｓ３０６）
　次に、天板部３４１、コルゲートフィン３４６及び底板部３４５を積層方向に加圧（圧
力１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２）した状態で、雰囲気加熱炉内に装入して加熱し、天板部３４
１とコルゲートフィン３４６、底板部３４５とコルゲートフィン３４６との間に、ろう材
箔３４７及び接合層３４５Ｂを溶融させた溶融金属層を形成する。
　ここで、本実施形態では、雰囲気加熱炉内は、窒素ガス雰囲気とされており、加熱温度
は５５０℃以上６３０℃以下の範囲内に設定している。
　そして、冷却することによって、天板部３４１とコルゲートフィン３４６、底板部３４
５とコルゲートフィン３４６の間に形成された溶融金属層を凝固させ、天板部３４１とコ
ルゲートフィン３４６、底板部３４５とコルゲートフィン３４６とをろう付けする。この
とき、天板部３４１、コルゲートフィン３４６、底板部３４５の表面には、酸化被膜が形
成されているが、前述のフラックスによってこれらの酸化被膜が除去されることになる。
【０１０２】
　このようにして、本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板が製造され
る。
【０１０３】
　以上のような構成とされた本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板、
ヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法においては、ヒートシンク３４０の天
板部３４１と金属層３１３との間に、ＳｉとともにＡｇを固着させ、これらＳｉとＡｇを
拡散させることによって溶融金属領域を形成し、さらに溶融金属領域中のＳｉとＡｇを拡
散させて、ヒートシンク３４０の天板部３４１とパワーモジュール用基板３１０とを接合
しているので、比較的低温条件においても、ヒートシンク３４０の天板部３４１とパワー
モジュール用基板３１０とを確実に接合することが可能となる。
【０１０４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されることはなく、
その発明の技術的思想を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
　例えば、回路層及び金属層を構成する金属板を純度９９．９９％の純アルミニウムの圧
延板としたものとして説明したが、これに限定されることはなく、純度９９％のアルミニ
ウム（２Ｎアルミニウム）であってもよい。
　また、セラミックス基板をＡｌＮで構成されたものとして説明したが、これに限定され
ることはなく、Ｓｉ３Ｎ４、Ａｌ２Ｏ３等の他のセラミックスで構成されていてもよい。
【０１０５】
　さらに、第２、第３、第４の実施形態においては、Ｓｉ層形成工程で、Ｓｉとともに添
加元素としてＧｅ又はＡｇを固着させるものとして説明したが、これに限定されることは
ない。添加元素として、Ｃｕ，Ｚｎ，Ｇｅ，Ａｇ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択さ
れる１種又は２種以上を用いても良い。ここで、Ｓｉと添加元素の固着量の合計は、０．
００２ｍｇ／ｃｍ２以上１０ｍｇ／ｃｍ２以下とすることが好ましい。
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【０１０６】
　さらに、Ｓｉ層形成工程において、金属層となる金属板の他面にＳｉを固着させる構成
としたものとして説明したが、これに限定されることはなく、ヒートシンクの接合面にＳ
ｉを固着させてもよいし、ヒートシンクの接合面及び金属板の他面に、それぞれＳｉを固
着させてもよい。
　また、Ｓｉ層形成工程において、スパッタによってＳｉを固着するものとして説明した
が、これに限定されることはなく、めっき、蒸着、ＣＶＤ、コールドスプレー、又は、粉
末が分散しているペースト及びインクなどの塗布等でＳｉを固着させてもよい。
　さらに、Ｓｉ層形成工程において、ＳｉとともにＡｌを固着する構成としてもよい。
【０１０７】
　また、本実施形態では、ヒートシンクの上に一つのパワーモジュール用基板が接合され
た構成として説明したが、これに限定されることはなく、一つのヒートシンクの上に複数
のパワーモジュール用基板が接合されていてもよい。
【０１０８】
　また、第１、第２の実施形態において、ヒートシンクと金属層（金属板）との接合を、
真空加熱炉を用いて行うものとして説明したが、これに限定されることはなく、Ｎ２雰囲
気、Ａｒ雰囲気及びＨｅ雰囲気等でヒートシンクと金属層（金属板）との接合を行っても
よい。
　さらに、セラミックス基板と金属板とをろう材を使用せずに接合したものとして説明し
たが、これに限定されることはなく、セラミックス基板と金属板とをろう材を使用して接
合したパワーモジュール用基板を用いてもよい。
【０１０９】
　また、第３の実施形態において、天板部及び底板部が、基材層と接合層とを備えた積層
アルミ材で構成されたものとして説明したが、これに限定されることはなく、コルゲート
フィンを、例えばＡ３００３からなる芯材とこの芯材の両面にＡ４０４５からなる接合層
とを備えたクラッド材で構成してもよい。この場合、天板部及び底板部は、単純なアルミ
ニウム板を用いることができる。
【０１１０】
　また、天板部、コルゲートフィン、底板部の材質は、本実施形態に限定されることはな
い。
　さらに、コルゲートフィンの形状等を含め、ヒートシンクの構造も本実施形態に限定さ
れるものではない。例えば、第３、第４の実施形態における天板部のみを放熱板としてパ
ワーモジュール用基板に接合したものであってもよい。
【０１１１】
　さらに、図１９に示すように、第二の金属板４１３を、複数の金属板４１３Ａ、４１３
Ｂを積層した構造としてもよい。この場合、第二の金属板４１３のうち一方側（図１９に
おいて上側）に位置する金属板４１３Ａがセラミックス基板４１１に接合され、他方側（
図１９において下側）に位置する金属板４１３Ｂがヒートシンク４４０の天板部４４１に
接合されることになる。そして、他方側に位置する金属板４１３Ｂとヒートシンク４４０
の天板部４４１との間にＳｉ層を形成することで、他方側に位置する金属板４１３Ｂとヒ
ートシンク４４０の天板部４４１とが接合されているのである。ここで、積層された金属
板４１３Ａ、４１３Ｂ同士をＳｉ層を介して接合することで第二の金属板４１３を構成し
てもよい。なお、図１９では、２枚の金属板４１３Ａ、４１３Ｂを積層させたものとして
いるが、積層する枚数に制限はない。また、図１９に示すように、積層する金属板同士の
大きさ、形状が異なっていても良いし、同じ大きさ、形状に調整されたものであってもよ
い。さらに、これらの金属板の組成が異なっていても良い。
【符号の説明】
【０１１２】
３　半導体チップ（電子部品）
１０、１１０、２１０、３１０、４１０　パワーモジュール用基板
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１１、１１１、２１１、３１１、４１１　セラミックス基板
１２、１１２、２１２、３１２、４１２　回路層（第一の金属板）
１３、１１３、２１３、３１３、４１３　金属層（第二の金属板）
４０、１４０、２４０、３４０、４４０　ヒートシンク
２４、１２４、２２４、３２４　第１Ｓｉ層（第１金属層）
２５、１２５、２２５、３２５　第２Ｓｉ層（第２金属層）
２６、１２６、２２６、３２６　Ｓｉ層
２７　第一溶融金属領域
２８　第二溶融金属領域
２９　溶融金属領域
３０、１３０、２３０　接合界面

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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