
JP 4180980 B2 2008.11.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子と、
　前記半導体素子と接合する第１の金属板と、
　前記第１の金属板の前記半導体素子と反対側に接合するカーボン・銅複合材料からなる
中間層と、
　前記中間層の前記第１の金属板との接合面と反対側に接合する第２の金属板と、
　前記第２の金属板の前記中間層との接合面の反対側に接合する絶縁体と、
　前記絶縁体の前記第２の金属板との接合面の反対側に接合し前記第２の金属板と同じ厚
みを有する第３の金属板と、
　ヒートシンクとを備え、
　前記第１乃至第３の金属板は同一の材質で形成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】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、半導体素子の発熱による装置の反りを抑止する半
導体装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】



(2) JP 4180980 B2 2008.11.12

10

20

30

40

50

　近年、電力変換や電力制御、または、大電力の増幅・発振等の目的でパワーデバイスと
呼ばれる半導体素子を用いることが多い。この半導体素子には、バイポーラトランジスタ
やＩＧＢＴ、パワーＩＣ、ＭＯＳＦＥＴ等があり、いずれも変換や制御の効率が高く小型
であるという利点を備える。
【０００３】
　しかし、上記半導体素子は、大電流が流れるゆえに発熱量が高く、自身の発する熱によ
り破壊や特性の変化が起こるおそれがあり、効率的に冷却する必要がある。このため、こ
れまで様々な冷却構造が提案されてきた。
【０００４】
　図２は、冷却構造を備えた従来の半導体装置の一例を示す。半導体装置１００は、半導
体素子１０１とヒートシンク１０２の間に絶縁板１０３と金属板１０４を設けて形成され
る。半導体素子１０１は、パワートランジスタやパワーＦＥＴ、またＩＧＢＴなどのパワ
ーデバイスであり、シリコン半導体などで形成されている。半導体素子１０１が動作する
ときには、ジュール熱により熱が発生し温度が上昇する。半導体素子１０１の温度が上昇
するとオン抵抗が増加し、フィードバック制御などを行っているときには、さらに電流を
流そうとして電圧がかけられ、電流が流れ、それによりジュール熱が増大し、温度がさら
に上昇する。それにより、半導体素子１０１の損傷が発生してしまう。それを防ぐために
、半導体装置１００には、ヒートシンク１０２が設けられている。
【０００５】
　ヒートシンク１０２は、熱伝導度の良い銅やアルミニウムなどにより形成されており、
半導体素子１０１から発生する熱を放熱するものである。それにより、半導体素子１０１
の温度の上昇を防ぐことができる。それゆえ、放熱面積を大きくするように形成している
。
【０００６】
　絶縁板１０３は、半導体素子１０１とヒートシンク１０２の電気的絶縁をとるためのも
のである。そのため、ＳｉＮなどの熱伝導性は良いが、電気的絶縁性を有する物質を用い
る。
【０００７】
　金属板１０４は、半導体素子１０１と絶縁板１０３を支持するためのものであり、また
、ヒートシンク１０２に半導体素子１０１からの熱を伝導するためのものである。そのた
めに、熱伝導性が良く、また、強固のものである銅板などを用いる。
【０００８】
　ヒートシンク１０２は、半導体素子１０１で発生し、絶縁板１０３と金属板１０４を伝
導してきた熱を放散するためのものであり、空気との接触面積を大きくする構造としてお
り、銅やアルミニウムやモリブデン、または、それらの合金などから形成されている。こ
れらの半導体素子１０１と絶縁板１０３と金属板１０４とヒートシンク１０２は、半田や
ろう材などにより接合されている。
【０００９】
　この従来の半導体装置では、半導体素子の熱膨張係数に比べ銅やアルミニウム等の金属
の熱膨張係数が大きいため、半導体素子の発熱に伴い膨張した金属により熱応力が発生し
、装置自体が湾曲し、剥がれやクラック等が生じるという欠点があった。このような欠点
を解決するため、絶縁基板とヒートシンクとの間の接合材を工夫し、強固に接合する技術
が開示されている（例えば、特許文献１参照）。この接合材には活性元素を含む硬ろう材
を用いている。
【００１０】
【特許文献１】
　　　　　特開２００２－４３４８２公報（第６－７頁、第１図、第２図）
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前述した従来の半導体装置においては、金属とその他の素材により熱膨
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張係数の違いがあるため、半導体素子が発熱した場合に装置に反りが生じ、結果として剥
がれやクラック等が生じるという欠点があった。したがって、半導体素子に高負荷をかけ
られずに、本来の性能を発揮できなかったり、水冷装置やファン等の強制空冷装置が必要
になり、機器が大型化したりする問題があった。また、特許文献１に記載の技術を用いた
場合、接合材自身の熱伝導率が悪いため、ヒートシンクに熱を伝え拡散するという半導体
装置の性能を損じ、結果的に半導体素子が効率的に冷却されないために半導体素子本来の
性能を発揮できなかった。また、接合材は高価であり、半導体装置のコストアップの要因
となっていた。
【００１２】
　本発明の目的は、上記問題を解決するため、半導体素子が発熱したときの反りを少なく
した半導体装置を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段および作用】
　本発明に係る半導体装置は、上記の目的を達成するために、次のように構成される。
【００１４】
　本発明に係る半導体装置（請求項１に対応）は、半導体素子と、半導体素子と接合する
第１の金属板と、第１の金属板の半導体素子と反対側に接合するカーボン・銅複合材料か
らなる中間層と、中間層の第１の金属板との接合面と反対側に接合する第２の金属板と、
第２の金属板の中間層との接合面の反対側に接合する絶縁体と、絶縁体の第２の金属板と
の接合面の反対側に接合し第２の金属板と同じ厚みを有する第３の金属板と、ヒートシン
クとを備え、第１乃至第３の金属板は同一の材質で形成されていることで特徴づけられる
。
【００１５】
　本発明に係る半導体装置によれば、半導体素子と、半導体素子と接合する第１の金属板
と、第１の金属板の半導体素子と反対側に接合するカーボン・銅複合材料からなる中間層
と、中間層の第１の金属板との接合面と反対側に接合する第２の金属板と、第２の金属板
の中間層との接合面の反対側に接合する絶縁体と、絶縁体の第２の金属板との接合面の反
対側に接合し第２の金属板と同じ厚みを有する第３の金属板と、ヒートシンクとを備え、
第１乃至第３の金属板は同一の材質で形成されているため、半導体素子によって発生する
熱により生じる半導体素子の熱膨張と、第１の金属板、第２の金属板、絶縁体、第３の金
属板それぞれの熱膨張と、ヒートシンクの熱膨張の違いによる熱応力を中間層により緩和
することができ、半導体装置の反りを低減することができる。また、半導体素子とヒート
シンクの間には金属板を含むので熱伝導性が良く、半導体素子により生じる熱を良好にヒ
ートシンクに伝導することができ、良好に放熱することができる。さらに、第１乃至第３
の金属板が同一の材質で形成されているため、金属板の熱応力を緩和し、半導体装置の反
りを防止することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好適な実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１７】
　図１は、本実施形態に係る半導体装置の断面図である。半導体装置１０は、半導体素子
１１とヒートシンク１２の間に熱応力を緩和する中間層１３を設けて形成される。好まし
くは、半導体素子１１とヒートシンク１２の間に熱応力を緩和する中間層を含む積層板１
４を設けて形成される。半導体素子１１は、パワートランジスタやパワーＦＥＴ、またＩ
ＧＢＴなどのパワーデバイスであり、シリコン半導体などで形成されている。半導体素子
１１が動作するときには、ジュール熱により熱が発生し温度が上昇する。半導体素子１１
の温度が上昇するとオン抵抗が増加し、フィードバック制御などを行っているときには、
さらに電流を流そうとして電圧がかけられ、電流が流れ、それによりジュール熱が増大し
、温度がさらに上昇する。それにより、半導体素子１１の損傷が発生してしまう。それを
防ぐために、半導体装置１０には、ヒートシンク１２が設けられている。
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【００１８】
　ヒートシンク１２は、熱伝導度の良い銅やアルミニウムやモリブデン、または、それら
の合金などにより形成されており、半導体素子１１から発生する熱を放熱するものである
。それにより、半導体素子１１の温度の上昇を防ぐことができる。それゆえ、放熱面積を
大きくするように形成している。
【００１９】
　積層板１４は、半導体素子１１で発生した熱をヒートシンクまで伝導させ放熱するとこ
ろである。この積層板１４は、半導体素子１１と半田やろう材などの接合材によって接合
する第１の金属板１５と、その第１の金属板１５の半導体素子１１と反対側に半田やろう
材などの接合材によって接合する熱応力を緩和する中間層１３と、その中間層１３の第１
の金属板１５との接合面と反対側に半田やろう材などの接合材によって接合する第２の金
属板１７と、その第２の金属板１７の中間層１３との接合面の反対側に半田やろう材など
の接合材によって接合した絶縁体１８と、その絶縁体１８の第２の金属板１７との接合面
の反対側に半田やろう材などの接合材によって接合する第３の金属板１９からなっている
。第１の金属板１５の半導体素子１１を接合する側の面には表面にＮｉメッキ２０を施し
てある。Ｎｉメッキ２０は、半導体素子のろう付け性やワイヤボンド性を確保するための
ものである。第１の金属板１５は、半導体素子１１のろう付け性やワイヤボンド性を確保
し、また、熱を面方向へ拡散するためのものである。そのために、比較的薄いが熱伝導度
の高い銅板などを用いる。
【００２０】
　中間層１３は、半導体素子１１で発生する熱による、半導体素子１１の熱膨張と積層板
１４の各層の熱膨張と、ヒートシンク１２の熱膨張の差による熱応力を緩和するためのも
のである。そのために、積層面方向の弾性定数が小さい材料を用い、例えば、カーボン・
銅複合材料を用いる。
【００２１】
　第２の金属板１７は、半導体素子１１で発生し、第１の金属板１５と中間層１３を通し
て伝導する熱を一時的に溜め、そして、下面に接合した絶縁体１８と第３の金属板１９を
介してヒートシンク１２に熱を伝導するためのものである。そのために、比較的厚く、熱
伝導度の高い銅板などを用いる。
【００２２】
　絶縁体１８は、半導体素子１１とヒートシンク１２の電気的絶縁をとるためのものであ
る。そのため、ＳｉＮなどの熱伝導性は良いが、電気的絶縁性を有する物質を用いる。
【００２３】
　第３の金属板１９は、上部の積層構造を支持するためのものであり、また、ヒートシン
ク１２に半導体素子１１からの熱を伝導するためのものである。そのために、熱伝導性が
良く、また、強固のものである銅板などを用いる。また、第３の金属板の厚さと第２の金
属板の厚さの差をなくすほうが好ましい。
【００２４】
　ヒートシンク１２は、半導体素子１１で発生し、上部の積層構造を伝導してきた熱を放
散するためのものであり、空気との接触面積を大きくする構造としており、銅やアルミニ
ウムやモリブデン、または、それらの合金などから形成されている。
【００２５】
　なお、これらの板材は、Ｍｇの粉をまぶしたＴｉ－Ｃｕ箔を挟み、Ｎ２の雰囲気中で加
圧の上、アニールすることによって接合しても良い。
【００２６】
　次に、本実施形態に係る半導体装置１０の作用を説明する。半導体装置１０の半導体素
子１１の動作中に発生する熱は、第１の金属板１５に伝導し、また、第１の金属板１５は
熱伝導性が良いので、第１の金属板１５の面方向にも広がり伝導する。また、第１の金属
板１５の温度も上昇する。それにより、温度発生前より熱膨張する。第１の金属板１５内
に伝導した熱は、中間層１３に伝導し、また、中間層１３も温度上昇する。中間層１３に
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伝導した熱は、第２の金属板１７に伝導し、また、第２の金属板１７の温度が上昇し、熱
膨張する。第２の金属板１７に伝導した熱は、絶縁体１８と第３の金属板１９を伝導し、
ヒートシンク１２まで伝導し、ヒートシンク１２により、放散し、それにより、半導体素
子１１の熱は、放散し、温度上昇の量を少なくすることができる。
【００２７】
　このとき、半導体素子１１、第１の金属板１５、中間層１３、第２の金属板１７、絶縁
体１８、第３の金属板１９、ヒートシンク１２の温度は、半導体素子１１が発熱する前よ
りも高温になる。これにより、各層はそれぞれの物質の熱膨張係数で熱膨張しようとする
。そのとき、熱応力が発生する。面方向で弾性係数が小さいカーボン・銅複合材料で形成
された中間層１３により、その熱応力が緩和され、半導体装置１０に発生する熱応力が低
減され、反りを低減することができる。
【００２８】
　実験計画法により、分離・明確にした要因効果から、適当な厚さのカーボン・銅複合材
料を中間層として設けることで、積層板は、第１の金属板の厚さと第２の金属板の厚さと
第３の金属板の厚さを調整することで反りを少なくすることができることが分かった。ま
た、第２の金属板と第３の金属板の厚さの差がないものでは熱衝撃耐久性があることが分
かった。このように、熱応力を緩和する中間層を半導体素子とヒートシンクの間に設けた
ことで、半導体装置の熱による反りを低減することができる。
【００２９】
【発明の効果】
　以上の説明で明らかなように本発明によれば、次の効果を奏する。
【００３０】
　半導体素子とヒートシンクの間に熱応力を緩和する中間層を設けたため、半導体素子に
よって発生する熱により生じる半導体素子の熱膨張とヒートシンクの熱膨張の違いによる
熱応力を中間層により緩和することができ、半導体装置の反りを低減することができる。
【００３１】
　また、半導体素子とヒートシンクの間に熱応力を緩和する中間層を含む積層板を設けた
ため、半導体素子によって発生する熱により生じる半導体素子の熱膨張と積層板の各層の
熱膨張とヒートシンクの熱膨張の違いによる熱応力を中間層により緩和することができ、
半導体装置の反りを低減することができる。
【００３２】
　さらに、積層板は、半導体素子と接合する第１の金属板と、その第１の金属板の半導体
素子と反対側に接合する熱応力を緩和する中間層と、中間層の第１の金属板との接合面と
反対側に接合する第２の金属板と、その第２の金属板の中間層との接合面の反対側に接合
する絶縁体と、その絶縁体の第２の金属板との接合面の反対側に接合する金属板からなる
ため、半導体素子によって発生する熱により生じる半導体素子の熱膨張と積層板の各層の
熱膨張とヒートシンクの熱膨張の違いによる熱応力を中間層により緩和することができ、
半導体装置の反りを低減することができる。また、積層板には金属板を含むので熱伝導性
が良く、半導体素子により生じる熱を良好にヒートシンクに伝導することができ、良好に
放熱することができる。
【００３３】
　また、熱応力を緩和する中間層は、カーボン・銅複合材料からなるため、ヤング率が小
さいカーボン・銅複合材料からなる中間層に熱応力が集中して、半導体素子の熱膨張と積
層板の各層の熱膨張と、ヒートシンクの熱膨張の差による半導体装置の反りを低減するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図２】　従来の半導体装置の断面図である。
【符号の説明】
　　　　　１０　　　　　半導体装置
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　　　　　１１　　　　　半導体素子
　　　　　１２　　　　　ヒートシンク
　　　　　１３　　　　　中間層
　　　　　１４　　　　　積層板
　　　　　１５　　　　　第１の金属板
　　　　　１７　　　　　第２の金属板
　　　　　１８　　　　　絶縁体
　　　　　１９　　　　　第３の金属板

【図１】 【図２】
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