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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱硬化性樹脂組成物と溶剤とを混合し、上記熱硬化性樹脂組成物の溶液とする工程と、
上記溶液に、扁平状充填剤と粒子状充填剤との混合充填剤を、
上記混合充填剤中における上記扁平状無機充填剤の体積含有率ＶＬと上記粒子状無機充填
剤の体積含有率ＶＲとの比率（ＶＬ/ＶＲ）が（３０/７０）～（８０/２０）で、かつ上
記粒子状無機充填剤の平均粒径ＤＲが上記扁平状無機充填剤の平均長径ＤＬの１～３．６
倍となるように混練してコンパウンドとする工程と、
上記コンパウンドを、シートあるいは金属板に塗布して塗布物とする工程と、
上記塗布物を乾燥、あるいは加熱する工程と
を備えたことを特徴とする熱伝導性樹脂シートの製造方法。
【請求項２】
熱硬化性樹脂組成物は、液状のエポキシ樹脂と数平均分子量３０００以上のエポキシ樹脂
との混合物を主剤として、硬化剤を含むエポキシ樹脂組成物であることを特徴とする請求
項１に記載の熱伝導性樹脂シートの製造方法。
【請求項３】
熱硬化性樹脂組成物と溶剤とを混合し、上記熱硬化性樹脂組成物の溶液とする工程と、
上記溶液に、扁平状充填剤と粒子状充填剤との混合充填剤を、
上記混合充填剤中における上記扁平状無機充填剤の体積含有率ＶＬと上記粒子状無機充填
剤の体積含有率ＶＲとの比率（ＶＬ/ＶＲ）が（３０/７０）～（８０/２０）で、かつ上



(2) JP 4089636 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

記粒子状無機充填剤の平均粒径ＤＲが上記扁平状無機充填剤の平均長径ＤＬの１～３．６
倍となるように混練してコンパウンドとする工程と、
上記コンパウンドを、シートあるいは金属板に塗布して塗布物とする工程と、
上記塗布物を乾燥、あるいは加熱する工程と
により熱伝導性樹脂シートを準備する工程と、
リードフレームの所定の部分に、電力半導体素子を接合する工程と、
上記リードフレームの上記電力半導体素子が載置された反対側の面に、
上記熱伝導性樹脂シートを載置し、加熱加圧して上記熱伝導性樹脂シートを硬化させる工
程と、
上記電力半導体素子に配線を行う工程と、
上記電力半導体素子をモールド樹脂で封止する工程と
を備えたパワーモジュールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気・電子機器等の発熱対象部から放熱部材へ熱を伝達させるのに用いる熱
伝導性樹脂シートに関し、特にパワーモジュールの発熱を放熱部材に熱を伝達させる絶縁
性の熱伝導性樹脂シートとこの熱伝導性樹脂シートを用いたパワーモジュールに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気・電子機器の発熱部から放熱部材へ熱を伝達させる熱伝導性樹脂膜層には、
高熱伝導性と絶縁性との要求から、熱硬化性樹脂に無機の充填剤を添加した熱伝導性樹脂
組成物が広く用いられている。
　例えば、パワーモジュールにおいては，電力半導体素子を搭載したリードフレームの裏
面と放熱部となる金属板との間に設ける熱伝導性の絶縁層として、無機粉体を含有した熱
硬化性樹脂のシートや塗布膜がある。（例えば、特許文献１参照）。
　また、例えば、ＣＰＵ等の発熱性電子部品と放熱フィンとの間に介在させる熱伝導性樹
脂組成物として、高熱伝導性の無機充填剤を配合した熱硬化性樹脂組成物のシートがある
。（例えば、特許文献２参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１９６４９５号公報（第３頁、図１）
【特許文献２】特開２００２－１６７５６０号公報（第３頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電子機器の小形化や電子部品の高性能化に伴い、電子機器や電子部品からの発熱量は大
幅に増大しており、電気・電子機器の発熱部から放熱部材へ熱を伝達させる熱伝導性樹脂
シートには、さらなる高熱伝導性が要求されている。
　従来の熱硬化性樹脂に高熱伝導性の無機充填剤を添加する絶縁性を有する熱伝導性樹脂
シートでは、添加する無機充填剤の含有率を増やすことにより熱伝導性を向上させている
。しかし、無機充填剤の含有率の増加は熱伝導性樹脂シートの製造上の点から限界があり
、さらに大きい熱伝導率を有する絶縁性の熱伝導性樹脂シートを得ることができないとの
問題があった。
　また、上記従来の絶縁性の熱伝導性樹脂シートを電力半導体素子を搭載した発熱部と放
熱部であるヒートシンクとの間に設けたパワーモジュールでは、小形化と高容量化とが制
限されるとの問題があった。
【０００５】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、熱硬化性
樹脂に無機充填剤を添加した絶縁性を有する熱伝導性樹脂シートにおいて、熱伝導性をさ
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らに向上させるとともに、この熱伝導性が向上した熱伝導性樹脂シートを用いた高性能の
パワーモジュールを得ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の熱伝導性樹脂シートの製造方法は、熱硬化性樹脂組成物と溶剤とを混合し、上
記熱硬化性樹脂組成物の溶液とする工程と、上記溶液に、扁平状充填剤と粒子状充填剤と
の混合充填剤を、上記混合充填剤中における上記扁平状無機充填剤の体積含有率ＶＬと上
記粒子状無機充填剤の体積含有率ＶＲとの比率（ＶＬ/ＶＲ）が（３０/７０）～（８０/
２０）で、かつ上記粒子状無機充填剤の平均粒径ＤＲが上記扁平状無機充填剤の平均長径
ＤＬの１～３．６倍となるように混練してコンパウンドとする工程と、上記コンパウンド
を、シートあるいは金属板に塗布して塗布物とする工程と、上記塗布物を乾燥、あるいは
加熱する工程とを備えたものである。
【０００７】
　本発明のパワーモジュールの製造方法は、熱硬化性樹脂組成物と溶剤とを混合し、上記
熱硬化性樹脂組成物の溶液とする工程と、上記溶液に、扁平状充填剤と粒子状充填剤との
混合充填剤を、上記混合充填剤中における上記扁平状無機充填剤の体積含有率ＶＬと上記
粒子状無機充填剤の体積含有率ＶＲとの比率（ＶＬ/ＶＲ）が（３０/７０）～（８０/２
０）で、かつ上記粒子状無機充填剤の平均粒径ＤＲが上記扁平状無機充填剤の平均長径Ｄ

Ｌの１～３．６倍となるように混練してコンパウンドとする工程と、上記コンパウンドを
、シートあるいは金属板に塗布して塗布物とする工程と、上記塗布物を乾燥、あるいは加
熱する工程とにより熱伝導性樹脂シートを準備する工程と、リードフレームの所定の部分
に、電力半導体素子を接合する工程と、上記リードフレームの上記電力半導体素子が載置
された反対側の面に、上記熱伝導性樹脂シートを載置し、加熱加圧して上記熱伝導性樹脂
シートを硬化させる工程と、上記電力半導体素子に配線を行う工程と、上記電力半導体素
子をモールド樹脂で封止する工程とを備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、絶縁性を有するとともに、格段に優れた熱伝導性を有する熱伝導性樹
脂シートを得ることができる。
【０００９】
　本発明によれば、電力半導体素子で発生した熱を高効率に伝達し放熱できるので、小形
化と高容量化とを実現できるパワーモジュールを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
実施の形態１.
　図１は、本発明の実施の形態１における熱伝導性樹脂シートの断面模式図である。
　図１にあるように、熱伝導性樹脂シート１はマトリックスとなる熱硬化性樹脂２と、こ
の熱硬化性樹脂２中に分散した無機の扁平状充填剤（扁平状充填剤と略記する）３と無機
の粒子状充填剤（粒子状充填剤と略記する）４とから構成されている。
　すなわち、発明者らは、熱伝導性樹脂シート中に含有される充填剤が、所定の割合の扁
平状充填剤３と粒子状充填剤４との混合充填剤であると、扁平状充填剤または粒子状充填
剤の単独の充填剤である場合に比べ、熱伝導性樹脂シートの熱伝導性が大幅に向上するこ
とを見出して本発明を完成するにいたった。
【００１１】
　図２は比較のための、（ａ）扁平状充填剤を単独に含有する熱伝導性樹脂シートと（ｂ
）粒子状充填剤を単独に含有する熱伝導性樹脂シートを示す図である。
　図２（ａ）に示すように、扁平状充填剤１３を単独に含有する熱伝導性樹脂シート１０
では、多くの扁平状充填剤１３が熱伝導性樹脂シート１０の面内に水平に配向し、熱伝導
性樹脂シート１０の厚さ方向では、扁平状充填剤１３間に樹脂層が多く介在し、熱伝導性
樹脂シート１０の厚さ方向の熱伝導率は大きくない。



(4) JP 4089636 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

　また、図２（ｂ）に示すように、粒子状充填剤１４を単独に含有する熱伝導性樹脂シー
ト１１では、粒子状充填剤１４が熱伝導性シート１５中に均一に分散し、やはり、粒子状
充填剤１４間に樹脂層が多く介在し、熱伝導性樹脂シート１１の厚さ方向の熱伝導率は大
きくない。
【００１２】
　所定の割合の扁平状充填剤と粒子状充填剤との混合充填剤を含有する熱伝導性樹脂シー
トが単独充填剤を含有する熱伝導性樹脂シートより熱伝導性が大幅に向上するが、その機
構は以下のとおりである。
　まず、粒子状充填剤が扁平状充填剤より多い混合充填剤を含有する熱伝導性樹脂シート
では、粒子状充填剤間に扁平状充填剤が存在することになる。この扁平状充填剤が、熱伝
導性樹脂シートの厚さ方向に分布する異なる粒子状充填剤と接触し、熱伝導性樹脂シート
の厚さ方向に充填剤が連なった熱が伝達する経路を形成して、熱伝導性樹脂シートの厚さ
方向の熱伝導性が向上する。
【００１３】
　次に、扁平状充填剤が粒子状充填剤より多い混合充填剤を含有する熱伝導性樹脂シート
では、扁平状充填剤間に粒子状充填剤が介在し、熱伝導性樹脂シートの面内に配向してい
る扁平状充填剤を熱伝導性樹脂シートの面方向に対して角度を持って分散するようになる
。そのため、層状に重なっている扁平状充填剤同士が接触し、熱伝導性樹脂シートの厚さ
方向に対し充填剤が連なった熱が伝達する経路を形成して、熱伝導性樹脂シートの厚さ方
向の熱伝導性が向上する。このとき、粒子状充填剤は、層状に重なっている扁平状充填剤
の両方と接触して、熱伝導性樹脂シートの厚さ方向に連なる熱が伝達する経路の一部とな
る。
【００１４】
　扁平状充填剤と粒子状充填剤との配合比が５０：５０に近い混合充填剤を含有する熱伝
導性樹脂シートでは、上記両方の機構により、熱伝導性樹脂シートの厚さ方向の熱伝導性
が向上する。
【００１５】
　扁平状充填剤３とは、平板状の充填剤であり、その外縁の形状は限定されないが、矩形
の形状が、熱伝導性樹脂シート１の厚さ方向の熱伝導性を向上させる効果が特に大きく好
ましい。扁平状充填剤３の材質としては電気絶縁性の酸化アルミニウム（アルミナ）、窒
化硼素、炭化珪素などが挙げられる。これらを２種類以上用いてもよい。
　本実施の形態で用いる扁平状充填材３の平均の長径（ＤＬと略記する）は０．５μｍ～
１００μｍが好ましく、特に１～５０μｍであれば熱伝導性樹脂シートを形成するために
調製する熱伝導性樹脂組成物のチクソトロピック性が抑制できるので、さらに好ましい。
　本実施の形態における扁平状充填材３の長径Ｌとは、図３に示すように扁平状充填剤３
の平面部における最長の長さである。
【００１６】
　粒子状充填剤４は、略球形のものが好ましいが、粉砕された形状で多角体形状であって
もよい。材質としては、電気絶縁性の酸化アルミニウム（アルミナ）、酸化珪素（シリカ
）、窒化珪素、窒化アルミニウム、炭化珪素、窒化硼素などが挙げられる。これらを２種
類以上用いてもよい。
　本実施の形態で用いる粒子状充填剤４の平均粒径（ＤＲと略記する）は、ＤＬの０.４
～３.６倍である。ＤＲがＤＬが０.４倍未満であると、熱伝導性樹脂シート１中で、熱伝
導性樹脂シート１の面内方向に対し角度をもって分散する扁平状充填剤３が少なく、熱伝
導性樹脂シート１の厚さ方向の熱伝導性の向上が小さい。また、ＤＲがＤＬの３.６倍よ
り大きいと、扁平状充填材３が粒子状充填剤４間をつなぐ効果が減少し、熱伝導性樹脂シ
ート１の厚さ方向の熱伝導性の向上が小さい。
【００１７】
　本実施の形態では、熱伝導性樹脂シート１に含有される混合充填剤における扁平状充填
剤３と粒子状充填剤４との比率は、混合充填剤中の扁平状充填剤の体積含有率ＶＬとし、
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混合充填剤中の粒子状充填剤の体積含有率ＶＲとした場合、（ＶＬ/ＶＲ）＝（３０/７０
）～（８０/２０）の範囲が好ましい。そして、上記比率（ＶＬ/ＶＲ）は、（３４/６６
）～（７０/３０）範囲が、熱伝導性向上効果が特に大きくなり、さらに好ましい。上記
（ＶＬ/ＶＲ）が（３０/７０）未満であると、粒子状充填剤４間をつなぐ扁平状充填剤３
が少なくなり、熱伝導性樹脂シート１の厚さ方向の熱伝導性の向上効果が小さい。また、
上記（ＶＬ/ＶＲ）が（８０/２０）より大きいと、熱伝導性樹脂シート１の面に水平な方
向に対して角度をもって分散する扁平状充填剤３が少なくなり、多くの扁平状充填剤３の
扁平な面が熱伝導性樹脂シート１の面に平行となる。そのため、熱伝導性樹脂シート１の
厚さ方向に熱伝導をする充填剤の経路が少なくなり、熱伝導性樹脂シート１の厚さ方向の
熱伝導性の向上効果が小さい。
【００１８】
　熱伝導性樹脂シート１のマトリックスとなる熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、不
飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹
脂などの組成物を用いることができるが、エポキシ樹脂は、熱伝導性樹脂シート１の製造
が容易であるので、特に好ましい。
　エポキシ樹脂組成物の主剤としては、例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビス
フェノールＦ型エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、フェノール
ノボラック型エポキシ樹脂、脂環脂肪族エポキシ樹脂、グリシジルーアミノフェノール系
エポキシ樹脂が挙げられる。これらのエポキシ樹脂は２種以上を併用しても良い。
【００１９】
　エポキシ樹脂組成物の硬化剤としては、例えば、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、メ
チルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水ハイミック酸などの脂環式酸無水物、ドデセニル無
水コハク酸などの脂肪族酸無水物、無水フタル酸、無水トリメリット酸などの芳香族酸無
水物、ジシアンジアミド、アジピン酸ジヒドラジドなどの有機ジヒドラジド、トリス（ジ
メチルアミノメチル）フェノール、ジメチルベンジルアミン、１，８-ジアザビシクロ（
５，４，０）ウンデセン、およびその誘導体、２－メチルイミダゾール、２－エチルー４
－メチルイミダゾール、２－フェニルイミダゾールなどのイミダゾール類が挙げられる。
これらの硬化剤は２種以上を併用しても良い。
【００２０】
　熱伝導性樹脂シート１には、必要に応じてカップリング剤を含有させても良い。用いら
れるカップリング剤としては、例えばγ―グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、Ｎ
－β（アミノエチル）γ―アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ―アミ
ノプロピルトリメトキシシラン、γ―メルカプトプロピルトリメトキシシランなどが挙げ
られる。上記カップリング剤は２種類以上併用しても良い。
　熱伝導性樹脂シート１に上記のようなカップリング剤を含有させると、電気・電子機器
の発熱部や放熱部に対する接着力が向上する。
【００２１】
　また、熱伝導性樹脂シート１のマトリックスとなる熱硬化性樹脂にエポキシ樹脂組成物
を用いた場合、主剤の一部として数平均分子量３０００以上のエポキシ樹脂を併用すると
、熱伝導性樹脂シート１の柔軟性が向上し、電気・電子機器の発熱部や放熱部に対する密
着性が増して、好ましい。数平均分子量３０００以上のエポキシ樹脂の配合割合は、主剤
の液状エポキシ樹脂１００重量部に対して１０～４０重量部である。この配合割合が１０
重量部未満では、上記の密着性の向上が認められない。この配合割合が４０重量部より大
きいと、熱伝導性樹脂シート硬化体の耐熱性が低下する。
【００２２】
　本発明の熱伝導性樹脂シート１は、以下に示す方法により製造する。
　まず、所定量の熱硬化性樹脂の主剤とこの主剤を硬化させるのに必要な量の硬化剤とか
らなる熱硬化性樹脂組成物と、例えばこの熱硬化性樹脂組成物と同重量の溶剤とを混合し
、上記熱硬化性樹脂組成物の溶液とする。次に、上記熱硬化性樹脂組成物の溶液に、扁平
状充填剤と粒子状充填剤との混合充填剤を添加して予備混合する。この予備混合物を例え
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ば３本ロールやニーダなどで混練し、熱伝導性樹脂シート用コンパウンドする。次に、得
られたコンパウンドを、離型処理された樹脂シートや金属板上に、ドクターブレード法に
より塗布する。次に、この塗布物を乾燥し、塗布物中の溶剤を揮発させ、熱伝導性樹脂シ
ート１を得る。この時、必要に応じて加熱をして、溶剤の揮発を促進させても良く、熱硬
化性樹脂組成物の反応を進め、Ｂステージ化しても良い。
　また、粘度が低い熱硬化性樹脂組成物の場合は、溶剤を添加することなしに、熱硬化性
樹脂組成物そのものに、混合充填剤を添加しても良い。
　また、カップリング剤などの添加剤は、熱硬化性樹脂組成物と混合充填剤との混練工程
までに添加すれば良い。
【００２３】
　本発明の熱伝導性樹脂シート１は、例えば、以下に示すようにして使用できる。
　上記方法で得られた熱伝導性樹脂シート１は、マトリックスの熱硬化性樹脂がＢステー
ジ状態であるので、電気・電子機器の発熱部と放熱部材とで挟んで加熱硬化して、発熱部
と放熱部材とを接着するとともに電気絶縁する。この熱伝導性樹脂シートの硬化物は高熱
伝導性を有するので、発熱部からの熱を放熱部材へ効率よく伝達する。
　また、熱伝導性樹脂シート１を、電気・電子機器の発熱部と放熱部材の、いずれか一方
に接着し、他方をこの硬化した熱伝導性樹脂シート面に圧接し、発熱部からの熱を放熱部
材へ伝達させる。
　また、熱伝導性樹脂シート１を硬化させ、硬化した熱伝導性樹脂シート硬化体を、電気
・電子機器の発熱部と放熱部材とで挟んで、発熱部からの熱を放熱部材へ伝達させる。
【００２４】
　本発明の熱伝導性樹脂シート１は、熱硬化性樹脂のマトリックス中に無機の扁平状充填
剤と無機の粒子状充填剤との混合充填剤を含有したものであり、絶縁性を有するとともに
、無機の扁平状充填剤や無機の粒子状充填剤を単独で用いたものより、格段に優れた熱伝
導性を有する。
　また、本実施の形態に示す熱伝導性樹脂シート１は、充填剤の含有率を極限までに増や
さなくても、高い熱伝導率を有するので、上記熱伝導性樹脂シート用コンパウンドの粘度
を下げることができ、厚さが薄く、表面が平坦な熱伝導性樹脂シート１を得ることができ
る。
　すなわち、厚さが薄くできるので、熱伝導性樹脂シート１の厚さ方向の熱抵抗が小さい
という効果がある。また、得られる熱伝導性樹脂シート１の表面が平坦であるので、発熱
部や放熱部材への密着性が優れており、接触熱抵抗が小さく、熱伝達性が優れている。
【００２５】
実施の形態２.
　図４は、本発明の実施の形態２におけるパワーモジュールの断面模式図である。
　図４に示すように、本実施の形態のパワ－モジュール２０は、リードフレーム２２の第
１の面に電力半導体素子２３が載置されており、リードフレーム２２の電力半導体素子２
３が載置された面に対向する反対側の第２の面に、実施の形態１の熱伝導性樹脂シート１
の硬化体２１を介してヒートシンク部材２４が設けられている。電力半導体素子２３は、
やはりリードフレームに載置された制御用半導体素子２５と金属線２６で接続されている
。そして、熱伝導性樹脂シート２１、リードフレーム２２、ヒートシンク部材２４、電力
半導体素子２３、制御用半導体素子２５、金属線２６などのパワーモジュール構成部材は
モールド樹脂２７により封止されている。しかし、リードフレーム２２の外部回路と接続
する部分とヒートシンク部材２４の熱伝導性樹脂シート２１が接着された面と対向する面
とはモールド樹脂２７で覆われていない構造である。
【００２６】
　本実施の形態のパワーモジュール２０は、以下のようにして製造される。まず、リード
フレーム２２の所定の部分に、電力半導体素子２３や制御用半導体素子２５を半田などに
より接合する。次に、リードフレーム２２の電力半導体素子２３が載置された面に対向す
る反対側の第２の面に、Ｂステージ状の熱伝導性樹脂シート１を介してヒートシンク部材
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２４を積層し、加熱加圧して熱伝導性樹脂シートを硬化させ、ヒートシンク部材２４を接
着する。次に、電力半導体素子２３と制御用半導体素子２５とに、金属線２６をワイヤボ
ンド法により接合し、配線を行う。最後に、例えば、トランスファーモールド法により、
モールド樹脂２７で封止して、パワーモジュール２０を完成する。
【００２７】
　本実施の形態のパワーモジュール２０は、パワーモジュールの発熱部である電力半導体
素子２３を載置したリードフレーム２２に、実施の形態１の熱伝導性樹脂シートの硬化体
２１を介してヒートシンク部材２４が接着されている。実施の形態１の熱伝導性樹脂シー
トの硬化体２１は、電気絶縁性と従来にはない優れた熱伝導性を有しており、電力半導体
素子２３で発生した熱を高効率にヒートシンク部材２４に伝達し放熱できるので、パワー
モジュールの小形化と高容量化とを実現できる。
【００２８】
　本実施の形態のパワーモジュール２０は、ヒートシンク部材２４が、熱伝導性樹脂シー
トの硬化体２１の表面に接着された構造となっているが、図５の断面模式図に示すように
、ヒートシンク部材２４を熱伝導性樹脂シートの硬化体２１内に埋没させた構造であって
も良い。
　このような構造とすると、上記の効果に加え、ヒートシンク部材２４の熱伝導性樹脂シ
ートの硬化体２１に対する固着が強固となり、パワーモジュール運転時のヒートサイクル
により発生する応力による、ヒートシンク部材２４の剥離の耐性が向上する。
　また、ヒートシンク部材の表面に４０～１００μｍの凹凸を設けてもよく、これにより
、熱伝導性樹脂シートへの接着性が向上する。
【００２９】
　実施の形態３.
　図６は、本発明の実施の形態３におけるパワーモジュールの断面模式図である。
　図６に示すように、本実施の形態のパワ－モジュール３０は、リードフレーム２２の電
力半導体素子２３が載置された第１の面に対向する反対側の第２の面に、Ｂステージ状の
熱伝導性樹脂シート１のみを積層し加熱硬化させ熱伝導性樹脂シート１の硬化体３１を設
け、金属板や無機板のヒートシンク部材を設けなかった以外は、実施の形態２のパワ－モ
ジュール２０と同様なものである。
　本実施の形態のパワ－モジュール３０は、実施の形態２のパワ－モジュール２０の有す
る上記効果に加え、部品点数を少なくできコストを低減できる。それと、熱伝導性樹脂シ
ート１の硬化体３１は、金属板や無機板のヒートシンク部材より、封止用のモールド樹脂
との熱膨張率差が小さく、パワーモジュール運転時のヒートサイクルにより封止用モール
ド樹脂に発生する応力を低減でき、パワーモジュールの耐クラック性が向上する。
【００３０】
　実施の形態４.
　図７は、本発明の実施の形態４におけるパワーモジュールの断面模式図である。
図７に示すように、本実施の形態のパワーモジュール４０はケースタイプのパワーモジュ
ールであり、無機の絶縁板からなるヒートシンク部材４４と、ヒートシンク部材４４の表
面に形成された回路基板４２と、この回路基板４２に載置された電力半導体素子４３と、
ヒートシンク部材４４の周縁部に接着されたケース４５と、ケース内に注入され回路基板
４２および電力半導体素子４３などを封止する注型樹脂４６と、ヒートシンク部材４４の
回路基板４２が設けられた面に対向する反対側の面に積層された実施の形態１の熱伝導性
樹脂シートの硬化体４１と、熱伝導性樹脂シートの硬化体４１を介してヒートシンク部材
４４に接合されたヒートスプレッダー４６とからなる。
　本実施の形態のパワーモジュール４０は、ヒートシンク部材４４とヒートスプレッダー
４６とを接合する熱伝導性樹脂シートの硬化体４１が、従来の絶縁性熱伝導性樹脂シート
にはない優れた熱伝導性を有しており、パワーモジュールの小形化と高容量化を可能にす
る。
【実施例】
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【００３１】
　本発明の熱伝導性樹脂シートについて、実施例にてさらに詳細に説明する。
【００３２】
比較例１．
　比較例１として、粒子状充填剤を用いた熱伝導性樹脂シートを調製した。
　主剤である液状のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂｛エピコート８２８：ジャパンエポ
キシレジン（株）社｝１００重量部と、硬化剤である１－シアノエチル－２－メチルイミ
ダゾール｛キュアゾール２ＰＮ－ＣＮ：四国化成工業（株）社｝１重量部とからなる熱硬
化性樹脂組成物に、メチルエチルケトンの１０１重量部を添加、撹拌して、熱硬化性樹脂
組成物の溶液を調製する。
【００３３】
　上記熱硬化性樹脂組成物の溶液に、上記熱硬化性樹脂組成物と同体積の、ＤＲが５μｍ
で粒子状の窒化珪素充填剤｛ＳＮ－７：電気化学工業（株）｝を添加し、予備混合する。
この予備混合物をさらに、三本ロールにて混練し、上記熱硬化性樹脂組成物の溶液中に、
上記充填剤を均一に分散させたコンパウンドを得る。
　次に、上記コンパウンドを厚さ１００μｍの片面離型処理したポリエチレンテレフタレ
ートシートの離型処理面上にドクターブレード法で塗布し、１１０℃で１５分間の加熱乾
燥処理をし、厚さが８０μｍでＢステージ状態の熱伝導性樹脂シートを作製する。
　次に、上記熱伝導性樹脂シートを１２０℃で１時間と１６０℃で３時間の加熱を行い熱
伝導性樹脂シートの硬化体とし、この硬化体の厚さ方向の熱伝導率ＫＲをレーザーフラッ
シュ法で測定した。
【００３４】
比較例２．
　比較例２として、扁平状充填剤を用いた熱伝導性樹脂シートを調製した。充填剤として
、ＤＬが７μｍで扁平状の窒化硼素充填材｛ＧＰ：電気化学工業（株）｝を用いた以外は
、比較例１と同様にして熱伝導性樹脂シートを作製し、比較例１と同様にして、上記熱伝
導性樹脂シートの硬化体の厚さ方向の熱伝導率ＫＬをレーザーフラッシュ法で測定した。
【００３５】
実施例１.
　充填剤として、ＤＬが７μｍで扁平状の窒化硼素充填材｛ＧＰ：電気化学工業（株）｝
とＤＲが５μｍで粒子状の窒化珪素充填剤｛ＳＮ－７：電気化学工業（株）｝とを、表１
に示す各体積含有率の比率（ＶＬ/ＶＲ）で混合した混合充填剤を用いた以外は、比較例
１と同様にして各熱伝導性樹脂シートのサンプル１～サンプル６を作製した。各サンプル
を比較例１と同様して硬化し、上記各熱伝導性樹脂シートサンプルの硬化体を得て、比較
例１と同様の方法により各硬化体の厚さ方向の熱伝導率ＫＭをレーザーフラッシュ法で測
定した。
　上記各サンプルの硬化体の熱伝導率ＫＭと比較例１の粒子状充填剤を用いた熱伝導性樹
脂シートの硬化体の熱伝導率ＫＲとの比率（ＫＭ/ＫＲ）、上記各サンプルの硬化体の熱
伝導率ＫＭと比較例２の扁平状充填剤を用いた熱伝導性樹脂シートの硬化体の熱伝導率Ｋ

Ｌとの比率（ＫＭ/ＫＬ）、各熱伝導性樹脂シートサンプルに用いた混合充填剤における
扁平状充填剤と粒子状充填剤との体積含有率の割合（ＶＬ/ＶＲ）、扁平状充填剤のＤＬ

と粒子状充填剤のＤＲとの比率（ＤＲ/ＤＬ）を表１に示した。
【００３６】
　上記実施例１の結果から、図８に、作製した各熱伝導性樹脂シートサンプルの硬化体の
（ＫＭ/ＫＲ）値および（ＫＭ/ＫＬ）値と、各熱伝導性樹脂シートサンプルに用いた混合
充填剤中の扁平状充填剤の体積含有率ＶＬとの関係を示した。
【００３７】
　表１および図８から明らかなように、ＶＬが３０～８０％の範囲である熱伝導性樹脂シ
ートの硬化体は、粒子状充填剤を単独で用いた熱伝導性樹脂シートおよび扁平状充填剤を
単独で用いた熱伝導性樹脂シートのどちらの硬化体よりも、熱伝導率が大きくなり、熱伝
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の熱伝導率は、扁平状充填剤を単独で用いた熱伝導性樹脂シートの硬化体の熱伝導率の１
.２倍以上であり、特に熱伝導性向上効果が大きい。
【００３８】
【表１】

【００３９】
比較例３．
　ＤＬが７μｍで扁平状の窒化硼素充填材｛ＧＰ：電気化学工業（株）｝とＤＲが０.８
μｍで粒子状の炭化珪素充填剤｛ＧＣ＃９０００：フジミインコーポレーテッド（株）｝
とを体積含有率の比率（ＶＬ/ＶＲ）＝（５０/５０）で混合した（ＤＲ/ＤＬ）が０.１１
の混合充填剤を用いた以外は、実施例１と同様にして熱伝導性樹脂シートを作製し、実施
例１と同様にして、上記熱伝導性樹脂シートの硬化体の厚さ方向の熱伝導率ＫＮをレーザ
ーフラッシュ法で測定した。
　熱伝導性樹脂シートに用いた扁平状窒化硼素充填剤のグレードとＤＬ、粒子状炭化珪素
充填剤の種類とＤＲ、（ＤＲ/ＤＬ）とを表２に示した。
【００４０】
実施例２．
　ＤＬが７μｍで扁平状の窒化硼素充填材｛ＧＰ：電気化学工業（株）｝と、表２に示す
各ＤＲとグレードの粒子状の炭化珪素充填剤とを（ＶＬ/ＶＲ）＝（５０/５０）の体積含
有率の比率で混合した混合充填剤を用いた以外は、比較例１と同様にして各熱伝導性樹脂
シートのサンプル７～サンプル１１を作製し、比較例１と同様にして、上記各サンプルの
硬化体の厚さ方向の熱伝導率ＫＭをレーザーフラッシュ法で測定した。
　上記サンプルの硬化体の熱伝導率ＫＭと比較例３の熱伝導性樹脂シートの硬化体の熱伝
導率ＫＮとの比率（ＫＭ/ＫＮ）、各サンプルに用いた扁平状窒化硼素充填剤のグレード
とＤＬ、粒子状炭化珪素充填剤のグレードとＤＲ、（ＤＲ/ＤＬ）とを、表２に示した。
【００４１】
　上記実施例２の結果から、図９に、作製した各熱伝導性樹脂シートサンプルの硬化体の
（ＫＭ/ＫＮ）値と、各熱伝導性樹脂シートサンプルの混合充填剤に用いた粒子状充填剤
のＤＲと扁平状充填剤のＤＬとの比率（ＤＲ/ＤＬ）との関係を示した。
【００４２】
　表２および図９に示すように、粒子状充填剤のＤＲと扁平状充填剤のＤＬとの比率（Ｄ

Ｒ/ＤＬ）が、０.４～３.６である混合充填剤を用いると、熱伝導性シートの硬化体の熱
伝導性の向上効果が、特に大きくなる。
【００４３】
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【表２】

【００４４】
実施例３.
　実施例１のサンプル２ないしサンプル５のいづれかの熱伝導性樹脂シート１を介して、
実施の形態２のパワーモジュール２０のリードフレーム２２の第２の面と銅のヒートシン
ク部材２４とを接着した。さらに、トランスファーモールド法により、モールド樹脂２７
で封止して、パワーモジュール２０を完成した。
　本実施例では、パワーモジュール２０のリードフレーム２２の第１の面と、銅のヒート
シック部材２４の中央部に熱電対を取り付け、パワーモジュール２０をフルパワーで稼動
させ、リードフレーム２２とヒートシンク部材２４との温度を測定した。サンプル２ない
しサンプル５のいづれかの熱伝導性樹脂シート１を用いたパワーモジュール２０とも、定
常となった時のリードフレーム２２とヒートシンク部材２４との温度差は５℃と小さく、
放熱性が優れており、本実施例のパワーモジュールは、小形・高容量化が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施の形態１における熱伝導性樹脂シートの断面模式図である。
【図２】（ａ）扁平状充填剤を単独に含有する熱伝導性樹脂シートと（ｂ）粒子状充填剤
を単独に含有する熱伝導性樹脂シートとを示す断面模式図である。
【図３】扁平状充填剤の長径を説明する図である。
【図４】本発明の実施の形態２におけるパワーモジュールの断面模式図である。
【図５】ヒートシンク部材を熱伝導性樹脂シートの硬化体内に埋没させた構造のパワーモ
ジュールの断面模式図である。
【図６】本発明の実施の形態３におけるパワーモジュールの断面模式図である。
【図７】本発明の実施の形態４におけるパワーモジュールの断面模式図である。
【図８】各熱伝導性樹脂シートサンプルの硬化体の（ＫＭ/ＫＲ）値および（ＫＭ/ＫＬ）
値と、各熱伝導性樹脂シートサンプルに用いた混合充填剤中の扁平状充填剤の体積含有率
ＶＬとの関係を示す図である。
【図９】各熱伝導性樹脂シートサンプルの硬化体の（ＫＭ/ＫＮ）値と、各熱伝導性樹脂
シートサンプルに用いた混合充填剤中の粒子状充填剤のＤＲと扁平状充填剤のＤＬとの比
率（ＤＲ/ＤＬ）との関係を示す図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１，１０，１１　熱伝導性樹脂シート、２　熱硬化性樹脂、３，１３　扁平状充填剤、
４，１４　粒子状充填剤、２０，３０，４０　パワーモジュール、２１，３１，４１　熱
伝導性樹脂シートの硬化体、２２　リードフレーム、２３，４３　電力半導体素子、２４
，４４　ヒートシンク部材、４７　ヒートスプレッダー。
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