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(57)【要約】
【課題】金属板とセラミックス基板との高い接合強度が
得られるパワーモジュール用基板の製造方法、パワーモ
ジュール用基板及びこのパワーモジュール用基板を用い
たパワーモジュールを提供する。
【解決手段】ＡｌＮからなるセラミックス基板１１の表
面に純アルミニウムからなる金属板１２、１３がケイ素
を含有するろう材によって接合されたパワーモジュール
用基板であって、金属板１２、１３とセラミックス基板
１１との接合界面３０には、ケイ素濃度が金属板１２、
１３中のケイ素濃度の５倍以上とされた高濃度部３２が
形成されていることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡｌＮからなるセラミックス基板の表面に純アルミニウムからなる金属板がケイ素を含
有するろう材によって接合されたパワーモジュール用基板であって、
　前記金属板と前記セラミックス基板との接合界面には、ケイ素濃度が前記金属板中のケ
イ素濃度の５倍以上とされた高濃度部が形成されていることを特徴とするパワーモジュー
ル用基板。
【請求項２】
　前記高濃度部においては、酸素濃度が、前記金属板中及び前記セラミックス基板中の酸
素濃度よりも高くされており、前記高濃度部の厚さが４ｎｍ以下とされていることを特徴
とする請求項１に記載のパワーモジュール用基板。
【請求項３】
　前記高濃度部を含む前記接合界面をエネルギー分散型Ｘ線分析法で分析したＡｌ、Ｓｉ
、Ｏ、Ｎの質量比が、Ａｌ：Ｓｉ：Ｏ：Ｎ＝４０～８０ｗｔ％：２～１０ｗｔ％：２０ｗ
ｔ％以下：１０～４０ｗｔ％とされていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
のパワーモジュール用基板。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のパワーモジュール用基板と、該パワーモ
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
。
【請求項５】
　ＡｌＮからなるセラミックス基板の表面に純アルミニウムからなる金属板を、ケイ素を
含有するろう材により接合してパワーモジュール用基板を製造する方法であって、
　セラミックス基板及び金属板を、ろう材を介して積層して加圧した状態で加熱し、前記
ろう材を溶融させてセラミックス基板及び金属板の界面に溶融アルミニウム層を形成する
溶融工程と、冷却によって前記溶融アルミニウム層を凝固させる凝固工程とを有し、
　前記溶融工程及び前記凝固工程において、前記セラミックス基板と前記金属板との接合
界面に、ケイ素濃度が前記金属板中のケイ素濃度の５倍以上とされた高濃度部を生成させ
ることを特徴とするパワーモジュール用基板の製造方法。
【請求項６】
　接合前の前記セラミックス基板の接合面に、予めケイ素を付着させるケイ素付着工程を
有していることを特徴とする請求項５に記載のパワーモジュール用基板の製造方法。
【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パワーモジュール用基
板、このパワーモジュール基板を備えたパワーモジュール及びこのパワーモジュール用基
板の製造方法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モジュール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）からなるセラミックス基板上
にＡｌ（アルミニウム）の金属板がＡｌ－Ｓｉ系のろう材を介して接合されたパワーモジ
ュール用基板が用いられる。
　また、この金属板は回路層として形成され、その金属板の上には、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。
　なお、セラミックス基板の下面にも放熱のためにＡｌ等の金属板が接合されて金属層と
され、この金属層を介して放熱板上にパワーモジュール用基板全体が接合されたものが提
案されている。
【０００３】
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　従来、前記回路層及び前記金属層としての金属板とセラミックス基板との良好な接合強
度を得るため、例えば下記特許文献１に、セラミックス基板の表面粗さを０．５μｍ未満
にしている技術が開示されている。
【特許文献１】特開平３－２３４０４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、金属板をセラミックス基板に接合する場合、単にセラミックス基板の表
面粗さを低減しても十分に高い接合強度が得られず、信頼性の向上が図れないという不都
合があった。例えば、セラミックス基板の表面に対して、乾式でＡｌ２Ｏ３粒子によるホ
ーニング処理を行い、表面粗さをＲａ＝０．２μｍにしても、剥離試験で界面剥離が生じ
てしまう場合があることが分かった。また、研磨法により表面粗さをＲａ＝０．１μｍ以
下にしても、やはり同様に界面剥離が生じてしまう場合があった。
【０００５】
　特に、最近では、パワーモジュールの小型化・薄肉化が進められるとともに、その使用
環境も厳しくなってきており、電子部品からの発熱量が大きくなる傾向にあり、前述のよ
うに放熱板上にパワーモジュール用基板を配設する必要がある。この場合、パワーモジュ
ール用基板が放熱板によって拘束されるために、熱サイクル負荷時に、金属板とセラミッ
クス基板との接合界面に大きなせん断力が作用することになるため、さらなる接合強度の
向上及び信頼性の向上が求められている。
【０００６】
　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、金属板とセラミックス基板
とが確実に接合され、熱サイクル信頼性の高いパワーモジュール用基板、このパワーモジ
ュール基板を備えたパワーモジュール及びこのパワーモジュール用基板の製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような課題を解決して、前記目的を達成するために、本発明のパワーモジュール用
基板は、ＡｌＮからなるセラミックス基板の表面に純アルミニウムからなる金属板がケイ
素を含有するろう材によって接合されたパワーモジュール用基板であって、前記金属板と
前記セラミックス基板との接合界面には、ケイ素濃度が前記金属板中のケイ素濃度の５倍
以上とされた高濃度部が形成されていることを特徴としている。
【０００８】
　この構成のパワーモジュール用基板においては、ＡｌＮからなるセラミックス基板と純
アルミニウムからなる金属板とがケイ素を含有するろう材によって接合され、この接合界
面に、ケイ素濃度が前記金属板中のケイ素濃度の５倍以上とされた高濃度部が形成されて
いるので、接合界面に存在するケイ素原子によってＡｌＮからなるセラミックス基板と純
アルミニウムからなる金属板との接合強度が向上することになる。なお、ここで、金属板
中のケイ素濃度とは、金属板のうち接合界面から一定距離（例えば、５０ｎｍ以上）離れ
た部分におけるケイ素濃度である。
【０００９】
　接合界面に高濃度で存在するケイ素は、主にろう材中に含有されたケイ素であると考え
られる。接合時に、ケイ素はアルミニウム（金属板）中に拡散し、接合界面から減少する
ことになるが、セラミックスとアルミニウム（金属板）との界面部分が不均一核生成のサ
イトとなってケイ素原子が界面部分に残存し、ケイ素濃度が前記金属板中のケイ素濃度の
５倍以上とされた高濃度部が形成されることになる。
【００１０】
　また、前記高濃度部において、酸素濃度が前記金属板中及び前記セラミックス基板中の
酸素濃度よりも高くされ、前記高濃度部の厚さが４ｎｍ以下とされている構成を採用する
ことが好ましい。
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　接合界面に高濃度で存在する酸素は、セラミックス基板の表面に存在する酸素及びろう
材の表面に形成された酸化膜から取り込まれたものであると考えられる。ここで、酸素濃
度が接合界面において高濃度に存在するということは、これらの酸化膜が確実に除去され
るように十分に加熱されていることになり、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。さらに、この高濃度部の厚さが４ｎｍ以下とされているので、熱サ
イクルを負荷した際の応力によって高濃度部にクラックが発生することが抑制される。
【００１１】
　ここで、前記高濃度部を含む前記接合界面をエネルギー分散型Ｘ線分析法で分析したＡ
ｌ、Ｓｉ、Ｏ、Ｎの質量比が、Ａｌ：Ｓｉ：Ｏ：Ｎ＝４０～８０ｗｔ％：２～１０ｗｔ％
：２０ｗｔ％以下：１０～４０ｗｔ％とされることが好ましい。
　前記高濃度部を含む接合界面に存在するケイ素の質量比が２ｗｔ％以上とされているの
で、セラミックス基板とアルミニウム（金属板）との接合力を確実に向上させることがで
きる。なお、接合界面にケイ素を、質量比が１０ｗｔ％を超えるように存在させることは
困難である。
【００１２】
　また、前記高濃度部を含む接合界面に存在する酸素原子の質量比が２０ｗｔ％を超える
と、酸素濃度の高い部分が厚く存在することになり、熱サイクルを負荷した際に、この高
濃度部においてクラックが発生してしまい接合信頼性が低下するおそれがある。このため
、酸素濃度は２０ｗｔ％以下に抑えることが好ましい。
　なお、エネルギー分散型Ｘ線分析法による分析を行う際のスポット径は極めて小さいた
め、前記接合界面の複数点（例えば、１０～１００点）で測定し、その平均値を算出する
ことになる。また、測定する際には、金属板の結晶粒界とセラミックス基板との接合界面
は測定対象とせず、結晶粒とセラミックス基板との接合界面のみを測定対象とする。
【００１３】
　本発明のパワーモジュールは、前述のパワーモジュール用基板と、該パワーモジュール
用基板上に搭載された電子部品と、を備えることを特徴としている。
　この構成のパワーモジュールによれば、セラミックス基板と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、その信頼性を飛躍的に向上させることができる。
【００１４】
　また、本発明のパワーモジュール用基板の製造方法は、ＡｌＮからなるセラミックス基
板の表面に純アルミニウムからなる金属板を、ケイ素を含有するろう材により接合してパ
ワーモジュール用基板を製造する方法であって、セラミックス基板及び金属板を、ろう材
を介して積層して加圧した状態で加熱し、前記ろう材を溶融させてセラミックス基板及び
金属板の界面に溶融アルミニウム層を形成する溶融工程と、冷却によって前記溶融アルミ
ニウム層を凝固させる凝固工程とを有し、前記溶融工程及び前記凝固工程において、前記
セラミックス基板と前記金属板との接合界面に、ケイ素濃度が前記金属板中のケイ素濃度
の５倍以上とされた高濃度部を生成させることを特徴としている。
【００１５】
　この構成のパワーモジュール用基板の製造方法によれば、前記溶融工程及び前記凝固工
程において、前記セラミックス基板と前記金属板との接合界面に、ケイ素濃度が前記金属
板中のケイ素濃度の５倍以上とされた高濃度部を生成させているので、ケイ素原子によっ
てＡｌＮからなるセラミックス基板と純アルミニウムからなる金属板との接合強度の向上
を図ることができる。また、前記溶融工程において、ろう材を界面で十分に溶融して溶融
アルミニウム層が形成された上で、その後、凝固工程によって凝固されているので、セラ
ミックス基板と金属板とを強固に接合することができる。
【００１６】
　ここで、接合前の前記セラミックス基板の接合面に、予めケイ素を付着させるケイ素付
着工程を有していてもよい。
　この場合、ケイ素付着工程においてセラミックス基板と金属板との接合界面にケイ素元
素を確実に存在させることが可能となる。これにより、接合界面に、ケイ素濃度が前記金
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属中のケイ素濃度の５倍以上とされた高濃度部を確実に生成させることが可能となり、Ａ
ｌＮからなるセラミックス基板と純アルミニウムからなる金属板との接合強度の向上を図
ることができる。なお、ケイ素原子はスパッタリングや蒸着などによってセラミックス基
板の接合面に付着させることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、金属板とセラミックス基板とが確実に接合され、熱サイクル信頼性の
高いパワーモジュール用基板、このパワーモジュール基板を備えたパワーモジュール及び
このパワーモジュール用基板の製造方法を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　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
実施形態である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４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Ｓ
ｎ－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。
【００１９】
　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。
【００２０】
　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がろう付
け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
．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２２
がセラミックス基板１１にろう付けされることにより形成されている。ここで、本実施形
態においては、融点降下元素としてＳｉを含有したＡｌ－Ｓｉ系のろう材を用いている。
【００２１】
　金属層１３は、セラミックス基板１１の他方の面に金属板２３がろう付けされることに
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２３がセラミックス基板１１にろう付けされることで形成されている。本実施形態にお
いてはＡｌ－Ｓｉ系のろう材を用いている。
【００２２】
　ヒートシンク４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５と冷却媒体（例えば冷却水）を流通す
るための流路６とを備えている。ヒートシンク４（天板部５）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。
　また、本実施形態においては、ヒートシンク４の天板部５と金属層１３との間には、ア
ルミニウム又はアルミニウム合金若しくはアルミニウムを含む複合材（例えばＡｌＳｉＣ
等）からなる緩衝層１５が設けられている。
【００２３】
　そして、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２
３）との接合界面３０を透過電子顕微鏡において観察した場合には、図２に示すように、
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接合界面３０にケイ素及び酸素が濃縮した高濃度部３２が形成されている。この高濃度部
３２においては、ケイ素濃度が、回路層１２（金属板２２）及び金属層１３（金属板２３
）中のケイ素濃度よりも５倍以上高くなっており、さらに、酸素濃度が、回路層１２（金
属板２２）及び金属層１３（金属板２３）中の酸素濃度よりも高くなっている。なお、こ
の高濃度部３２の厚さＨは４ｎｍ以下とされている。
　なお、ここで観察する接合界面３０は、図２に示すように、回路層１２（金属板２２）
及び金属層１３（金属板２３）の格子像の界面側端部とセラミックス基板１１の格子像の
界面側端部との間の中央を基準面Ｓとする。
【００２４】
　また、この接合界面３０をエネルギー分散型Ｘ線分析法（ＥＤＳ）で分析した際のＡｌ
、Ｓｉ、Ｏ、Ｎの質量比は、Ａｌ：Ｓｉ：Ｏ：Ｎ＝４０～８０ｗｔ％：２～１０ｗｔ％：
２０ｗｔ％以下：１０～４０ｗｔ％の範囲内に設定されている。なお、ＥＤＳによる分析
を行う際のスポット径は１～４ｎｍとされており、接合界面３０を複数点（例えば、本実
施形態では２０点）測定し、その平均値を算出している。また、回路層１２及び金属層１
３を構成する金属板２２、２３の結晶粒界とセラミックス基板１１との接合界面３０は測
定対象とせず、回路層１２及び金属層１３を構成する金属板２２、２３の結晶粒とセラミ
ックス基板１１との接合界面３０のみを測定対象としている。
【００２５】
　このようなパワーモジュール用基板１０は、以下のようにして製造される。図３に示す
ように、ＡｌＮからなるセラミックス基板１１の一方の面に回路層１２となる金属板２２
（４Ｎアルミニウムの圧延板）が、厚さ１５～３０μｍ、本実施形態では２０μｍのろう
材箔２４を介して積層され、セラミックス基板１１の他方の面に金属層１３となる金属板
２３（４Ｎアルミニウムの圧延板）が厚さ１５～３０μｍ、本実施形態では２０μｍのろ
う材箔２５を介して積層される。
【００２６】
　このようにして形成された積層体２０をその積層方向に加圧（圧力１～３ｋｇ／ｃｍ２

）した状態で真空炉内に装入して加熱し、ろう材箔２４、２５を溶融する（溶融工程）。
ここで真空炉内の真空度は、１０－３Ｐａ～１０－５Ｐａとされている。この溶融工程に
よって、図４に示すように、回路層１２及び金属層１３となる金属板２２、２３の一部と
ろう材箔２４、２５とが溶融し、セラミックス基板１１の表面に溶融アルミニウム層２６
、２７が形成される。
【００２７】
　次に、積層体２０を冷却することによって溶融アルミニウム層２６、２７を凝固させる
（凝固工程）。この溶融工程と凝固工程によって、セラミックス基板１１と回路層１２及
び金属層１３となる金属板２２、２３との接合界面３０に、ケイ素及び酸素が濃縮した高
濃度部３２が形成される。
　このようにして本実施形態であるパワーモジュール用基板１０が製造される。
【００２８】
　以上のような構成とされた本実施形態であるパワーモジュール用基板１０及び付パワー
モジュール１においては、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とがろう付けによって接合されており、これら金属板２２、２３とセラミッ
クス基板１１との接合界面３０に、ケイ素濃度が、回路層１２（金属板２２）及び金属層
１３（金属板２３）中のケイ素濃度の５倍以上とされ、かつ、酸素濃度が、回路層１２（
金属板２２）及び金属層１３（金属板２３）中の酸素濃度よりも高くされた高濃度部３２
が形成されているので、接合界面３０に存在するケイ素及び酸素によってセラミックス基
板１１と金属板２２、２３との接合強度の向上を図ることができる。
【００２９】
　また、高濃度部３２を含む接合界面３０をエネルギー分散型Ｘ線分析法で分析した際の
Ａｌ、Ｓｉ、Ｏ、Ｎの質量比が、Ａｌ：Ｓｉ：Ｏ：Ｎ＝４０～８０ｗｔ％：２～１０ｗｔ
％：２０ｗｔ％以下：１０～４０ｗｔ％とされ、高濃度部３２を含む接合界面３０に存在
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するケイ素の質量比が２ｗｔ％以上とされているので、セラミックス基板とアルミニウム
（金属板）との接合力を確実に向上させることができる。なお、接合界面３０にケイ素を
、質量比が１０ｗｔ％を超えるように存在させることは困難である。
　また、高濃度部３２を含む接合界面３０に存在する酸素原子の質量比が２０ｗｔ％以下
とされているので、熱サイクルを負荷した際に高濃度部３２にクラックが発生することを
防止できる。
【００３０】
　また、金属板２２、２３とセラミックス基板１１との接合には、Ａｌ－Ｓｉ系のろう材
を用いているので、接合温度を比較的低く設定しても、ろう材箔２４、２５を確実に溶融
させて溶融アルミニウム層２６、２７を形成することができる。
【００３１】
　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。
【００３２】
　また、接合界面にケイ素原子を確実に点在させるために、接合前のセラミックス基板の
接合面にケイ素原子を付着させるケイ素付着工程を有していてもよい。
　さらに、ヒートシンクの天板部と金属層との間に、アルミニウム又はアルミニウム合金
若しくはアルミニウムを含む複合材（例えばＡｌＳｉＣ等）からなる緩衝層を設けたもの
として説明したが、この緩衝層がなくてもよい。
　また、ヒートシンクをアルミニウムで構成したものとして説明したが、アルミニウム合
金、銅や銅合金で構成されていてもよい。さらに、ヒートシンクとして冷却媒体の流路を
有するもので説明したが、ヒートシンクの構造に特に限定はない。
【実施例】
【００３３】
　本発明の有効性を確認するために行った比較実験について説明する。
　図５に示すように、比較例１－３及び実施例１－３においては、厚さ０．６３５ｍｍの
ＡｌＮからなるセラミックス基板１１と、厚さ０．６ｍｍの４Ｎアルミニウムからなる回
路層１２と、厚さ０．６ｍｍの４Ｎアルミニウムからなる金属層１３と、厚さ５ｍｍのア
ルミニウム合金（Ａ６０６３）からなる天板部５と、厚さ１．０ｍｍの４Ｎアルミニウム
からなる緩衝層１５とを共通に有している。
　この試験片を用いて接合界面の観察及び接合強度の評価を行った。
【００３４】
　この接合界面の観察は、電界放射型透過電子顕微鏡（ＦＥ－ＴＥＭ）として日本電子株
式会社製ＪＥＭ－２０１０Ｆを用いて加速電圧２００ｋＶで行った。
　観察試料は次のようにして作製した。まず、金属板とセラミックス基板とを接合した試
料から試料をダイヤモンドカッタでスライスし、ダイヤモンド砥石によって機械研磨を行
い、厚さを約３０μｍ程度にする。その後、アルゴンイオン（５ｋＶ、３０μＡ）によっ
てイオンミリングを行い、電子線が透過可能な厚さである０．１μm以下の部分を有する
観察試料を作製した。
　接合界面の観察においては、接合界面に形成された高濃度部の厚さを２０点測定し、そ
の平均値を算出した。高濃度部の平均厚さ測定結果を表１に示す。
【００３５】
　また、エネルギー分散型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）としてノーラン社製Ｖｏｙａｇｅｒを
用いて、金属板とセラミックス基板との接合界面を分析した。分析結果を表１に示す。こ
こで、金属板のうち接合界面から５０ｎｍ離れた位置を同様に分析した結果、ケイ素濃度
（金属板中のケイ素濃度）は、０．２～０．３ｗｔ％であった。
　なお、前述のＴＥＭ観察及びＥＤＳ分析には、２軸傾斜分析用ホルダーを使用した。
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【００３６】
　接合強度の評価としては、熱サイクル（－４５℃－１２５℃）を３０００回繰り返した
後の接合率を比較した。評価結果を表１に示す。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　接合界面にケイ素が高濃度に存在しない比較例１－３においては、熱サイクル試験後の
接合率が低く、熱サイクル信頼性に劣ることが確認された。
　一方、接合界面に、ケイ素が金属板中の５倍以上の濃度で存在している実施例１－３に
おいては、３０００サイクル後においても接合率が９０％以上となり、熱サイクル信頼性
が向上することが確認された。
　なお、実施例３において高濃度部の厚さが０．０ｎｍとなっているが、透過型電子顕微
鏡観察における２０点の測定値すべてが０．０ｎｍだったものである。なお、このように
高濃度部が明確に観察されていなくても、接合界面をＥＤＳ分析した結果、ケイ素濃度が
５．５ｗｔ％と金属板中のケイ素濃度（０．２～０．３ｗｔ％）の５倍以上であり、高濃
度部が存在していることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施形態である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】本発明の実施形態であるパワーモジュール用基板の回路層及び金属層（金属板）
とセラミックス基板との接合界面の模式図である。
【図３】本発明の実施形態である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４】図４における金属板とセラミックス基板との接合界面近傍を示す説明図である。
【図５】比較実験に用いたパワーモジュール用基板を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４０】



(9) JP 2009-277990 A 2009.11.26

10

１　パワーモジュール
２　半導体チップ（電子部品）
１０　パワーモジュール用基板
１１　セラミックス基板
１２　回路層
１３　金属層
２２、２３　金属板
２４、２５　ろう材箔（ろう材）
２６、２７　溶融アルミニウム層
３０　接合界面
３２　高濃度部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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