
JP 5488619 B2 2014.5.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状をなす基板本体の一方の面が、半導体素子が搭載される搭載面とされ、前記基板本
体の他方の面側に絶縁層が形成されてなるパワーモジュール用基板であって、
　前記基板本体は、炭素質部材中に金属が充填された金属基複合材料からなる金属基複合
板で構成されており、
　前記基板本体は、炭素質部材中に金属が充填された金属基複合材料からなる金属基複合
板が複数積層されてなり、この金属基複合材料は、一方向における熱伝導率が他方向にお
ける熱伝導率よりも高くなるように異方性を有しており、前記基板本体において、一の金
属基複合板における高熱伝導率方向と、他の金属基複合板における高熱伝導率方向とが、
互いに異なるように構成されており、
　前記基板本体においては、３枚の金属基複合板が積層されており、第１金属基複合板の
高熱伝導率方向と、第２金属基複合板の高熱伝導率方向と、第３金属基複合板の高熱伝導
率方向とが、互いに直交するように配置されている。
【請求項２】
　請求項１に記載のパワーモジュール用基板であって、
　前記基板本体において、一の金属基複合板における高熱伝導率方向が、前記基板本体の
厚さ方向を向くように構成されている。
【請求項３】
　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であって、
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　前記第１金属基複合板と、前記第２金属基複合板と、前記第３金属基複合板とが、それ
ぞれ同一の厚さで構成されている。
【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であって、
　前記基板本体の熱膨張係数が８×１０－６／℃以下とされている。 
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のパワーモジュール用基板であって、
　前記金属基複合板における高熱伝導率方向の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ・Ｋ以上とされて
おり、この高熱伝導率方向に直交する方向の熱伝導率が２００Ｗ／ｍ・Ｋ以上とされてい
る。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のパワーモジュール用基板であって、
　前記金属基複合材料が、アルミニウムまたはアルミニウム合金が炭素質部材中に充填さ
れてなるアルミニウム基複合材料である。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のパワーモジュール用基板であって、
　前記金属基複合材料が、銅または銅合金が炭素質部材中に充填されてなる銅基複合材料
である。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載のパワーモジュール用基板であって、
　前記基板本体の一方の面側には、前記金属基複合材料において炭素質部材中に充填され
た金属からなるスキン層が形成されている。 
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載のパワーモジュール用基板と、前記パワー
モジュール用基板の前記基板本体の一方の面上に搭載される半導体素子と、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、例えば大電流、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
ル用基板及びパワーモジュールに関する。
　本願は、２０１０年０２月０５日に日本に出願された特願２０１０－０２４７０５号及
び２０１０年０２月０５日に日本に出願された特願２０１０－０２４７０６号に基づき優
先権を主張し、その内容をここに援用する。
【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。パワー素子を
搭載するパワーモジュール用基板としては、例えば特許文献１－３に記載されているよう
に、ヒートシンクの上に絶縁層として樹脂層が形成され、この樹脂層の上に銅板からなる
基板本体が配設された絶縁基板が提案されている。このパワーモジュール用基板において
は、基板本体の上にはんだ材を介してパワー素子としての半導体素子（シリコンチップ）
が搭載される。
【０００３】
　このようなパワーモジュール用基板においては、半導体素子から発生した熱が、熱伝導
率の高い銅板からなる基板本体において板面方向（積層方向に直交する方向）に拡げられ
た上で、熱伝導率の低い樹脂層を介してヒートシンク側へと放散される。
　ここで、前述のパワーモジュール用基板の絶縁層における放熱特性は、以下に示す熱抵
抗Ｒｔｈによって表現される。
　　　　　　　　　Ｒｔｈ＝（１／ｋ）・（ｔ／Ｓ）
　Ｒｔｈ：熱抵抗、ｋ：熱伝導率、ｔ：絶縁層の厚さ、Ｓ：絶縁層の面積
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【０００４】
また、例えば特許文献４に示すように、ＡｌＮ（窒化アルミ）からなるセラミックス基板
（絶縁層に相当）の一方の面側に、回路層（基板本体に相当）となる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広く用
いられている。
【０００５】
　ところで、半導体素子を構成するシリコンの熱膨張係数は約２×１０－６／℃であり、
基板本体を構成する銅やアルミニウムの熱膨張係数と大きく異なっている。このため、パ
ワーモジュールに対して冷熱サイクルが負荷された場合には、この熱膨張係数の差による
応力がはんだ層に作用し、はんだ層にクラックが発生するおそれがあった。
　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、半導体素子等の電子部品からの発熱量が大きくなっているため、
冷熱サイクルの温度差が大きく、上述のはんだ層にクラックが発生しやすい傾向にある。
【０００６】
　基板本体をＣｕ－Ｍｏ合金で構成することにより、基板本体の熱膨張係数を、半導体素
子の熱膨張係数に近似させて、はんだ層のクラックの発生を抑制することが考えられる。
　しかしながら、Ｃｕ－Ｍｏ合金の熱伝導率は１７０Ｗ／ｍ・Ｋと低くなるため、熱を十
分に拡げることができず、半導体素子で発生した熱を効率良く放散することができない。
【０００７】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、半導体素子から発生した熱を
効率的に放散させることが可能であるとともに、冷熱サイクルを負荷した場合でも半導体
素子との間に介装されたはんだ層におけるクラックの発生を抑制できるパワーモジュール
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ことを目的
とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－１４２０６７号公報
【特許文献２】特開２００４－１６５２８１号公報
【特許文献３】特開２００６－１１４７１６号公報
【特許文献４】特開２００５－２１９７７５号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のパワーモジュール用基板は、板状をなす基板本体の一方の面が、半導体素子が
搭載される搭載面とされ、前記基板本体の他方の面側に絶縁層が形成されてなるパワーモ
ジュール用基板であって、前記基板本体は、炭素質部材中に金属が充填された金属基複合
材料からなる金属基複合板で構成されており、前記基板本体は、炭素質部材中に金属が充
填された金属基複合材料からなる金属基複合板が複数積層されてなり、この金属基複合材
料は、一方向における熱伝導率が他方向における熱伝導率よりも高くなるように異方性を
有しており、前記基板本体において、一の金属基複合板における高熱伝導率方向と、他の
金属基複合板における高熱伝導率方向とが、互いに異なるように構成されており、前記基
板本体においては、３枚の金属基複合板が積層されており、第１金属基複合板の高熱伝導
率方向と、第２金属基複合板の高熱伝導率方向と、第３金属基複合板の高熱伝導率方向と
が、互いに直交するように配置されている。 
　この構成のパワーモジュール用基板においては、基板本体の熱膨張係数を、銅等の金属
の熱膨張係数よりも小さく設定することができ、冷熱サイクルによるはんだ層のクラック
の発生を抑制することが可能となる。
　
【００１２】
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　また、本発明のパワーモジュール用基板においては、前記基板本体は、炭素質部材中に
金属が充填された金属基複合材料からなる金属基複合板が複数積層されている。この金属
基複合材料は、一方向における熱伝導率が他方向における熱伝導率よりも高くなるように
異方性を有している。前記基板本体において、一の金属基複合板における高熱伝導率方向
と、他の金属基複合板における高熱伝導率方向とが、互いに異なるように構成されている
ので、半導体素子から発生した熱が、基板本体のそれぞれの金属基複合板において、互い
に異なる方向に優先的に放散されることから、熱の放散を効率良く行うことが可能となる
。なお、一の金属基複合板と他の金属基複合板のそれぞれの厚さを調整することにより、
熱の放散方向を調整することが可能となる。
　さらに、本発明のパワーモジュール用基板においては、３枚の金属基複合板が積層され
ており、第１金属基複合板の高熱伝導率方向と、第２金属基複合板の高熱伝導率方向と、
第３金属基複合板の高熱伝導率方向とが、互いに直交するように配置されているので、熱
を３方向に分散して放散させることが可能となる。 
【００１３】
　本発明のパワーモジュール用基板では、前記基板本体において、一の金属基複合板にお
ける高熱伝導率方向が、前記基板本体の厚さ方向を向くように構成されていてもよい。 
　この構成のパワーモジュール用基板では、一の金属基複合板における高熱伝導率方向が
前記基板本体の厚さ方向（すなわち、基板本体とヒートシンクとの積層方向）を向くよう
に構成されている。よって、他の金属基複合板における高熱伝導率方向が前記厚さ方向以
外を向くことになるので、この他の金属基複合板において熱を拡がるように放散すること
ができる。また、一の金属基複合板における高熱伝導率方向が前記基板本体の厚さ方向（
積層方向）を向くように構成されているので、半導体素子から発生した熱をヒートシンク
側へと優先的に放散させることができる。
　
【００１５】
　本発明のパワーモジュール用基板において、前記第１金属基複合板と、前記第２金属基
複合板と、前記第３金属基複合板とが、それぞれ同一の厚さで構成されていてもよい。 
　この構成のパワーモジュール用基板においては、基板本体全体では熱伝導率の異方性が
改善されることになる。よって、等方材で構成された基板本体と同様に取り扱うことが可
能となる。
　
【００１７】
　本発明のパワーモジュール用基板においては、前記基板本体の熱膨張係数が８×１０－

６／℃以下とされていてもよい。
　この構成のパワーモジュール用基板においては、基板本体の熱膨張係数が、半導体素子
を構成するＳｉ等の熱膨張係数に近似することになる。よって、はんだクラックの発生を
確実に抑制することができ、このパワーモジュール用基板の信頼性を大幅に向上させるこ
とができる。
【００１８】
　本発明のパワーモジュール用基板においては、前記金属基複合板における高熱伝導率方
向の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ・Ｋ以上とされており、この高熱伝導率方向に直交する方向
の熱伝導率が２００Ｗ／ｍ・Ｋ以上とされていてもよい。
　この構成のパワーモジュール用基板においては、半導体素子から発生した熱を高熱伝導
率方向に向けて優先的に放散することが可能となる。また、高熱伝導率方向以外において
も熱の伝達が行われることになり、半導体素子から発生した熱を効率的に放散させること
ができる。
【００１９】
　本発明のパワーモジュール用基板においては、前記金属基複合材料が、アルミニウムま
たはアルミニウム合金が炭素質部材中に充填されてなるアルミニウム基複合材料であって
もよい。
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　この構成のパワーモジュール用基板においては、アルミニウムまたはアルミニウム合金
の融点が比較的低いことから、炭素質部材中にこれらアルミニウムまたはアルミニウム合
金を簡単に充填することができる。また、高熱伝導率方向で、熱伝導率が４００～４５０
Ｗ／ｍ・Ｋ、室温から２００℃までの熱膨張係数が６～８×１０－６／℃、高熱伝導率方
向に直交する方向で、熱伝導率が２００～２５０Ｗ／ｍ・Ｋ、室温から２００℃までの熱
膨張係数が２～４×１０－６／℃となる。よって、半導体素子との熱膨張係数の差に起因
するはんだ層のクラック発生を抑制することができるとともに、効率良く熱を放散するこ
とができる。
【００２０】
　本発明のパワーモジュール用基板においては、前記金属基複合材料が、銅または銅合金
が炭素質部材中に充填されてなる銅基複合材料であってもよい。
　この構成のパワーモジュール用基板においては、熱伝導率が５００～６５０Ｗ／ｍ・Ｋ
、室温から２００℃までの熱膨張係数が５～７×１０－６／℃となり、半導体素子との熱
膨張係数の差に起因するはんだ層のクラック発生を抑制することができるとともに、効率
良く熱を放散することができる。
【００２１】
　本発明のパワーモジュール用基板においては、前記基板本体の一方の面側には、前記金
属基複合材料において炭素質部材中に充填された金属からなる金属スキン層が形成されて
いてもよい。
　この構成のパワーモジュール用基板においては、前記基板本体の一方の面側に、前記金
属基複合材料において炭素質部材中に充填された金属からなる金属スキン層が形成されて
いるので、はんだ層を介して半導体素子を確実に搭載することができる。また、この金属
スキン層にＮｉめっき等を行うことによって、さらにはんだ材との密着性を向上させるこ
とも可能である。
【００２２】
　本発明のパワーモジュールは、上述のパワーモジュール用基板と、前記基板本体の一方
の面上に搭載される半導体素子と、を備えている。
　この構成のパワーモジュールにおいては、半導体素子から発生する熱を基板本体におい
て拡げてヒートシンク側へと熱を効率的に放散することが可能となる。また、冷熱サイク
ル負荷時においても、はんだ層にクラックが発生することがない。よって、パワーモジュ
ールの信頼性を大幅に向上させることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、半導体素子から発生した熱を効率的に放散させることが可能であると
ともに、冷熱サイクルを負荷した場合でも半導体素子との間に介装されたはんだ層におけ
るクラックの発生を抑制できる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ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の参考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
ルの概略説明図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ断面矢視図である。
【図３】本発明の第１の参考実施形態であるパワーモジュール用基板の断面説明図である
。
【図４】図１、図２に示すパワーモジュールの製造方法のフロー図である。
【図５】基板本体の製造方法の説明図である。
【図６】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の断面説
明図である。
【図７】図６に示すパワーモジュール用基板に備えられた基板本体の斜視図である。
【図８】図７に示す基板本体の断面説明図である。
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【図９】図７に示す基板本体の製造方法の説明図である。
【図１０】図７の基板本体に備えられた第１金属基複合板における熱の伝達状況を示す説
明図である。
【図１１】図７の基板本体に備えられた第２金属基複合板における熱の伝達状況を示す説
明図である。
【図１２】図７の基板本体に備えられた第３金属基複合板における熱の伝達状況を示す説
明図である。
【図１３】本発明の第２の参考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
ールの概略説明図である。
【図１４】図１３におけるＡ－Ａ断面矢視図である。
【図１５】図１３に示すパワーモジュール用基板に備えられた基板本体の断面説明図であ
る。
【図１６】本発明の第３の参考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
ールの概略断面説明図である。
【図１７】本発明の第３の参考実施形態における回路層（基板本体）の断面説明図である
。
【図１８】本発明の第３の参考実施形態であるパワーモジュールの製造方法のフロー図で
ある。
【図１９】本発明の第３の参考実施形態であるパワーモジュールの回路層（基板本体）を
構成する金属基複合板の製造方法の説明図である。
【図２０】本発明の第３の参考実施形態であるパワーモジュール用基板の製造方法の説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　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。 
　まず、本発明の第１の参考実施形態について、図１から図５を用いて説明する。
【００２６】
　このパワーモジュール１は、パワーモジュール用基板１０と、このパワーモジュール用
基板１０の一方の面（図２において上面）にはんだ層２を介して接合された半導体素子３
と、パワーモジュール用基板１０の他方の面（図２において下面）側に配設されたヒート
シンク３０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。
【００２７】
　ヒートシンク３０は、パワーモジュール用基板１０上に搭載された半導体素子３を冷却
するものである。ヒートシンク３０は、図２に示すように、パワーモジュール用基板１０
と接合される天板部３１と、この天板部３１から垂設された放熱フィン３２とを備えてい
る。ヒートシンク３０（天板部３１）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、例えばＡ６０６３（アルミニウム合金）で構成されている
。
【００２８】
　パワーモジュール用基板１０は、板状をなす基板本体２０を備えている。この基板本体
２０の他方の面に、絶縁性の樹脂からなる絶縁層１５が形成されており、この絶縁層１５
を介してヒートシンク３０が配設されている。なお、絶縁層１５を構成する樹脂としては
、例えば、エポキシ樹脂、ガラスエポキシ樹脂、ポリイミド樹脂等の樹脂材料や、これら
の樹脂材料に向きフィラーを混合したもの等が挙げられる。
【００２９】
　基板本体２０は、炭素質部材中に金属が充填された金属基複合材料で構成されている。
　また、この基板本体２０の一方の面（図２及び図３において上側）には、炭素質部材中
に充填された金属からなる金属スキン層２５が形成されている。図２に示すように、この
金属スキン層２５の上には、Ｎｉめっき層５が形成されている。このＮｉめっき層５の上
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にはんだ層２を介して半導体素子３が搭載される。
【００３０】
　ここで、本実施形態においては、基板本体２０を構成する金属基複合材料は、平均面間
隔ｄ００２が０．３４０ｎｍ以下とされた炭素質部材中に、純度９９．９８％以上のアル
ミニウム（純アルミニウム）が充填されたアルミニウム－グラファイト複合材料で構成さ
れている。基板本体２０を構成する金属基複合材料は、炭素質部材の気孔の９０体積％以
上が純アルミニウムによって置換され、この純アルミニウムの含有率が、アルミニウム－
グラファイト複合材料全体積基準で３５％以下とされている。
　また、前述の金属スキン層２５は、炭素質部材中に充填されたアルミニウムで構成され
ている。
【００３１】
　ここで、前述の炭素質部材は、押出加工によって製造されるものであり、その押出方向
に沿って炭素の結晶が並ぶように構成されている。よって、炭素質部材の押出方向におい
ては、アルミニウムが連続して配置されることになり熱伝導率が高くなる。一方、押出方
向に交差する方向においては、炭素質部材によってアルミニウムが分断され、熱伝導率が
低下する。このように、基板本体２０を構成するアルミニウム－グラファイト複合材料（
金属基複合材料）は、炭素質部材の押出方向における熱伝導率が、その他の方向における
熱伝導率よりも高くなるように異方性を有しており、炭素質部材の押出方向が高熱伝導率
方向とされている。
【００３２】
　ここで、基板本体２０の熱膨張係数（室温から２００℃まで）は、８×１０－６／℃以
下とされている。また、基板本体２０における高熱伝導率方向の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ
・Ｋ以上、具体的には、４００～４５０Ｗ／ｍ・Ｋとされている。高熱伝導率方向に直交
する方向の熱伝導率が２００Ｗ／ｍ・Ｋ以上、具体的には、２００～２５０Ｗ／ｍ・Ｋと
されている。
【００３３】
　基板本体２０の厚さｔｓ（ｍｍ）と、基板本体２０の面積Ｓ（ｍｍ２）と、半導体素子
３の接合面積Ｓ０（ｍｍ２）との関係は、０．００３≦ｔｓ／（Ｓ－Ｓ０）≦０．０１５
とされている。
　絶縁層１５の厚さｔｉと基板本体２０の厚さｔｓとの比ｔｉ／ｔｓが０．０１≦ｔｉ／
ｔｓ≦０．３０とされている。
【００３４】
　次に、本実施形態であるパワーモジュール１の製造方法について説明する。
　まず、アルミニウム－グラファイト複合材料からなる基板本体２０を形成する（基板本
体形成工程Ｓ１）。この基板本体形成工程Ｓ１について図５を参照して説明する。気孔率
１０～３０体積％の黒鉛板４１を準備する。このとき、黒鉛板４１（炭素質部材）におけ
る押出方向が厚さ方向を向くものとする。この黒鉛板４１の両面にそれぞれ気孔率５体積
％以下の黒鉛からなる挟持板４７，４７を配設する。この挟持板４７，４７と黒鉛板４１
とを、ステンレス製の押圧板４８，４８によって挟持する。これを、例えば１００～２０
０ＭＰａで加圧した状態で７５０～８５０℃に加熱し、純度９９．９８％以上の溶融アル
ミニウムを黒鉛板４１に含浸させる。これを冷却凝固させることで、アルミニウム－グラ
ファイト複合材料からなる基板本体２０が製出される。このとき、溶融アルミニウムの一
部が、黒鉛板４１（基板本体２０）の表面に滲み出してアルミニウム層４４、４４が形成
される。このアルミニウム層４４、４４に切削加工を施して厚さを調整することにより、
金属スキン層２５が形成される。
【００３５】
　次に、図４に示すように、基板本体２０の他方の面側に絶縁層１５を形成する（絶縁層
形成工程Ｓ２）。この絶縁層形成工程Ｓ２においては、例えば、エポキシ樹脂、ガラスエ
ポキシ樹脂、ポリイミド樹脂等の樹脂材料を塗布、硬化させることによって形成してもよ
い。これらの樹脂材料からなる板材を接着剤等で接合してもよい。
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　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が製出される。
【００３６】
　次に、このパワーモジュール用基板１０の他方の面側にヒートシンク３０（天板部３１
）を接合する（ヒートシンク接合工程Ｓ３）。このヒートシンク接合工程Ｓ３においては
、樹脂材料からなる絶縁層１５に、ヒートシンク３０の天板部３１を、例えばエポキシ、
接着剤等の接合材を用いて接合する。
　また、パワーモジュール用基板１０の一方の面側に形成された金属スキン層２５の表面
にＮｉめっき膜５を形成する（Ｎｉめっき工程Ｓ４）。このＮｉめっき工程Ｓ４において
は、電解めっき、または、無電解めっきのいずれの方法も用いることができる。
【００３７】
　そして、パワーモジュール用基板１０の一方の面側に形成されたＮｉめっき膜５の上に
、はんだ材を介して半導体素子３を載置し、還元炉内においてはんだ接合する（半導体素
子接合工程Ｓ５）。
　これにより、はんだ層２を介して半導体素子３がパワーモジュール用基板１０上に接合
され、本実施形態であるパワーモジュール１が製出される。
【００３８】
　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及びパワーモ
ジュール１においては、基板本体２０が、炭素質部材中に金属が充填された金属基複合材
料、より具体的には、アルミニウム－グラファイト複合材料で構成されているので、基板
本体２０の熱膨張係が８×１０－６／℃以下と比較的小さくなり、冷熱サイクルによるは
んだ層２のクラックの発生を抑制することが可能となる。
【００３９】
　また、基板本体２０が、一方向における熱伝導率が他方向における熱伝導率よりも高く
なるように異方性を有しており、基板本体２０における高熱伝導率方向が、基板本体２０
の厚さ方向を向くように構成されているので、基板本体２０の板厚を厚くしても熱を厚さ
方向に伝達させることができる。よって、基板本体２０の厚さを厚くすることで板面方向
に向けての熱の拡散を促進させることが可能となる。これにより、半導体素子３から発生
する熱を拡げて放散させることができる。
【００４０】
　また、基板本体２０における高熱伝導率方向の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ・Ｋ以上、具体
的には、４００～４５０Ｗ／ｍ・Ｋとされているので、基板本体２０の板厚を厚くしたと
しても熱を効率良く板厚方向に伝達させることができる。
　また、高熱伝導率方向に直交する方向の熱伝導率が２００Ｗ／ｍ・Ｋ以上、具体的には
、２００～２５０Ｗ／ｍ・Ｋとされているので、板厚を厚くすることによって効率的に熱
を板面方向に拡散させることができる。
　よって、半導体素子３から発生する熱を、板面方向に拡散させるとともに板厚方向に伝
達させることにより、熱の放散を効率良く行うことができる。
【００４１】
　さらに、基板本体２０の厚さｔｓ（ｍｍ）と、基板本体２０の面積Ｓ（ｍｍ２）と、半
導体素子３の接合面積Ｓ０（ｍｍ２）との関係式ｔｓ／（Ｓ－Ｓ０）が、０．００３以上
とされているので、基板本体２０の面積Ｓに対して厚さｔｓが確保され、熱を板面方向に
確実に拡散させることができる。また、ｔｓ／（Ｓ－Ｓ０）が０．０１５以下とされてい
るので、必要以上に基板本体２０の板厚が厚くならず、厚さ方向の熱の伝達を効率良く行
うことが可能となる。
　また、本実施形態では、基板本体２０の厚さｔｓと絶縁層１５の厚さｔｉとの比ｔｉ／
ｔｓが０．０１≦ｔｉ／ｔｓ≦０．３０とされているので、基板本体２０において熱を板
面方向に十分に拡散した上で絶縁層１５を介してヒートシンク３０へと熱を放散すること
ができる。
【００４２】
　また、基板本体２０の一方の面側に、金属スキン層２５が形成されており、この金属ス
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キン層２５の上にＮｉめっき膜５が形成されているので、はんだ層２を介して半導体素子
３を確実に搭載することができる。
【００４３】
　このように本実施形態であるパワーモジュール用基板１０及びパワーモジュール１によ
れば、半導体素子３から発生した熱を効率的に放散させることが可能である。また、冷熱
サイクルを負荷した場合でも半導体素子３との間に介装されたはんだ層２におけるクラッ
クの発生を抑制することができ、信頼性の向上を図ることができる。
【００４４】
　次に、本発明の実施形態について、図６から図１２を参照して説明する。なお、第１の
参考実施形態と同一の部材には同じ符号を付して詳細な説明を省略する。 
　このパワーモジュール用基板１１０は、板状をなす基板本体１２０を備えている。この
基板本体１２０の他方の面に、絶縁性の樹脂からなる絶縁層１１５が形成されており、こ
の絶縁層１１５を介してヒートシンク３０が配設されている。本実施形態では、第１の参
考実施形態とは、基板本体１２０の構成が異なっている。 
【００４５】
　基板本体１２０は、炭素質部材中に金属が充填された金属基複合材料からなる金属基複
合板が２枚以上積層されて構成されており、本実施形態では、図６、図７及び図８に示す
ように、第１金属基複合板１２１、第２金属基複合板１２２及び第３金属基複合板１２３
の３枚の金属基複合板１２１、１２２、１２３が積層されている。また、この基板本体１
２０の一方の面（図６、図７及び図８において上側）には、金属スキン層１２５が形成さ
れている。この金属スキン層１２５の上には、Ｎｉめっき層５が形成されている。このＮ
ｉめっき層５の上にはんだ層２を介して半導体素子３が搭載される。
【００４６】
　本実施形態においては、第１金属基複合板１２１、第２金属基複合板１２２及び第３金
属基複合板１２３を構成する金属基複合材料は、第１の参考実施形態における金属基複合
材料と同じ構成のアルミニウム基複合材料で構成されている。すなわち、炭素質部材に純
度９９．９８％以上のアルミニウム（純アルミニウム）が充填されたアルミニウム－グラ
ファイト複合材料で構成されている。また、前述の金属スキン層１２５は、炭素質部材中
に充填されたアルミニウムで構成されている。 
　ここで、第１金属基複合板１２１、第２金属基複合板１２２及び第３金属基複合板１２
３を構成する金属基複合材料は、炭素質部材の押出方向における熱伝導率が、その他の方
向における熱伝導率よりも高くなるように異方性を有しており、炭素質部材の押出方向が
高熱伝導率方向とされている。 
【００４７】
　そして、図７に示すように、第１金属基複合板１２１は、高熱伝導率方向が図７におい
て左右方向（Ｘ方向）となるように配置されている。第２金属基複合板１２２は、高熱伝
導率方向が図７において左下右上方向（Ｙ方向）となるように配置されている。第３金属
基複合板１２３は、高熱伝導率方向が図７において上下方向（Ｚ方向）となるように配置
されている。第１金属基複合板１２１の高熱伝導率方向と、第２金属基複合板１２２の高
熱伝導率方向と、第３金属基複合板１２３の高熱伝導率方向とが、互いに直交するように
配置されている。
　また、第１金属基複合板１２１の板厚ｔ１、第２金属基複合板１２２の板厚ｔ２及び第
３金属基複合板１２３の板厚ｔ３は、互いに等しくなるように構成されている。
【００４８】
　以下に、基板本体１２０の製造方法について説明する。
　まず、気孔率１０～３０体積％の黒鉛板（炭素質部材）を準備する。このとき、黒鉛板
（炭素質部材）の押出方向が板面に沿うように形成されたものを２枚準備し、これらの押
出方向が直交するように２枚の黒鉛板１４１、１４２を積層する。さらに、黒鉛板（炭素
質部材）の押出方向が板厚方向を向くように形成されたものを１枚準備し、この黒鉛板１
４３を２枚の黒鉛板１４１、１４２の下側に積層する。
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【００４９】
　次に、図９に示すように、この黒鉛板１４１、１４２、１４３の積層体１４５の両面に
挟持板４７、４７、を配設する。挟持板４７、４７と積層体１４５とを、押圧板４８、４
８によって挟持する。これを、第１の参考実施形態と同様の条件で加圧加熱して、溶融ア
ルミニウムを黒鉛板１４１、１４２，１４３に含浸させる。そして、これを冷却凝固させ
、アルミニウム基複合材料を得る。基板本体１２０の表面に滲み出して形成されたアルミ
ニウム層１４４，１４４に切削加工を施して厚さを調整することにより、金属スキン層１
２５が形成される。 
【００５０】
　次に、本実施形態であるパワーモジュール１０１及びパワーモジュール用基板１１０の
作用について説明する。
　半導体素子３から発生した熱は、まず、図１０に示すように、基板本体１２０の上面側
に配置された第１金属基複合板１２１において、幅方向（図１０において左右方向）に拡
がっていく。
　次に、第１金属基複合板１２１において幅方向に拡げられた熱は、図１１に示すように
、第２金属基複合板１２２において、奥行き方向（図１１において上下方向）に拡げられ
る。
　そして、第１金属基複合板１２１及び第２金属基複合板１２２によって基板本体１２０
の全面に拡げられた熱は、図１２に示すように、第３金属基複合板１２３によって厚さ方
向に伝達され、ヒートシンク３０側へと放散される。
【００５１】
　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１１０及びパワー
モジュール１０１においては、基板本体１２０が、第１金属基複合板１２１、第２金属基
複合板１２２及び第３金属基複合板１２３の３枚の金属基複合板が積層されており、第３
金属基複合板１２３の高熱伝導率方向が基板本体１２０の厚さ方向（基板本体１２０とヒ
ートシンク３０との積層方向）を向くように構成されているので、半導体素子３から発生
した熱をヒートシンク３０側へと放散させることができる。
　そして、基板本体１２０が、アルミニウム基複合材料で構成されていることから、高熱
伝導率方向の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ・Ｋ以上、具体的には、４００～４５０Ｗ／ｍ・Ｋ
とされ、この高熱伝導率方向に直交する方向の熱伝導率が２００Ｗ／ｍ・Ｋ以上、具体的
には、２００～２５０Ｗ／ｍ・Ｋとされ、熱を効率的に放散させることが可能となる。
【００５２】
　第１金属基複合板１２１の高熱伝導率方向と、第２金属基複合板１２２の高熱伝導率方
向と、第３金属基複合板１２３の高熱伝導率方向とが、互いに直交するように配置されて
いるので、図１０から図１２に示すように、半導体素子３から発生した熱が、第１金属基
複合板１２１と第２金属基複合板１２２とによって基板本体１２０の全面に拡げられ、そ
の後、第３金属基複合板１２３を通じてヒートシンク３０側へと放散される。よって、半
導体素子３から発生する熱を効率的に放散することができる。
　しかも、本実施形態においては、高熱伝導率方向が互いに直交するように配置された第
１金属基複合板１２１、第２金属基複合板１２２及び第３金属基複合板１２３が、それぞ
れ同一厚さとされているので、基板本体１２０全体では熱伝導率の異方性が改善されて等
方性を示す。よって、等方性材料で構成された基板本体と同様に取り扱うことが可能とな
る。
【００５３】
　また、基板本体１２０の一方の面側には、金属スキン層１２５が形成されているので、
この金属スキン層１２５にＮｉめっき層５を形成し、はんだ層２を介して半導体素子３を
搭載することができる。これにより、基板本体１２０と半導体素子３とを確実に接合する
ことができ、パワーモジュール１０１の信頼性を大幅に向上することができる。
【００５４】
　次に、本発明の第２の参考実施形態について図１３から図１５を参照して説明する。な
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お、第１の参考実施形態、実施形態と同一の部材には同じ符号を付して詳細な説明を省略
する。 
　このパワーモジュール２０１及びパワーモジュール用基板２１０は、板状をなす基板本
体２２０を備えている。この基板本体２２０の他方の面に、絶縁性の樹脂からなる絶縁層
２１５が形成されており、この絶縁層２１５を介してヒートシンク３０が配設されている
。 
　この第２の参考実施形態であるパワーモジュール用基板２１０においては、基板本体２
２０の構成が第１の参考実施形態、実施形態と異なっている。
【００５５】
　第２の参考実施形態においては、図１３に示すように、パワーモジュール用基板２１０
は、搭載される半導体素子３の大きさに対して奥行き方向（図１３において上下方向）に
拡がりがなく、幅方向（図１３において左右方向）のみに拡がりを有している。 
　そして、基板本体２２０は、図１４及び図１５に示すように、第１金属基複合板２２１
及び第２金属基複合板２２２の２枚の金属基複合板が積層された構成とされている。また
、この基板本体２２０の一方の面（図１４及び図１５において上側）には、金属スキン層
２２５が形成されている。この金属スキン層２２５の上には、Ｎｉめっき層５が形成され
ている。このＮｉめっき層５の上にはんだ層２が形成され、半導体素子３が搭載される。
 
【００５６】
　ここで、本実施形態においては、第１金属基複合板２２１及び第２金属基複合板２２２
を構成する金属基複合材料は、実施形態、第１の参考実施形態と同様に、炭素質部材中に
純度９９．９８％以上のアルミニウム（純アルミニウム）が充填されたアルミニウム基複
合材料で構成されている。 
　また、前述の金属スキン層２２５は、炭素質部材中に充填されたアルミニウムで構成さ
れている。
【００５７】
　そして、本実施形態においては、図１５に示すように、第１金属基複合板２２１は、高
熱伝導率方向が図１５において左右方向（Ｘ方向）となるように配置されている。第２金
属基複合板２２２は、高熱伝導率方向が図１５において上下方向（Ｚ方向）となるように
配置されている。すなわち、第１金属基複合板２２１の高熱伝導率方向と、第２金属基複
合板２２２の高熱伝導率方向とが、互いに直交するように配置されている。
　また、第１金属基複合板２２１の板厚ｔ１及び第２金属基複合板２２２の板厚ｔ２は、
互いに等しくなるように構成されている。
【００５８】
　以上のような構成とされた第２の参考実施形態であるパワーモジュール用基板２１０及
びパワーモジュール２０１においては、半導体素子３から発生した熱が、第１金属基複合
板２２１によって幅方向（図１４及び図１５において左右方向）に拡げられ、基板本体２
２０の全面に熱が拡げられる。そして、第２金属基複合板２２２によって、ヒートシンク
３０側へと熱が放散される。 
　よって、半導体素子３から発生した熱を効率良く放散させることが可能となる。 
【００５９】
　次に、本発明の第３の参考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
ルについて、図１６から図２０を用いて説明する。 
　このパワーモジュール３０１は、パワーモジュール用基板３１０と、このパワーモジュ
ール用基板３１０の一方の面（図１６において上面）にはんだ層２を介して接合された半
導体素子３と、パワーモジュール用基板３１０の他方の面（図１６において下面）側に配
設されたヒートシンク３０と、を備えている。
【００６０】
　パワーモジュール用基板３１０は、セラミックス基板３１５と、セラミックス基板３１
５の一方の面に配設された回路層３１２と、セラミックス基板３１５の他方の面に配設さ
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れた緩衝層３１３と、を備えている。
　セラミックス基板３１５は、回路層３１２と緩衝層３１３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３１５の厚さは、０．２ｍｍ以上１．５ｍｍ以下とされており、本実施形態では
、０．６３５ｍｍとされている。
【００６１】
　緩衝層３１３は、セラミックス基板３１５の他方の面に、金属板３５３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、緩衝層３１３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）の圧延板からなるアルミニウム板がセ
ラミックス基板３１５に接合されることで形成されている。なお、この緩衝層３１３の厚
さは、０．２ｍｍ以上４．０ｍｍ以下とされており、本実施形態では、２．０ｍｍとされ
ている。
【００６２】
　そして、回路層３１２は、セラミックス基板３１５の一方の面に、炭素質部材中に金属
が充填された金属基複合材料からなる金属基複合板３５２が接合されることにより形成さ
れている。
　このように、本実施形態においては、回路層３１２が基板本体３２０とされ、セラミッ
クス基板３１５が絶縁層とされている。なお、回路層３１２（基板本体３２０）となる金
属基複合板３５２の熱膨張係数が３．５×１０－６／℃以上１５×１０－６／℃以下の範
囲内とされている。
【００６３】
　回路層３１２（基板本体３２０）は、本体層３１２Ａと、本体層３１２Ａの一面及び他
面に形成された金属スキン層３１２Ｂと、を備えている。
　本実施形態においては、本体層３１２Ａの厚さｔ１が、０．１ｍｍ≦ｔ１≦３．９８ｍ
ｍとされ、金属スキン層３１２Ｂの厚さｔ２が、０．０１ｍｍ≦ｔ２≦０．５ｍｍとされ
ている。
【００６４】
　ここで、本実施形態においては、回路層３１２（基板本体３２０）を構成する金属基複
合板３５２は、実施形態、第１、第２の参考実施形態と同様に、炭素質部材中に純度９９
．９８％以上のアルミニウム（純アルミニウム）が充填されたアルミニウム基複合材料で
構成されている。また、前述の金属スキン層３１２Ｂは、炭素質部材中に充填されたアル
ミニウムで構成されている。 
　ここで、金属基複合板３５２は、炭素質部材の押出方向における熱伝導率が、その他の
方向における熱伝導率よりも高くなるように異方性を有しており、炭素質部材の押出方向
が高熱伝導率方向とされている。 
　ここで、回路層３１２（基板本体３２０）においては、金属基複合板３５２の高熱伝導
率方向が厚さ方向（セラミックス基板３１５との積層方向）に対して直交する方向を向く
ように配置されている。
【００６５】
　以下に、本実施形態であるパワーモジュール３０１の製造方法について説明する。この
パワーモジュール３０１の製造方法は、回路層３１２（基板本体３２０）となる金属基複
合板３５２を形成する金属基複合板形成工程Ｓ３０１と、この金属基複合板３５２をセラ
ミックス基板３１５に接合してパワーモジュール用基板３１０を製出するセラミックス基
板接合工程Ｓ３０２と、パワーモジュール用基板３１０とヒートシンク３０とを接合する
ヒートシンク接合工程Ｓ３０３と、回路層３１２（基板本体３２０）の一面に半導体素子
３を接合する半導体素子接合工程Ｓ３０４と、を備えている。
【００６６】
　金属基複合板形成工程Ｓ３０１においては、気孔率１０～３０体積％の黒鉛板３４１を
準備する。このとき、黒鉛板３４１（炭素質部材）における押出方向が厚さ方向に対して
直交する方向を向くものとする。この黒鉛板３４１の両面に挟持板４７、４７、を配設し
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、この挟持板４７、４７と黒鉛板３４１の積層体を、押圧板４８、４８によって挟持する
。これを、実施形態、第１の参考実施形態と同様の条件で加圧加熱して、溶融アルミニウ
ムを黒鉛板３４１に含浸させる。そして、これを冷却凝固させ、アルミニウム基複合材料
を得る。金属基複合板３５２の表面に滲み出して形成されたアルミニウム層３４４，３４
４に切削加工を施して厚さを調整することにより、金属スキン層３１２Ｂが形成される。
　
【００６７】
　セラミックス基板接合工程Ｓ３０２においては、図２０に示すように、セラミックス基
板３１５の一方の面にろう材３５４を介して金属基複合板３５２を積層し、かつ、セラミ
ックス基板３１５の他方の面にろう材３５５を介して金属板３５３を積層する。ここで、
本実施形態では、ろう材３５４，３５５として、Ａｌ－７．５質量％Ｓｉからなる厚さ１
０～１２μｍのろう材箔を用いている。
【００６８】
　積層された金属基複合板３５２、セラミックス基板３１５、金属板３５３を積層方向に
加圧（圧力１．５～６．０ｋｇｆ／ｃｍ２）した状態で真空加熱炉内に装入して加熱する
。これにより、金属基複合板３５２とセラミックス基板３１５との界面に溶融金属領域を
形成し、セラミックス基板３１５と金属板３５３との界面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６４０℃以上６５０℃以下の範囲内としている。
【００６９】
　そして、これを冷却することによって、金属基複合板３５２とセラミックス基板３１５
との界面に形成された溶融金属領域が凝固し、金属基複合板３５２とセラミックス基板３
１５とが接合される。セラミックス基板３１５と金属板３５３との界面に形成された溶融
金属領域が凝固し、セラミックス基板３１５と金属板３５３とが接合される。
【００７０】
　ヒートシンク接合工程Ｓ３０３においては、図２０に示すように、ヒートシンク３０の
接合面に、Ａｇペーストを塗布して、１５０～２００℃で乾燥した後に３００～５００℃
で焼成を行うことによりＡｇ層３５６を形成する。なお、Ａｇペーストの厚さは、乾燥後
で約０．０２～２００μｍとした。また、Ａｇ層３５６におけるＡｇ量は、０．０１ｍｇ
／ｃｍ２以上１０ｍｇ／ｃｍ２以下とされている。
【００７１】
　ここで使用されるＡｇペーストは、Ａｇ粉末と、樹脂と、溶剤と、分散剤と、を含有し
、Ａｇ粉末の含有量が、Ａｇペースト全体の６０質量％以上９０質量％以下とされており
、残部が樹脂、溶剤、分散剤とされている。なお、本実施形態では、Ａｇ粉末の含有量は
、Ａｇペースト全体の８５質量％とされている。
　また、本実施形態では、Ａｇペーストの粘度が１０Ｐａ・ｓ以上５００Ｐａ・ｓ以下、
より好ましくは５０Ｐａ・ｓ以上３００Ｐａ・ｓ以下とされている。
【００７２】
　Ａｇ粉末は、その粒径が０．０５μｍ以上１．０μｍ以下とされており、本実施形態で
は、平均粒径０．８μｍのものを使用した。
　溶剤は、沸点が２００℃以上のものが適しており、例えば、α－テルピネオール、ブチ
ルカルビトールアセテート、ジエチレンクリコールジブチルエーテル等を適用することが
できる。なお、本実施形態では、ジエチレンクリコールジブチルエーテルを用いている。
　樹脂は、Ａｇペーストの粘度を調整するものであり、５００℃以上で分解されるものが
適しており、例えば、アクリル樹脂、アルキッド樹脂等を適用することができる。なお、
本実施形態では、エチルセルロースを用いている。
　また、本実施形態では、ジカルボン酸系の分散剤を添加している。なお、分散剤を添加
することなくＡｇペーストを構成してもよい。
【００７３】
　次に、パワーモジュール用基板３１０とヒートシンク３０とを積層し、積層方向に加圧
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（圧力１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２）した状態で真空加熱炉内に装入して加熱する。これによ
り、パワーモジュール用基板３１０の緩衝層３１３とヒートシンク３０との間に溶融金属
領域を形成する。
　この溶融金属領域は、Ａｇ層３５６のＡｇが緩衝層３１３側及びヒートシンク３０側に
拡散することによって、緩衝層３１３及びヒートシンク３０のＡｇ層３５６近傍のＡｇ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。
【００７４】
　なお、上述の圧力が１ｋｇｆ／ｃｍ２未満の場合には、パワーモジュール用基板３１０
の緩衝層３１３とヒートシンク３０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、ヒートシンク３０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６３０℃以下の範囲内としている。
【００７５】
　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Ａｇが、さらに緩衝層３１３側及びヒートシンク３０側へと拡散していく。これ
により、溶融金属領域であった部分のＡｇ濃度が徐々に低下していき融点が上昇し、温度
を一定に保持した状態で凝固が進行していく。つまり、ヒートシンク３０と緩衝層３１３
とは、いわゆる拡散接合（Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｄｉｆｆｕ
ｓｉｏｎ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）によって接合されている。
【００７６】
　半導体素子接合工程Ｓ３０４においては、回路層３１２（基板本体３２０）の一面に配
設された金属スキン層３１２Ｂの表面にＮｉ膜を形成する。このＮｉ膜の上に、はんだ材
を介して半導体素子３を載置し、還元炉内においてはんだ接合する。
　これにより、はんだ層２を介して半導体素子３がパワーモジュール用基板３１０上に接
合され、本実施形態であるパワーモジュール３０１が製出される。
【００７７】
　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３１０、パワーモ
ジュール３０１によれば、半導体素子３がはんだ接合される回路層３１２（基板本体３２
０）が、金属基複合板３５２とされているので、回路層３１２（基板本体３２０）の熱膨
張係数が、半導体素子３の熱膨張係数と近似することになり、はんだ層２におけるクラッ
クの発生を抑制することができる。
【００７８】
　また、回路層３１２の熱膨張係数が、セラミックス基板３１５の熱膨張係数にも近似す
ることになるため、セラミックス基板３１５と回路層３１２（基板本体３２０）との接合
信頼性を向上させることが可能となる。
　特に、本実施形態では、回路層３１２（基板本体３２０）を構成する金属基複合板３５
２として、炭素質部材にアルミニウムを充填したアルミニウム－グラファイト複合材料を
使用しており、熱膨張係数が３．５×１０－６／℃以上１５×１０－６／℃以下の範囲内
とされているので、はんだ層２におけるクラックの発生を確実に防止することができる。
【００７９】
　なお、回路層３１２（基板本体３２０）を構成する金属基複合板３５２は、炭素質部材
にアルミニウムを充填した構造とされているので、導電性が確保されることになる。よっ
て、はんだ層２を介して半導体素子３と電気的に接続することができる。
【００８０】
　また、回路層３１２（基板本体３２０）の一面に金属スキン層３１２Ｂが形成されてい
るので、金属スキン層３１２Ｂの表面にＮｉ膜を形成することで、はんだ層２を介して半
導体素子３を良好に接合することができる。さらに、本実施形態では、回路層３１２（基
板本体３２０）の他面にも金属スキン層３１２Ｂが形成されているので、セラミックス基
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板３１５との接合も良好に行うことができる。
　本実施形態では、金属スキン層３１２Ｂの厚さが１０μｍ以上５００μｍ以下に設定さ
れているので、回路層３１２（基板本体３２０）と半導体素子３との接合信頼性を確実に
向上することができ、熱抵抗の上昇を抑えることができる。また、金属スキン層３１２Ｂ
が本体層３１２Ａから剥離することが防止される。
【００８１】
　さらに、本実施形態では、回路層３１２（基板本体３２０）において、金属基複合板３
５２の高熱伝導率方向が厚さ方向に対して直交する方向を向くように配置されているので
、半導体素子３で発生した熱を板面方向に広げることができ、効率よく熱を放散させるこ
とができる。
【００８２】
　また、本実施形態では、セラミックス基板３１５の他方の面に、４Ｎアルミニウムから
なる緩衝層３１３が設けられているので、セラミックス基板３１５とヒートシンク３０と
の熱膨張係数の差に起因する熱応力を吸収することができ、パワーモジュール３０１の信
頼性を向上させることができる。
【００８３】
　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、実施形態、第１、第２の参考実施形態において、絶縁層を樹脂で構成したもの
で説明したが、これに限定されることはなく、第３の参考実施形態に示すように、絶縁層
をセラミックスで構成してもよい。 
【００８４】
　金属基複合材料を、炭素質部材中にアルミニウムを充填したアルミニウム－グラファイ
ト複合材料として説明したが、これに限定されることはなく、アルミニウム合金、銅及び
銅合金等の他の金属を充填したものであってもよい。
【００８５】
　実施形態、第１、第２の参考実施形態においては、基板本体の一方の面に金属スキン層
を形成したもので説明したが、これに限定されることはなく、基板本体の他方の面に金属
スキン層を形成してもよい。例えば、Ａｌからなる金属スキン層を介して樹脂材料を接合
する場合には、金属スキン層の表面にアルマイト処理を施すことで、樹脂材料と基板本体
との接合強度を向上させることができる。 
【００８６】
　また、炭素質部材として、黒鉛板（黒鉛部材）を用いたものとして説明したが、これに
限定されることはなく、炭化ケイ素（ＳｉＣ）やダイヤモンド等で構成された炭素質部材
であってもよい。
　さらに、金属スキン層を、金属基複合板中に充填されたアルミニウムを滲み出させて形
成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、基板本体を形成する際に、
アルミニウム又はアルミニウム合金等の板材を挟持板の間に挟みこんで、金属スキン層を
形成してもよい。
【００８７】
　さらに、ヒートシンク（天板部）をＡ６０６３（アルミニウム合金）で構成したものと
して説明したが、これに限定されることはなく、アルミニウム又はアルミニウム合金等の
他の金属等で構成されていてもよい。さらに、ヒートシンクとしてフィンを有するもので
説明したが、ヒートシンクの構造に特に限定はない。
【００８８】
　また、実施形態、第２の参考実施形態において、金属基複合板を３枚あるいは２枚積層
して基板本体を構成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、４枚以上
の金属基複合板を積層して基板本体を構成してもよい。 
　さらに、積層された金属基複合板をそれぞれ同一厚さとなるように構成したものとして
説明したが、これに限定されることはなく、一の金属基複合板の厚さと他の金属基複合板
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の厚さとを互いに異なるように構成してもよい。この場合、厚く形成された金属基複合板
の高熱伝導率方向に向けて熱が拡がりやすくなる。よって、積層された金属基複合板の厚
さを制御することによって、基板本体の熱伝導率の異方性を調整することが可能となる。
　
【００８９】
　第３の参考実施形態において、ＡｌＮからなるセラミックス基板を用いたもので説明し
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材料
であってもよい。 
　
【００９０】
　第３の参考実施形態において、金属基複合板とセラミックス基板とを、Ａｌ－Ｓｉ系の
ろう材を用いたろう付けによって接合する構成として説明したが、これに限定されること
はない。Ａｌ－Ｓｉ系以外のろう材を用いてもよい。また、Ｃｕ，Ａｇ，Ｓｉ，Ｚｎ，Ｍ
ｇ，Ｇｅ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択される１種又は２種以上の元素を用いて液相拡散
接合してもよい。また、Ａｇ粉末を含むＡｇペーストを焼成したＡｇ焼結層を介して金属
基複合板とセラミックス基板とを接合してもよい。 
　
【００９１】
　さらに、第３の参考実施形態において、パワーモジュール用基板とヒートシンクとの接
合を、Ａｇを用いた液相拡散接合によって接合する構成として説明したが、これに限定さ
れることはない。Ｃｕ，Ａｇ，Ｓｉ，Ｚｎ，Ｍｇ，Ｇｅ，Ｃａ，Ｇａ及びＬｉから選択さ
れる１種又は２種以上の元素を用いて液相拡散接合してもよい。また、ろう材を介して接
合してもよい。また、Ａｇ粉末を含むＡｇペーストを焼成したＡｇ焼結層を介して金属基
複合板とセラミックス基板とを接合してもよい。さらに、はんだ材を介して接合してもよ
い。 
　
【実施例】
【００９２】
　次に、本発明の効果を確認すべく行った確認実験の結果について説明する。
【００９３】
（実施例１）
　押出法で製造した黒鉛部材を、押出方向が板厚方向となるように切断し、黒鉛板を準備
した。これらをモールド内にセットし、純アルミニウムまたは純銅の溶湯を注いだ後、高
圧をかけることにより、金属基複合板（アルミニウム－グラファイト複合材または銅―グ
ラファイト複合材）を製造した。また、ＳｉＣ板を準備し、純アルミニウムまたは純銅の
溶湯を注いだ後、高圧をかけることにより、金属基複合板（アルミニウム－ＳｉＣ複合材
または銅―ＳｉＣ複合材）を製造した。
【００９４】
　このようにして製造されたアルミニウム－グラファイト複合材の熱伝導率を、レーザー
フラッシュ法で板厚方向に平行方向と垂直方向とで測定した。その結果、板厚方向で４２
２Ｗ／ｍ・Ｋ、垂直方向で２４１Ｗ／ｍ・Ｋであった。
　銅－グラファイト複合材の熱伝導率を、レーザーフラッシュ法で板厚方向に平行方向と
垂直方向とで測定した。その結果、板厚方向で５３０Ｗ／ｍ・Ｋ、垂直方向で３４２Ｗ／
ｍ・Ｋであった。
　アルミニウム－ＳｉＣ複合材の熱伝導率を、レーザーフラッシュ法で板厚方向に平行方
向と垂直方向とで測定した。その結果、板厚方向で１８０Ｗ／ｍ・Ｋ、垂直方向で１７８
Ｗ／ｍ・Ｋであった。
　銅－ＳｉＣ複合材の熱伝導率を、レーザーフラッシュ法で板厚方向に平行方向と垂直方
向とで測定した。その結果、板厚方向で２２１Ｗ／ｍ・Ｋ、垂直方向で２１９Ｗ／ｍ・Ｋ
であった。
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【００９５】
　これらの金属基複合板を用いて、平均熱膨張係数、熱抵抗、はんだクラックについて評
価した。
【００９６】
　上述の金属基複合板に絶縁層を形成して、表１に示す寸法のパワーモジュール用基板を
製出した。このパワーモジュール用基板の熱膨張係数をＲＴ～２００℃で測定し、平均熱
膨張係数を算出した。
　次に、熱抵抗Ｒｔｈは、表１に示すパワーモジュール用基板に、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕから
なるはんだ材を介して１０ｍｍ角のシリコンチップを接合し、このシリコンチップを発熱
させて温度測定を行い、基板本体上面と絶縁層下面の熱抵抗を以下の式で算出した。
　　　　　　Ｒｔｈ＝（Ｔｊ－Ｔａ）／Ｑ
Ｔｊ：シリコンチップ温度、Ｔａ：絶縁層下面の温度、Ｑ（Ｗ）：半導体チップ発熱量
【００９７】
　はんだクラックについては、上述のパワーモジュール用基板を温度サイクル－４０℃～
１２５℃×３０００回（冷媒）後に、シリコンチップ下はんだ部を断面観察し、クラック
の進展の程度を評価した（○：端部からのクラック進展長さが０．５ｍｍ以下、△：端部
からのクラック進展長さが０．５ｍｍ超えるが実用上問題なし）。
　評価結果を表１に示す。
【００９８】
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【表１】

　
【００９９】
　表１に示すように、基板本体の熱膨張係数が銅やアルミニウムに比べて小さくなってい
ることが確認される。また、熱抵抗も比較的小さく、効率的に熱を伝達することが可能で
あることが確認される。 
　特に、基板本体の厚さｔｓ（ｍｍ）と基板本体の面積Ｓ（ｍｍ２）と半導体素子の接合
面積Ｓ０（ｍｍ２）との関係が、０．００３≦ｔｓ／（Ｓ－Ｓ０）≦０．０１５の範囲内
とされた参考例１－９においては、熱抵抗が一段と低くなっている。
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【０１００】
（実施例２）
　押出法で製造した黒鉛部材を切断し、押出方向が厚さ方向を向く黒鉛板及び押出方向が
厚さ方向と直交する方向を向く黒鉛板を準備した。
　これらの黒鉛板を複数枚準備し、それぞれの押出方向が互いに直交するように積層した
。黒鉛板の積層体をモールド内にセットし、純アルミニウムまたは純銅の溶湯を注いだ後
、高圧をかけることにより、金属基複合板（アルミニウム－グラファイト複合材または銅
―グラファイト複合材）を製造した。このようにして、表２に示すように、高熱伝導方向
が配置された複数枚の金属基複合板からなる基板本体を製出した。なお、表３におけるＸ
，Ｙ，Ｚ方向は、図７に示したものと同一である。
【０１０１】
　これらの基板本体を用いて、平均熱膨張係数、熱抵抗、はんだクラックについて評価し
た。
　平均熱膨張係数は、５０ｍｍ角の基板本体をＲＴ～２００℃で測定し、平均熱膨張係数
を算出した。
【０１０２】
　熱抵抗Ｒｔｈは、次のようにして評価した。まず、基板本体の他方の面に表３に示す絶
縁層を形成したパワーモジュール用基板を製出した。このパワーモジュール用基板Ｓｎ－
Ａｇ－Ｃｕからなるはんだ材を介して１０ｍｍ角のシリコンチップを接合し、このシリコ
ンチップを発熱させて温度測定を行い、実施例と同様の手順で熱抵抗を算出した。
【０１０３】
　はんだクラックについては、実施例１と同様の手順で評価した。
　評価結果を表２に示す。
【０１０４】
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【表２】

【０１０５】
　表２に示すように、基板本体の熱膨張係数が銅やアルミニウムに比べて小さくなってい
ることが確認される。また、熱抵抗が比較的小さく、効率的に熱を伝達することが可能で
あることが確認される。
【０１０６】
（実施例３）
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　ＡｌＮからなるセラミックス基板の一方の面に回路層を形成し、かつ、セラミックス基
板の他方の面に緩衝層を形成した。なお、セラミックス基板は５０ｍｍ×５０ｍｍ×０．
６３５ｍｍとし、回路層及び緩衝層は４７ｍｍ×４７ｍｍ×０．６ｍｍとした。
　なお、回路層、緩衝層は、表３に示す材質の金属板あるいは金属基複合板を用いた。ま
た、回路層、緩衝層とセラミックス基板との接合は、Ａｌ－７．５質量％Ｓｉ箔（厚さ１
５μｍ）を用いて真空中（１０－５Ｔｏｒｒ）、６５０℃で、７５ｋｇの荷重を加えて行
った。
【０１０７】
　また、ヒートシンクとして６０ｍｍ×７０ｍｍ×５ｍｍのアルミニウム板を準備し、ヒ
ートシンクとパワーモジュール用基板とを接合した。ヒートシンクとパワーモジュール用
基板との接合は、Ａｌ－１０質量％Ｓｉ箔（厚さ３０μｍ）を用いて真空中（１０－５Ｔ
ｏｒｒ）、６１０℃で、１００ｋｇの荷重を加えて行った。
　このヒートシンクに、冷却媒体が流通される流路を備えた冷却器を接合した。フィンは
セラミックス基板と同寸法のコルゲートオフセットフィン（ピッチ：３．０ｍｍ，高さ：
３．２ｍｍ、フィン厚さ：０．２ｍｍ、フィン長：１．０ｍｍ、材質：Ａ３００３）を真
空ロウ付けで接合した。
【０１０８】
　評価として、パワーサイクル試験と冷熱サイクル試験を実施し、パワーサイクル及び冷
熱サイクル負荷時の熱抵抗の変化を評価した。
　熱抵抗は、次のようにして測定した。ヒータチップを１００Ｗの電力で加熱し、熱電対
を用いてヒータチップの温度を実測した。また、ヒートシンクを流通する冷却媒体（エチ
レングリコール：水＝１：１）の温度を実測した。そして、ヒータチップの温度と冷却媒
体の温度差を電力で割った値を熱抵抗とした。
【０１０９】
　パワーサイクルは、ヒータチップに、１５Ｖ、１５０Ａの通電条件で、通電時間２秒、
冷却時間８秒を繰り返し実施し、ヒータチップの温度を３０℃から１３０℃の範囲で変化
させた。このパワーサイクルを１０万回実施した後、熱抵抗を測定した。パワーサイクル
後の熱抵抗の初期熱抵抗に対する上昇率を評価した。
【０１１０】
　冷熱サイクルは、エスペック株式会社製ＴＳＢ－５１を用いて、液相としてフロリナー
ト（住友スリーエム株式会社製）を使用して実施した。－４０℃×５分←→１２５℃×５
分を１サイクルとして２０００サイクル実施した後、熱抵抗を測定した。冷熱サイクル後
の熱抵抗の初期熱抵抗に対する上昇率を評価した。
　評価結果を表３に示す。
【０１１１】
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【表３】

　
【０１１２】
　純度が９９．９９質量％以上とされた４Ｎアルミニウム板によって回路層を形成した比
較例２０１～２０４においては、パワーサイクル負荷後の熱抵抗の上昇率が高くなってい
ることが確認される。これは、はんだ層にクラックが発生したためと推測される。 
　これに対して、金属基複合板によって回路層を形成した参考例２０１～２０７において
は、パワーサイクル負荷後の熱抵抗が抑制されている。はんだ層におけるクラックの発生
が抑制されたためと推測される。
【０１１３】
　また、金属スキン層を形成し、かつ、金属スキン層の厚さを１０μｍ以上５００μｍ以
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下とした本発明例２０２、２０３、２０５については、冷熱サイクル後の熱抵抗の上昇率
が抑制されていることが確認される。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　本発明によれば、半導体素子から発生した熱を効率的に放散させることができ、冷熱サ
イクルを負荷した場合でも半導体素子との間に介装されたはんだ層におけるクラックの発
生を抑制できる。
【符号の説明】
【０１１５】
１、１０１、２０１、３０１　パワーモジュール
２　はんだ層
３　半導体素子
１０、１１０、２１０、３１０　パワーモジュール用基板
１５、１１５、２１５　絶縁層
２０、１２０、２２０、３２０　基板本体
２５、１２５、２２５、３１２Ｂ　金属スキン層
３１５　セラミックス基板（絶縁層）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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