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(57)【要約】
　外部端子部品と接続する接続材がアルミ製であっても
高温動作が可能で、信頼性が向上するパワーモジュール
を得ることを目的とする。
　本発明のパワーモジュール（１００）は、回路基板（
基板（２））に搭載されたパワー半導体素子（１）と、
素子１の表面主電極（電極（１４ｅ））に接続されたア
ダプタ（１０）を備え、アダプタ（１０）は、素子（１
）の表面主電極（電極（１４ｅ））に接続された主電極
配線部材（３１）を備え、主電極配線部材（３１）は、
素子（１）の表面主電極（電極（１４ｅ））に接続され
た素子接続部（３１１）と、素子接続部（３１１）の外
側に配置されると共に回路基板（基板（２））に接続さ
れた基板接続部（３１２）と、素子接続部（３１１）の
外側に配置されると共に外部電極に接続材（ワイヤ（７
））を介して接続する接続材接続部（ワイヤ接続部（３
１３））を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板に搭載されたパワー半導体素子と、前記パワー半導体素子の表面主電極に接続
されたアダプタを備えたパワーモジュールであって、
前記アダプタは、前記パワー半導体素子の前記表面主電極に接続された主電極配線部材を
備え、
前記主電極配線部材は、前記パワー半導体素子の前記表面主電極に接続された素子接続部
と、前記素子接続部の外側に配置されると共に前記回路基板に接続された基板接続部と、
前記素子接続部の外側に配置されると共に外部電極に接続材を介して接続する接続材接続
部を備えることを特徴とするパワーモジュール。
【請求項２】
　前記主電極配線部材の前記接続材接続部は、前記回路基板と実質的に平行に配置された
ことを特徴とする請求項１記載のパワーモジュール。
【請求項３】
　前記主電極配線部材の前記接続材接続部は、前記素子接続部の逆側面と同じ高さに、又
は前記素子接続部の逆側面よりも低い高さに配置されたことを特徴とする請求項１または
２に記載のパワーモジュール。
【請求項４】
　前記アダプタは、前記パワー半導体素子の表面信号電極に接続された信号配線部材を備
え、
前記信号配線部材は、前記パワー半導体素子の前記表面信号電極に接続された素子信号接
続部と、前記素子信号接続部の外側に配置されると共に前記回路基板に接続された基板信
号接続部と、前記素子信号接続部及び前記基板信号接続部が配置された面と逆側である逆
側面に、前記素子信号接続部の外側に配置されると共に外部電極に接続材を介して接続す
る接続材信号接続部を備えることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のパ
ワーモジュール。
【請求項５】
　前記回路基板は、前記パワー半導体素子の裏面主電極に接続された導体層を備え、
前記アダプタは、前記導体層を介して前記パワー半導体素子の前記裏面主電極に接続され
た裏面主電極配線部材を備え、
前記裏面主電極配線部材は、前記導体層に対する接続面と逆側である逆側面に、外部電極
に接続材を介して接続する接続材接続部を備えることを特徴とする請求項１から３のいず
れか１項に記載のパワーモジュール。
【請求項６】
　前記回路基板は、前記パワー半導体素子の裏面主電極に接続された導体層を備え、
前記アダプタは、前記導体層を介して前記パワー半導体素子の前記裏面主電極に接続され
た裏面主電極配線部材を備え、
前記裏面主電極配線部材は、前記導体層に対する接続面と逆側である逆側面に、外部電極
に接続材を介して接続する接続材接続部を備えることを特徴とする請求項４記載のパワー
モジュール。
【請求項７】
　前記パワー半導体素子であるスイッチング素子及びダイオードが前記回路基板に搭載さ
れ、
前記アダプタの前記主電極配線部材は、前記主電極配線部材が前記スイッチング素子及び
前記ダイオードの各表面主電極に接続されたことを特徴とする請求項１から３のいずれか
１項に記載のパワーモジュール。
【請求項８】
　前記パワー半導体素子であるスイッチング素子及びダイオードが前記回路基板に搭載さ
れ、
前記アダプタの前記主電極配線部材は、前記主電極配線部材が前記スイッチング素子及び
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前記ダイオードの各表面主電極に接続されたことを特徴とする請求項４記載のパワーモジ
ュール。
【請求項９】
　前記パワー半導体素子であるスイッチング素子及びダイオードが前記回路基板に搭載さ
れ、
前記アダプタの前記主電極配線部材は、前記主電極配線部材が前記スイッチング素子及び
前記ダイオードの各表面主電極に接続されたことを特徴とする請求項５記載のパワーモジ
ュール。
【請求項１０】
　前記パワー半導体素子であるスイッチング素子及びダイオードが前記回路基板に搭載さ
れ、
前記アダプタの前記主電極配線部材は、前記主電極配線部材が前記スイッチング素子及び
前記ダイオードの各表面主電極に接続されたことを特徴とする請求項６記載のパワーモジ
ュール。
【請求項１１】
　前記主電極配線部材は、前記素子接続部が配置された面と逆側である逆側面が樹脂によ
り被覆されたことを特徴とする請求項１から３、及び７のいずれか１項に記載のパワーモ
ジュール。
【請求項１２】
　前記主電極配線部材は、前記素子接続部が配置された面と逆側である逆側面が樹脂によ
り被覆され、
前記信号配線部材は、前記素子信号接続部が配置された面と逆側である逆側面が前記樹脂
により被覆されたことを特徴とする請求項４または８に記載のパワーモジュール。
【請求項１３】
　前記主電極配線部材は、前記素子接続部が配置された面と逆側である逆側面が樹脂によ
り被覆され、
前記裏面主電極配線部材は、前記導体層に対する接続面と逆側である逆側面の一部が前記
樹脂により被覆されたことを特徴とする請求項５または９に記載のパワーモジュール。
【請求項１４】
　前記主電極配線部材は、前記素子接続部が配置された面と逆側である逆側面が樹脂によ
り被覆され、
前記信号配線部材は、前記素子信号接続部が配置された面と逆側である逆側面が前記樹脂
により被覆され、
前記裏面主電極配線部材は、前記導体層に対する接続面と逆側である逆側面の一部が前記
樹脂により被覆されたことを特徴とする請求項６または１０に記載のパワーモジュール。
【請求項１５】
　前記主電極配線部材の前記素子接続部は隙間封止材により被覆されており、
前記アダプタにおける前記回路基板と対向する対向部から前記回路基板から離れる方向に
延伸する外周部と、前記回路基板とが外周部の封止材により被覆されており、
前記隙間封止材は、前記外周部の封止材よりも耐熱性が高いことを特徴とする請求項１１
または１３に記載のパワーモジュール。
【請求項１６】
　前記主電極配線部材の前記素子接続部、及び前記信号配線部材の前記素子信号接続部は
隙間封止材により被覆されており、
前記アダプタにおける前記回路基板と対向する対向部から前記回路基板から離れる方向に
延伸する外周部と、前記回路基板とが外周部の封止材により被覆されており、
前記隙間封止材は、前記外周部の封止材よりも耐熱性が高いことを特徴とする請求項１２
または１４に記載のパワーモジュール。
【請求項１７】
　前記アダプタは、インサートモールド工法により熱可塑性インサートモールド樹脂で一
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部が被覆されたアダプタであり、
前記樹脂は、前記熱可塑性インサートモールド樹脂であり、
前記パワー半導体素子は、軟化した前記熱可塑性インサートモールド樹脂により被覆され
たことを特徴とする請求項１１から１４のいずれか１項に記載のパワーモジュール。
【請求項１８】
　前記パワー半導体素子は、前記表面主電極よりも小電流が流れる表面信号電極を備え、
前記表面信号電極の上方に、前記表面信号電極から前記表面信号電極に接続する接続材が
配置される開口部を備えたことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のパワ
ーモジュール。
【請求項１９】
　前記接続材は、アルミ又は銅製の、ワイヤ又はリボンであることを特徴とする請求項１
から１８のいずれか１項に記載のパワーモジュール。
【請求項２０】
　前記パワー半導体素子は、ワイドバンドギャップ半導体材料により形成されていること
を特徴とする請求項１から１９のいずれか１項に記載のパワーモジュール。
【請求項２１】
　前記ワイドバンドギャップ半導体材料は、炭化ケイ素、窒化ガリウム系材料、またはダ
イヤモンドのうちのいずれかであることを特徴とする請求項２０記載のパワーモジュール
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電及び送電から効率的なエネルギーの利用及び再生まであらゆる場面で利
用されるパワーモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業機器から家電や情報端末まであらゆる製品にパワーモジュールが普及しつつあり、
家電に搭載されるモジュールについては、小型軽量化とともに多品種に対応できる高い生
産性と高い信頼性が求められる。また、パワーモジュールに搭載されるパワー半導体素子
として、動作温度が高く、効率に優れているＳｉＣ（炭化ケイ素）パワー半導体素子が、
今後の主流となる可能性が高い。このため、パワーモジュールは、ＳｉＣ半導体素子の高
温動作に適用できるパッケージ形態であることも同時に求められている。
【０００３】
　特許文献１には、縦型構造のパワーＭＩＳＦＥＴ（Metal　Insulator　Semiconductor
　Field-Effect-Transistor）を樹脂封止した半導体装置が記載されている。特許文献１
の半導体装置のパッケージは、パッケージ端子が下部に配置された表面実装用ＣＳＰ（Ch
ip　Scale　Package）である。特許文献１の半導体装置は、配線部材ではさんだパワー半
導体素子（パワーＭＩＳＦＥＴ）を樹脂モールドすることでパッケージ化している。パッ
ケージ化された封止体１の上部には、パワー半導体素子のドレイン電極に接続された接続
部材３ＤＬの上面部が露出しており、封止体１の下部には、パワー半導体素子のソース電
極に接続された接続部材３ＳＬ、ゲート電極に接続された接続部材３ＧＬが露出している
。
【０００４】
　特許文献２には、外部の配線部材に起因するパワー半導体素子（電力用半導体素子）に
かかる応力を低減することを目的として、回路基板に搭載されたパワー半導体素子の上部
電極（表面電極）と外部の配線部材とを接続する電極部材が、途中で回路基板に接続する
電極構造を備えた電力用半導体装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００６－１７９７３５号公報（００２３段～００４８段、図５）
【特許文献２】特開２０１３－６５８３６号公報（０００８段、００１３段～００２１段
、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　パワーモジュールは高電圧かつ大電流を扱うために発熱が大きいが、高温動作に対する
要求が大きい。さらに、特性の改善が見込めるＳｉＣをはじめとした新しいパワー半導体
素子の適用が急務となっており、それらは２５０℃を超えるような高温動作が可能となっ
ている。その結果、パワーモジュールやパッケージの構造や接合部にも高耐熱性が求めら
れている。パワー半導体素子の裏面側（例えば、コレクタ側）のダイボンド方法に関して
は、従来のはんだに替わって、ナノ粉末の低温焼結現象を応用した銀シンター接合が実用
化されつつあり、耐熱性の改善に目途がついている。パワー半導体素子の表面側（エミッ
タ側）と回路基板や外部端子との接続に関しては、アルミワイヤに替わる高耐熱材料とし
て銅ワイヤ等が検討されている。しかし、アルミより硬度の高い銅はパワー半導体素子に
対するダメージが大きく、パワー半導体素子の表面電極（エミッタ電極等）へのクラック
や信頼性の低下などが懸念されている。また、銅ワイヤをボンディングする際には、酸化
を抑制するための専用装置が必要であり、還元ガスの供給など設備面での複雑さが不可避
であった。
【０００７】
　特許文献１の半導体装置のパッケージは表面実装用ＣＳＰなので、特許文献１の半導体
装置は、このままプリント基板などに表面実装することが可能である。自動車用機器や交
流モータを駆動するインバータ装置等に用いるパワーモジュール、すなわち大電流を扱う
パワーモジュールにおいては、外部ねじ止め電極等の外部電極部品へワイヤやバスバーを
用いた接続が必要となる。特許文献１のパッケージを用いる場合、パワー半導体素子の表
面電極と外部電極部品との接続は、一旦セラミック基板（回路基板）の導体層を中継して
導体層から外部電極部品へのワイヤ接続やバスバー接続が必要であり、実装面積が大きく
なり、パワー半導体素子を搭載したパワーモジュールを小型化することができない問題が
あった。特許文献１の半導体装置は、上面部において露出した接続部材３ＤＬの露出部と
外部ねじ止め電極等にワイヤで接続することも可能であるがパワー半導体素子の直上では
、接続に用いたワイヤの温度低下はほとんど望めず、高温動作時にはワイヤ自体に高耐熱
性が求められる。
【０００８】
　特許文献２の電力用半導体装置においては、パワー半導体素子の上部電極（表面電極）
と外部の配線部材とを接続する電極部材が途中で回路基板に途接続する電極構造が記載さ
れているが、電極部材の端部と外部電極部品をねじ止めする端子とを長い電線で接続して
おり、電極部材の端部と外部電極部品とをワイヤで接続したり、電極部材の端部と電線を
ワイヤで接続することは記載されていない。
【０００９】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、外部端子部品と
パワー半導体素子の表面電極とを回路基板の導体層を中継することなく接続でき、外部端
子部品と接続するワイヤ等の接続材がはんだやアルミ製であっても高温動作が可能で、信
頼性が向上するパワーモジュールを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のパワーモジュールは、回路基板に搭載されたパワー半導体素子と、パワー半導
体素子の表面主電極に接続されたアダプタを備え、アダプタは、パワー半導体素子の表面
主電極に接続された主電極配線部材を備え、主電極配線部材は、パワー半導体素子の表面
主電極に接続された素子接続部と、素子接続部の外側に配置されると共に回路基板に接続
された基板接続部と、素子接続部の外側に配置されると共に外部電極に接続材を介して接
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続する接続材接続部を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のパワーモジュールは、パワー半導体素子の表面主電極に接続されたアダプタの
主電極配線部材が、素子接続部及び基板接続部の外側に、外部電極に接続材を介して接続
する接続材接続部を備えるので、外部端子部品である外部電極とパワー半導体素子の表面
電極とを回路基板の導体層を中継することなく接続でき、外部端子部品と接続する接続材
がはんだやアルミ製であっても高温動作が可能で、信頼性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１によるパワーモジュールの断面模式図である。
【図２】図１のアダプタを示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１によるパワーモジュールの鳥瞰図である。
【図４】図３のアダプタ内部構造を示す上面図である。
【図５】図４の配線部材を示す鳥瞰図である。
【図６】図４のアダプタの裏面鳥瞰図である。
【図７】図１のパワーモジュールの製造過程を示す図である。
【図８】図１のパワーモジュールの製造過程を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態２によるパワーモジュールの断面模式図である。
【図１０】本発明の実施の形態３によるパワーモジュールの鳥瞰図である。
【図１１】図１０のアダプタの配線部材及びセラミック基板の導体層を示す鳥瞰図である
。
【図１２】本発明の実施の形態４によるパワーモジュールの断面模式図である。
【図１３】図１２のアダプタ及びパワー半導体素子を示す図である。
【図１４】図１２のパワーモジュールを評価するサンプルの断面模式図である。
【図１５】図１４のサンプルの測定結果を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態５によるパワーモジュールの断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１によるパワーモジュールの断面模式図であり、図２は図１
のアダプタを示す図である。図３は本発明の実施の形態１によるパワーモジュールの鳥瞰
図であり、図４は図３のアダプタ内部構造を示す上面図である。図５は図４の配線部材を
示す鳥瞰図であり、図６は図４のアダプタの裏面鳥瞰図である。図７及び図８は、図１の
パワーモジュールの製造過程を示す図である。パワーモジュール１００は、パワー半導体
素子１と、パワー半導体素子１が搭載された回路基板であるセラミック基板２と、パワー
半導体素子１の表面電極１４に接続される配線部材を有するアダプタ１０と、放熱フィン
６とを備える。
【００１４】
　放熱フィン６上に、放熱グリス５を用いてセラミック基板２が搭載されている。放熱フ
ィン６は、例えば、アルミ鍛造で形成され、サイズが縦１００ｍｍ、横１５０ｍｍ、厚さ
１２ｍｍである。セラミック基板２は、セラミック基材２１と、セラミック基材２１の表
側に形成された導体層２２と、セラミック基材２１の裏側に形成された導体層２３とを備
える。セラミック基材２１は、例えば、ＡｌＮ（窒化アルミニウム）製であり、サイズが
縦９５ｍｍ、横１４５ｍｍ、厚さ０．６３５ｍｍである。導体層２２および２３は、例え
ば、銅製であり、厚さが０．４ｍｍである。導体層２２は、複数のパターンが形成されて
おり、図１では３つの導体層２２ｃ、２２ｓ、２２ｅを有する例を記載した。導体層２２
の表面には、銀シンター接合部４２が形成される。銀シンター接合部４２は、導体層２２
ｃ、２２ｓ、２２ｅに対応する銀シンター接合部４２ｃ、４２ｓ、４２ｅを有する。
【００１５】
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　導体層２２には、パワー半導体素子１が、銀シンター接合材によってダイボンドされて
いる。パワー半導体素子１は、例えば、Ｓｉ（シリコン）製のＩＧＢＴ（Insulated　Gat
e　Bipolar　Transistor）であり、サイズが縦１５ｍｍ、横１５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍで
ある。パワー半導体素子１の裏面側に形成されたコレクタ電極１３は、銀シンター接合材
が固化した銀シンター接合部４２ｃを介して導体層２２ｃに接続される。ＩＧＢＴである
パワー半導体素子１の表面側に形成された表面電極１４は、エミッタ電極１４ｅ及び信号
電極（表面信号電極）１４ｓである。パワー半導体素子１の上方に、複数の配線部材を有
するアダプタ１０が配置される。アダプタ１０は、主電極配線部材３１と、信号配線部材
３２と、封止樹脂８とを備える。主電極配線部材３１及び信号配線部材３２は、０．６ｍ
ｍ厚さの銅フレームを打ち抜いて形成される。主電極配線部材３１及び信号配線部材３２
は、連接されて配置され、すなわち近接して配置され、封止樹脂８で封止される。封止樹
脂８は、例えば、ＰＰＳ（Ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅｓｕｌｆｉｄｅ）製である。
【００１６】
　主電極配線部材３１は、パワー半導体素子１のエミッタ電極１４ｅに接続される素子接
続部３１１と、セラミック基板２の導体層２２ｅに接続される基板接続部３１２と、接続
材であるワイヤ７に接続されるワイヤ接続部（接続材接続部）３１３を備える。信号配線
部材３２は、パワー半導体素子１の信号電極１４ｓに接続される素子接続部（素子信号接
続部）３２１と、セラミック基板２の導体層２２ｓに接続される基板接続部（基板信号接
続部）３２２と、接続材であるワイヤ７１に接続されるワイヤ接続部（接続材信号接続部
）３２３を備える。
【００１７】
　主電極配線部材３１の素子接続部３１１は、封止樹脂８から露出しており、銀シンター
接合部４１によってパワー半導体素子１のエミッタ電極１４ｅ（表面主電極）と接合され
ている。銀シンター接合部４１は、パワー半導体素子１の表面電極１４に搭載された銀シ
ンター接合材が固化した接合層である。銀シンター接合部４１は、エミッタ電極１４ｅ上
に形成される銀シンター接合部４１ｅと、信号電極１４ｓ上に形成される銀シンター接合
部４１ｓを有する。基板接続部３１２及びワイヤ接続部３１３は、段差加工によって形成
される。基板接続部３１２は、図４、図５に示すように、パワー半導体素子１の外縁３方
向に広がって形成される。そのうちの１方向の基板接続部３１２には、その延伸先端部が
段差加工によって持ち上げられてワイヤ接続部３１３が形成される。基板接続部３１２は
セラミック基板２の導体層２２ｅに銀シンター接合部４２ｅを介して接続される。ワイヤ
接続部３１３は、封止樹脂８から上面に露出しており、ワイヤ７に接続されている。
【００１８】
　信号配線部材３２の素子接続部３２１は、主電極配線部材３１の素子接続部３１１と同
様に、封止樹脂８から露出しており、銀シンター接合部４１ｓによってパワー半導体素子
１の信号電極１４ｓと接合されている。基板接続部３２２及びワイヤ接続部３２３は、段
差加工によって形成される。基板接続部３２２及びワイヤ接続部３２３は、主電極配線部
材３１のワイヤ接続部３１３と逆方向に延伸している。基板接続部３２２はセラミック基
板２の導体層２２ｓに銀シンター接合部４２ｓを介して接続される。基板接続部３２２の
上面に位置するワイヤ接続部３２３は、封止樹脂８から上面側に露出しており、ワイヤ７
１に接続されている。セラミック基板２の導体層２２は、３つの導体層２２ｃ、２２ｓ、
２２ｅを有しており、導体層２２ｓはパワー半導体素子１の信号電極１４ｓと接続され、
導体層２２ｅはパワー半導体素子１のエミッタ電極１４ｅと接続され、導体層２２ｃはパ
ワー半導体素子１のコレクタ電極（裏面主電極）１３と接続される。３つの導体層２２ｃ
、２２ｓ、２２ｅは、適宜必要な距離を持って電気的に絶縁されており、間隙は樹脂封止
されている。なお、３つの導体層２２ｃ、２２ｓ、２２ｅは、回路的に同電位である部分
もある。
【００１９】
　また、ワイヤ接続部３１３、３２３は、素子接続部３１１、３２１と逆側である主電極
配線部材３１及び信号配線部材３２の上面、および封止樹脂８の上面よりも低い位置で上
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面側に露出しており、銀シンター接合部４１、４２を形成する際の加熱加圧プロセスで邪
魔になる突出部とならないように設計されている。また、ワイヤ接続部３１３、３２３は
ほぼ平坦で水平に露出しており、ワイヤボンドなどで回路形成する際の品質確保が容易に
なるように設計されている。
【００２０】
　図４に示すように、実施の形態１のパワーモジュール１００は、主電極配線部材３１に
おける基板接続部３１２が３方向に展開しており、そのうちの一方向にワイヤ接続部３１
３を形成している。なお、図４において、アダプタ１０の封止樹脂８を破線で示した。ワ
イヤ７は、パワーモジュール１００に必要な電流容量から本数が決まり、ここでは６本の
ワイヤ７でワイヤボンドを行っている。実施の形態１のパワーモジュール１００は、信号
配線部材３２が３本形成されており、３つの信号電極１４ｓに接続されている。３つの信
号電極１４ｓは、パワー半導体素子１のゲート電極、温度センス電極、アノード電極であ
り、表面主電極であるエミッタ電極１４ｅよりも流れる電流が小電流である。信号電極１
４ｓは、エミッタ電極１４ｅに比べると電流が小電流で温度上昇が小さいため、基板接続
部３２２の直上がワイヤ接続部３２３となっている。
【００２１】
　図３に示すように、実施の形態１のパワーモジュール１００は、ワイヤ接続部３１３、
３２３が封止樹脂８の上面から一段低い構造となっている。なお、封止樹脂８をインサー
トモールド工法で形成する場合は、このような構造は可能である。また、封止樹脂８をイ
ンサートモールド工法で形成する場合は、ワイヤ接続部３１３、３２３の上面と封止樹脂
８の上面との段差がほぼない、すなわち略同一（実質的に同一）の状態でもワイヤ接続部
３１３、３２３を露出させることは可能である。
【００２２】
　図６に示すように、アダプタ１０を裏面から見ると、素子接続部３１１、３２１は、基
板接続部３１２、３２２よりも一段低い部分に露出しており、この段差はパワー半導体素
子１と銀シンター接合部４１の厚さを合計したものと略同一（実質的に同一）とすること
で、アダプタ１０及びパワー半導体素子１をセラミック基板２へ接合する際に略同一（実
質的に同一）の高さとなるように、パワー半導体素子１の裏面と基板接続部３１２、３２
２を配置することが可能となる。パワー半導体素子１の裏面と基板接続部３１２、３２２
とを略同一（実質的に同一）の高さとなるように配置することで、アダプタ１０及びパワ
ー半導体素子１をセラミック基板２への接合が容易になり、接合面に均等に力が印加でき
るので、接合力を高めることができる。
【００２３】
　次に、図７、図８、図１を用いて、パワーモジュール１００の製造プロセスを説明する
。まず、アダプタ１０を作成する。アダプタ１０は、例えばインサートモールド工法で作
成する。アダプタ１０は、主電極配線部材３１と信号配線部材３２を、インサートモール
ド用の金型に配置した後に、この金型に封止樹脂８を注入して作成する。主電極配線部材
３１と信号配線部材３２を封止樹脂８で固着したアダプタ１０が完成する。
【００２４】
　図７のように、銀シンター接合材４３、４４を用い、パワー半導体素子１を、アダプタ
１０の素子接続部３１１、３２１に対して、３００℃に加熱し、１０ＭＰａの荷重をかけ
ながら１０分間かけて接合する。図８に示すように、この接合工程により、パワー半導体
素子１のエミッタ電極１４ｅ及び信号電極１４ｓは、それぞれ銀シンター接合材４３、４
４が硬化した銀シンター接合部４１ｅ、４１ｓを介してアダプタ１０の素子接続部３１１
、３２１に接合される。アダプタ１０とパワー半導体素子１とが接合したものを、半導体
素子接合体と呼ぶことにする。
【００２５】
　次に図８のように、セラミック基板２に対して半導体素子接合体を位置決めし、銀シン
ター接合材４５、４６、４７を用いて、パワー半導体素子１の裏面及びアダプタ１０の基
板接続部３１２、３２２を、３００℃に加熱し、１０ＭＰａの荷重をかけながら１０分間
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かけて接合する。図１に示すように、この接合工程により、パワー半導体素子１の裏面電
極（裏面主電極）であるコレクタ電極１３及びアダプタ１０の基板接続部３１２、３２２
は、それぞれ銀シンター接合材４５、４６、４７が硬化した銀シンター接合部４２ｃ、４
２ｅ、４２ｓを介してセラミック基板２の導体層２２ｃ、２２ｅ、２２ｓに接合される。
【００２６】
　次に図１のように、アダプタ１０のワイヤ接続部３２３に、ワイヤ７１をワイヤボンダ
ーを用いて接続し、アダプタ１０のワイヤ接続部３１３に、ワイヤ７をワイヤボンダーを
用いて接続する。ワイヤ７１は、例えば、アルミ製で、直径φ０.１５ｍｍである。ワイ
ヤ７は、例えば、アルミ製で、直径φ０.４ｍｍである。その後、セラミック基板２を放
熱グリス５を用いて放熱フィン６に搭載して接着する。最後に、必要に応じて、ワイヤ接
続部３２３とワイヤ７１のワイヤボンド接合部やワイヤ接続部３１３とワイヤ７のワイヤ
ボンド接合部などが浸かるようにゲル（シリコーン樹脂）やポッティング封止樹脂（エポ
キシ）などで封止する。放熱フィン６は、例えばアルミ製である。
【００２７】
　実施の形態１のパワーモジュール１００は、パワー半導体素子１の表面電極１４に接続
された主電極配線部材３１及び信号配線部材３２がセラミック基板２に接続する基板接続
部３１２、３２２を有するので、基板接続部３１２、３２２で回路基板であるセラミック
基板２に対して放熱を行うことができ、ワイヤ接続部３１３、３２３の表面温度をパワー
半導体素子１の素子温度よりも十分に低くすることができる。実施の形態１のパワーモジ
ュール１００は、ワイヤ接続部３１３、３２３がパワー半導体素子１の動作温度よりも十
分に低温であるため、接続材であるワイヤ７、７１がアルミ製であっても高温動作が可能
で、信頼性の向上が可能となる。
【００２８】
　また、実施の形態１のパワーモジュール１００は、ワイヤ接続部３１３、３２３をアダ
プタ１０に形成してあるため、パワーモジュール１００へのワイヤボンド工程をアダプタ
１０上で完結することが可能となる。パワーモジュール１００へのワイヤボンド工程にお
いて、ワイヤ７、７１をセラミック基板２に対して接続する必要がないため、セラミック
基板２にワイヤ接続部を設ける必要がなく、パワーモジュール１００の小型化が可能であ
る。また、実施の形態１のパワーモジュール１００は、セラミック基板２にワイヤ接続部
がないので、半導体素子接合体とセラミック基板２とを、銀シンター接合材４５、４６、
４７を用いて銀シンター接合した後に、セラミック基板２のワイヤ接続部に対する洗浄や
検査が不要となり、パワーモジュール１００の製造工程を短縮することができる。
【００２９】
　実施の形態１のパワーモジュール１００は、アダプタ１０のワイヤ接続部３１３、３２
３がセラミック基板２のセラミック基材２１に対して、略平行な（実質的に平行な）面と
なるように形成されている。これにより、実施の形態１のパワーモジュール１００は、ア
ダプタ１０のワイヤ接続部３１３、３２３に対して、超音波を印加しないワイヤボンドや
超音波を印加するワイヤボンドが容易となる。
【００３０】
　実施の形態１のパワーモジュール１００は、アダプタ１０のワイヤ接続部３１３、３２
３が、アダプタ１０の素子接続部３１１、３２１と逆側である主電極配線部材３１及び信
号配線部材３２の上面、および封止樹脂８の上面よりも低い位置で上面側に露出している
。これにより、実施の形態１のパワーモジュール１００は、素子接続部３１１、３２１と
パワー半導体素子１のエミッタ電極１４ｅ及び信号電極１４ｓとを加圧加熱接合（銀シン
ター接合など）を行う際に、素子接続部３１１、３２１と逆側である主電極配線部材３１
及び信号配線部材３２の上面よりも上方に突出した部材が存在しないために、アダプタ１
０の素子接続部３１１、３２１とパワー半導体素子１のエミッタ電極１４ｅ及び信号電極
１４ｓとの間に十分な荷重をかけることができ、高品質な接合部を形成できる。なお、実
施の形態１のパワーモジュール１００は、アダプタ１０のワイヤ接続部３１３、３２３が
、アダプタ１０の素子接続部３１１、３２１と逆側である主電極配線部材３１及び信号配
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線部材３２の上面と同一の高さに配置されてもよい。この場合でも、素子接続部３１１、
３２１と逆側である主電極配線部材３１及び信号配線部材３２の上面よりも上方に突出し
た部材が存在しないために、アダプタ１０の素子接続部３１１、３２１とパワー半導体素
子１のエミッタ電極１４ｅ及び信号電極１４ｓとの間に十分な荷重をかけることができ、
高品質な接合部を形成できる。
【００３１】
　実施の形態１のパワーモジュール１００は、アダプタ１０の素子接続部３１１、３２１
と逆側である主電極配線部材３１及び信号配線部材３２の上面を封止樹脂８で被覆してい
るので、素子接続部３１１、３２１とパワー半導体素子１のエミッタ電極１４ｅ及び信号
電極１４ｓとを加圧加熱接合（銀シンター接合など）を行う際に、アダプタ１０の封止樹
脂８の上面部に均一に荷重をかけることができ、パワー半導体素子１へのダメージを低減
でき、高品質な接合部を形成できる。
【００３２】
　ここでは、セラミック基板２のセラミック基材２１がＡｌＮ製である例で説明したが、
ＳＮ（窒化ケイ素）製やアルミナ製であってもよい。この場合でもＡｌＮ製のセラミック
基材２１と同様の効果が得られる。セラミック基板２の導体層２２、２３についても、銅
に限定する必要はなく、アルミであっても構わない。また金属板に樹脂絶縁層を積層した
金属基板を、セラミック基板２に替えて用いることも可能である。
【００３３】
　また、ここでは主電極配線部材３１や信号配線部材３２が、銅製のリードフレームを打
ち抜いて形成された例で説明した。主電極配線部材３１や信号配線部材３２の材料は銅に
限定する必要はなく、パワー半導体素子１やセラミック基板２の熱膨張係数に近いコバー
ル（Ｋｏｖａｒ）や４２アロイ（４２Ａｌｌｏｙ）でもよく、またＣＩＣクラッド材を用
いてもよい。コバールは、鉄にニッケル、コバルトを配合した合金である。４２アロイは
、鉄にニッケルを配合した合金である。ＣＩＣクラッド材は、銅／インバー（Ｉｎｖａｒ
）／銅を張り合わせたクラッド材である。主電極配線部材３１や信号配線部材３２がパワ
ー半導体素子１やセラミック基板２の熱膨張係数に近い材料で形成された場合には、銀シ
ンター接合部４１、４２にかかる熱応力を低減することが可能となる。銅の主電極配線部
材３１や信号配線部材３２の場合に、主電極配線部材３１や信号配線部材３２にスリット
や開口部を形成することで、パワーモジュール１００は、主電極配線部材３１や信号配線
部材３２の剛性を低減して、銀シンター接合部４１、４２などの接合部にかかる応力を低
減することが可能となる。また、ワイヤ接続部３１３が素子接続部３１１及び基板接続部
３１２が配置された面と逆側である逆側面に形成された例で説明したが、ワイヤ接続部３
１３は、主電極配線部材３１の端部を折り返して、素子接続部３１１及び基板接続部３１
２が形成された面を上面とした部分に形成してもよい。
【００３４】
　また、ここでは主電極配線部材３１や信号配線部材３２などの配線部材とパワー半導体
素子１やセラミック基板２との接合に銀シンター接合材を用いた例で説明したが、必要と
するパワーモジュール１００の耐熱温度があまり高くない場合には、スズ基はんだを用い
て接合しても構わない。必要とするパワーモジュール１００の耐熱温度が高い場合には、
ビスマス基はんだ（融点２７０℃）や金スズはんだ（融点２８０℃）を用いて接合しても
構わない。さらに、等温凝固によって接合温度より高い耐熱性を示す、銅粉入りスズペー
スト（弘輝製Ａ－ＦＡＰなど）を、接合材として用いることでも高い耐熱性を得ることが
できる。
【００３５】
　また、ここではアダプタ１０がインサートモールド工法を用いて作成される例を説明し
た。インサートモールド工法における封止樹脂８は、インサートモールド樹脂である。そ
して、インサートモールド樹脂としてＰＰＳ（熱軟化温度２８０℃）を用いた例で説明し
たが、ＰＰＳに限定する必要はなく、インサートモールド樹脂としてＬＣＰ８（Liquid　
Crystal　Polymer　8）の液晶ポリマー（熱軟化温度３４０℃以上）を用いることも可能
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である。インサートモールド樹脂として、ＰＰＳ以外にＬＣＰ８を選択可能なので、上記
接合材（銀シンター接合材、スズ基はんだ、ビスマス基はんだ、金スズはんだ、銅粉入り
スズペースト）の選択自由度が増す。
【００３６】
　さらに、封止樹脂８が熱可塑性インサートモールド樹脂の場合には、インサートモール
ド樹脂を主電極配線部材３１や信号配線部材３２などの金属配線部材やパワー半導体素子
１上に溶け広がり、封止材として機能させることも可能である。すなわち、セラミック基
板２にアダプタ１０及びパワー半導体素子１を接合させた後に、インサートモールド樹脂
が軟化する温度まで加熱することで、インサートモールド樹脂が熱軟化して主電極配線部
材３１や信号配線部材３２などの金属配線部材やパワー半導体素子１上に溶け広がり、封
止材として機能させることができる。この場合、主電極配線部材３１や信号配線部材３２
などの金属配線部材を封止している封止樹脂８が熱可塑性インサートモールド樹脂なので
、アダプタ１０及びパワー半導体素子１をセラミック基板２に接合する銀シンター接合工
程と、アダプタ１０とセラミック基板２との間に隙間を封止する封止工程を同時に行うこ
とができる。
【００３７】
　また、ここではアダプタ１０のワイヤ接続部３１３、３２３と図示しない外部電極との
接続として、アルミ製のワイヤを用いた例で説明したが、他の接続材を用いることもでき
る。他の接続材としては、アルミ合金ワイヤや銅ワイヤ、あるいはアルミリボンや銅リボ
ンを用いてもよく、銅板バスバーをはんだ接合やろう付けしたり、あるいは超音波接合し
たり、銅板バスバーをスポット溶接や摩擦撹拌接合等によっても良好な接合を行うことが
可能となる。
【００３８】
　なお、パワー半導体素子１における複数の表面電極１４（３つの信号電極１４ｓ、１つ
のエミッタ電極１４ｅ）に接続するアダプタ１０として、主電極配線部材３１と、複数の
信号配線部材３２と、封止樹脂８を備える例で説明した。この場合には、近接して配置さ
れた複数の配線部材（３つの信号配線部材３２、１つの主電極配線部材３１）間で絶縁状
態を維持するには、インサートモールド樹脂の封止樹脂８を用いることが必要である。し
かし、近接した表面電極が無い場合や、表面電極が１つの場合には、インサートモールド
樹脂の封止樹脂８を用いなくてもよい。近接した表面電極が無い場合や、表面電極が１つ
の場合には、アダプタ１０は、封止樹脂８を備えないもの、すなわち主電極配線部材３１
及び信号配線部材３２のみでも構わない。
【００３９】
　主電極配線部材３１及び信号配線部材３２のみのアダプタ１０を用いる場合には、主電
極配線部材３１や信号配線部材３２の周辺等の空間を埋めるために、ポッティング封止樹
脂やゲルなど封止樹脂で覆う。なお、主電極配線部材３１、複数の信号配線部材３２、イ
ンサートモールド樹脂の封止樹脂８を備えるアダプタ１０を備えたパワーモジュールにお
いて、アダプタ１０とセラミック基板２との間に隙間があれば、ポッティング封止樹脂や
ゲルなど封止樹脂で覆うことが必要である。なお、封止樹脂８を備えないアダプタ１０は
、従来の金属フレーム（配線用のリードフレーム）に対応するものである。また、封止樹
脂８を備えたアダプタ１０は、主電極配線部材３１と信号配線部材３２との相対位置が固
定された配線部材集合体と言うこともできる。封止樹脂８を備えたアダプタ１０は、イン
サートモールド工法で作成する場合に、予め分離された主電極配線部材３１及び信号配線
部材３２を封止樹脂８にて封止することもできる。また、封止樹脂８を備えたアダプタ１
０は、フレーム（外周枠）で一体化された主電極配線部材３１及び信号配線部材３２を封
止樹脂８にて封止した後に、主電極配線部材３１、信号配線部材３２をフレームから切り
離すこともできる。
【００４０】
　以上のように、実施の形態１のパワーモジュール１００は、回路基板（セラミック基板
２）に搭載されたパワー半導体素子１と、パワー半導体素子１の表面主電極（エミッタ電
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極１４ｅ）に接続されたアダプタ１０を備え、アダプタ１０は、パワー半導体素子１の表
面主電極（エミッタ電極１４ｅ）に接続された主電極配線部材３１を備え、主電極配線部
材３１は、パワー半導体素子１の表面主電極（エミッタ電極１４ｅ）に接続された素子接
続部３１１と、素子接続部３１１の外側に配置されると共に回路基板（セラミック基板２
）に接続された基板接続部３１２と、素子接続部３１１の外側に配置されると共に外部電
極に接続材（ワイヤ７）を介して接続する接続材接続部（ワイヤ接続部３１３）を備える
ことを特徴とする。この特徴により、実施の形態１のパワーモジュール１００は、パワー
半導体素子１の表面主電極（エミッタ電極１４ｅ）に接続されたアダプタ１０の主電極配
線部材３１が、素子接続部３１１及び基板接続部３１２の外側に、外部電極に接続材（ワ
イヤ７）を介して接続する接続材接続部（ワイヤ接続部３１３）を備えるので、外部端子
部品である外部電極とパワー半導体素子１の表面電極（エミッタ電極１４ｅ）とを回路基
板（セラミック基板２）の導体層を中継することなく接続でき、外部端子部品と接続する
接続材（ワイヤ７）がアルミ製であっても高温動作が可能で、信頼性を高めることができ
る。
【００４１】
実施の形態２．
　図９は、本発明の実施の形態２によるパワーモジュールの断面模式図である。実施の形
態２によるパワーモジュール１００は、パワー半導体素子１の信号電極１４ｓの周辺に開
口部３９を形成し、ワイヤ７１によって信号電極１４ｓと図示しない外部電極とを接続す
る例である。図９において、信号配線部材３２は図示しない他のパワー半導体素子の信号
電極や、パワー半導体素子１の微細ピッチでない信号電極１４ｓに接続するものである。
図９では、セラミック基板２の導体層２２における信号配線部材３２と接続する部分を導
体層２２ｘとし、銀シンター接合部４２における導体層２２ｘと信号配線部材３２とを接
合する部分を銀シンター接合部４２ｘと表記した。
【００４２】
　実施の形態２のアダプタ１０は、インサートモールド工法におけるインサートモールド
樹脂である封止樹脂８を備えておらず、少なくともパワー半導体素子１のエミッタ電極１
４ｅ（表面主電極）に接続する主電極配線部材３１を備えている。図９では、アダプタ１
０がパワー半導体素子１のエミッタ電極１４ｅ（表面主電極）に接続する主電極配線部材
３１と、図示しない他のパワー半導体素子の信号電極や、微細ピッチでないパワー半導体
素子１の信号電極１４ｓに接続する信号配線部材３２を備えた例を示した。
【００４３】
　微細ピッチの信号電極１４ｓが複数配置されている場合には、信号電極１４ｓと信号配
線部材３２とを銀シンター接合すると隣接する信号電極１４ｓや信号配線部材３２間にい
て接続し、絶縁不良がおきる可能性がある。微細ピッチの信号電極１４ｓが複数配置され
ている場合には、実施の形態２によるパワーモジュールのようにワイヤ７１によって信号
電極１４ｓと図示しない外部電極とを接続することで、近接した信号電極１４ｓにおいて
も銀シンター接合材を介した絶縁不良を抑制することができる。
【００４４】
　また、パワー半導体素子１の信号電極１４ｓは金属接合可能なメタライズが施されてい
ない場合も多い。信号電極１４ｓに金属接合可能なメタライズが施されていない場合でも
、実施の形態２によるパワーモジュール１００は、パワー半導体素子１の信号電極１４ｓ
の周辺に開口部３９を有するので、金属接合可能なメタライズが施されていない信号電極
１４ｓに対してワイヤ接続を行うことが可能となる。
【００４５】
実施の形態３．
　実施の形態３では、パワー半導体素子１の裏面に形成されたコレクタ電極（裏面主電極
）１３にセラミック基板２の導体層２２を介して接続する主電極配線部材３３を備えたパ
ワーモジュール１００を説明する。図１０は本発明の実施の形態３によるパワーモジュー
ルの鳥瞰図であり、図１１は図１０のアダプタの配線部材及びセラミック基板の導体層を
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示す鳥瞰図である。なお、図１０、図１１において、セラミック基板２のセラミック基材
２１、導体層２３、放熱フィン６は省略した。主電極配線部材３３は、裏面主電極である
コレクタ電極１３に接続するので、裏面主電極配線部材である。
【００４６】
　実施の形態３のアダプタ１０は、主電極配線部材３１と、複数の信号配線部材３２と、
複数の主電極配線部材３３と、封止樹脂８を備える。封止樹脂８は、インサートモールド
工法におけるインサートモールド樹脂である。実施の形態３のアダプタ１０は、実施の形
態１のアダプタ１０とは、複数の主電極配線部材３３を有する点で異なる。実施の形態１
と異なる部分を説明する。主電極配線部材３３は、図１１に示すように、基板接続部３３
２とワイヤ接続部（接続材接続部）３３３を有する。セラミック基板２の導体層２２は、
エミッタ電極１４ｅが主電極配線部材３１を介して接続する導体層２２ｅと、信号電極１
４ｓが信号配線部材３２を介して接続する導体層２２ｓと、パワー半導体素子１の裏面が
ダイボンドされると共に、パワー半導体素子１の外周まで延伸している導体層２２ｃを有
する。主電極配線部材３１及び信号配線部材３２は、実施の形態１と同様である。
【００４７】
　主電極配線部材３１における３つの基板接続部３１２は、導体層２２ｅにおける３つの
接続領域２２１ｅにて、銀シンター接合部４２ｅを介して接続される。信号配線部材３２
の基板接続部３２２は、導体層２２ｓにおける接続領域２２１ｓにて、銀シンター接合部
４２ｓを介して接続される。主電極配線部材３３における基板接続部３３２は、導体層２
２ｃにおける接続領域２２１ｃにて、主電極配線部材３１及び信号配線部材３２と同様に
銀シンター接合されている。具体的には、主電極配線部材３３における基板接続部３３２
は、導体層２２ｃにおける接続領域２２１ｃにて、銀シンター接合部４２を介して接続さ
れる。
【００４８】
　図１０では、３つの信号配線部材３２のワイヤ接続部３２３の両脇に、主電極配線部材
３３のワイヤ接続部３３３が露出しており、各主電極配線部材３３に３本、すなわちパワ
ーモジュール１００に合計６本のワイヤ７２が接続されている。接続材であるワイヤ７２
は、例えば、アルミ製で、直径φ０.４ｍｍである。ワイヤ７２は、図示しない外部電極
と主電極配線部材３３とを接続している。
【００４９】
　実施の形態３のパワーモジュール１００は、上記以外は実施の形態１のパワーモジュー
ル１００と同様なので、実施の形態１と同様の効果を奏する。また、実施の形態３のパワ
ーモジュール１００は、主電極配線部材３３を追加することにより、すべての外部配線を
、主電極配線部材３１、信号配線部材３２、主電極配線部材３３の配線部材上で行うこと
ができる。このため、実施の形態３のパワーモジュール１００は、セラミック基板２の導
体層２２に関しては、ワイヤで接続するワイヤボンド接合強度（ワイヤボンド性）を考慮
した導体層２２へのメタライズが不要となり、銀シンター接合などの配線部材接合に特化
した導体層２２へのメタライズが可能となる。また、実施の形態３のパワーモジュール１
００は、セラミック基板２の導体層２２にワイヤを接続しないので、ワイヤ接続部分の清
浄度確保が不要となる。
【００５０】
　実施の形態３のパワーモジュール１００は、アダプタ１０のワイヤ接続部３１３、３２
３、３３３がセラミック基板２のセラミック基材２１に対して、略平行な（実質的に平行
な）面となるように形成されている。これにより、実施の形態３のパワーモジュール１０
０は、アダプタ１０のワイヤ接続部３１３、３２３、３３３に対して、超音波を印加しな
いワイヤボンドや超音波を印加するワイヤボンドが容易となる。
【００５１】
実施の形態４．
　図１２は本発明の実施の形態４によるパワーモジュールの断面模式図であり、図１３は
図１２のアダプタ及びパワー半導体素子を示す図である。実施の形態４のパワーモジュー
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ル１００は、実施の形態１のパワーモジュール１００とは、パワー半導体素子１が２つ搭
載され、１つの主電極配線部材３１で２つのパワー半導体素子１の表面主電極に接続して
いる点で異なる。ここでは、２つのパワー半導体素子１として、スイッチング素子１ｉと
ダイオード１ｄの例を説明する。スイッチング素子１ｉは、例えばＩＧＢＴである。
【００５２】
　放熱フィン６上に、放熱グリス５を用いてセラミック基板２が搭載されている。放熱フ
ィン６は、例えば、アルミ鍛造で形成され、サイズが縦１００ｍｍ、横１５０ｍｍ、厚さ
１２ｍｍである。セラミック基板２は、セラミック基材２１と、セラミック基材２１の表
側に形成された導体層２２と、セラミック基材２１の裏側に形成された導体層２３とを備
える。セラミック基材２１は、例えば、ＡｌＮ製であり、サイズが縦９５ｍｍ、横１４５
ｍｍ、厚さ０．６３５ｍｍである。導体層２２および２３は、例えば、銅製であり、厚さ
が０．４ｍｍである。導体層２２は、複数のパターンが形成されており、図１２では３つ
の導体層２２ｃ、２２ｓ、２２ｅを有する例を記載した。導体層２２の表面には、銀シン
ター接合部４２が形成される。銀シンター接合部４２は、導体層２２ｓ、２２ｅに対応す
る銀シンター接合部４２ｓ、４２ｅと、導体層２２ｃに接続するスイッチング素子１ｉの
コレクタ電極（裏面主電極）１３及びダイオード１ｄのアノード電極（裏面主電極）１５
に対応する銀シンター接合部４２ｃ、４２ａとを有する。
【００５３】
　導体層２２には、スイッチング素子１ｉおよびダイオード１ｄが、銀シンター接合材に
よってダイボンドされている。スイッチング素子１ｉは、Ｓｉ製のＩＧＢＴであり、サイ
ズが縦１５ｍｍ、横１５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍである。ダイオード１ｄは、Ｓｉ製であり
、サイズが縦１５ｍｍ、横１０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍである。スイッチング素子１ｉの裏
面側に形成されたコレクタ電極１３は、銀シンター接合材が固化した銀シンター接合部４
２ｃを介して導体層２２ｃに接続される。ダイオード１ｄの裏面側に形成されたアノード
電極１５は、銀シンター接合材が固化した銀シンター接合部４２ａを介して導体層２２ｃ
に接続される。ＩＧＢＴであるスイッチング素子１ｉの表面側に形成された表面電極１４
は、エミッタ電極１４ｅ及び信号電極１４ｓである。
【００５４】
　スイッチング素子１ｉ及びダイオード１ｄの上方に、複数の配線部材を有するアダプタ
１０が配置される。アダプタ１０は、主電極配線部材３１と、信号配線部材３２と、封止
樹脂８とを備える。主電極配線部材３１及び信号配線部材３２は、０．６ｍｍ厚さの銅フ
レームを打ち抜いて形成される。主電極配線部材３１及び信号配線部材３２は、連接され
て配置され、すなわち近接して配置され、封止樹脂８で封止される。封止樹脂８は、例え
ば、ＰＰＳ製である。
【００５５】
　主電極配線部材３１は、スイッチング素子１ｉ及びダイオード１ｄの表面主電極に接続
される素子接続部３１１と、セラミック基板２の導体層２２ｅに接続される基板接続部３
１２と、ワイヤ７に接続されるワイヤ接続部３１３を備える。素子接続部３１１は、スイ
ッチング素子１ｉのエミッタ電極１４ｅに接続される素子接続部３１１ｉと、ダイオード
１ｄのカソード電極１４ｋに接続される素子接続部３１１ｄとを有する。信号配線部材３
２は、スイッチング素子１ｉの信号電極１４ｓに接続される素子接続部３２１と、セラミ
ック基板２の導体層２２ｓに接続される基板接続部３２２と、ワイヤ７１に接続されるワ
イヤ接続部３２３を備える。
【００５６】
　主電極配線部材３１の素子接続部３１１は、封止樹脂８から露出しており、銀シンター
接合部４１によってスイッチング素子１ｉのエミッタ電極１４ｅ（表面主電極）及びダイ
オード１ｄのカソード電極１４ｋ（表面主電極）と接合されている。銀シンター接合部４
１は、スイッチング素子１ｉの表面電極１４及びダイオード１ｄの表面主電極であるカソ
ード電極１４ｋに搭載された銀シンター接合材が固化した接合層である。銀シンター接合
部４１は、スイッチング素子１ｉのエミッタ電極１４ｅ上に形成される銀シンター接合部
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４１ｅと、スイッチング素子１ｉの信号電極１４ｓ上に形成される銀シンター接合部４１
ｓと、ダイオード１ｄのカソード電極１４ｋ上に形成される銀シンター接合部４１ｋを有
する。基板接続部３１２及びワイヤ接続部３１３は、段差加工によって形成される。基板
接続部３１２は、図４、図５と同様に、スイッチング素子１ｉ及びダイオード１ｄが配置
された半導体素子配置領域の外縁３方向に広がって形成される。そのうちの１方向の基板
接続部３１２には、その延伸先端部が段差加工によって持ち上げられてワイヤ接続部３１
３が形成される。基板接続部３１２はセラミック基板２の導体層２２ｅに銀シンター接合
部４２ｅを介して接続される。ワイヤ接続部３１３は、封止樹脂８から上面に露出してお
り、ワイヤ７に接続されている。
【００５７】
　信号配線部材３２の素子接続部３２１は、主電極配線部材３１の素子接続部３１１と同
様に、封止樹脂８から露出しており、銀シンター接合部４１ｓによってスイッチング素子
１ｉの信号電極１４ｓと接合されている。基板接続部３２２及びワイヤ接続部３２３は、
段差加工によって形成される。基板接続部３２２及びワイヤ接続部３２３は、主電極配線
部材３１のワイヤ接続部３１３と逆方向に延伸している。基板接続部３２２はセラミック
基板２の導体層２２ｓに銀シンター接合部４２ｓを介して接続される。基板接続部３２２
の上面に位置するワイヤ接続部３２３は、封止樹脂８から上面側に露出しており、ワイヤ
７１に接続されている。
【００５８】
　次に、パワーモジュール１００の製造プロセスを説明する。パワーモジュール１００の
製造プロセスは、基本的に実施の形態１で説明したものと同じである。まず、アダプタ１
０を作成する。アダプタ１０は、例えばインサートモールド工法で作成する。アダプタ１
０は、主電極配線部材３１と信号配線部材３２を、インサートモールド用の金型に配置し
た後に、この金型に封止樹脂８を注入して作成する。連接して配置された主電極配線部材
３１と信号配線部材３２を封止樹脂８で固着したアダプタ１０が完成する。
【００５９】
　次に、銀シンター接合材（図７の銀シンター接合材４３、４４参照）を用い、スイッチ
ング素子１ｉ及びダイオード１ｄを、アダプタ１０の素子接続部３１１、３２１に対して
、３００℃に加熱し、１０ＭＰａの荷重をかけながら１０分間かけて接合する。この接合
工程により、スイッチング素子１ｉのエミッタ電極１４ｅ及び信号電極１４ｓと、ダイオ
ード１ｄのカソード電極１４ｋは、それぞれ銀シンター接合材が硬化した銀シンター接合
部４１ｅ、４１ｓ、４１ｋを介して、対応するアダプタ１０の素子接続部３１１、３２１
に接合される。アダプタ１０とパワー半導体素子１とが接合したものを、半導体素子接合
体と呼ぶことにする。
【００６０】
　次に図８と同様に、セラミック基板２に対して半導体素子接合体を位置決めし、銀シン
ター接合材（図８の銀シンター接合材４５、４６、４７参照）を用いて、スイッチング素
子１ｉ及びダイオード１ｄの裏面及びアダプタ１０の基板接続部３１２、３２２を、３０
０℃に加熱し、１０ＭＰａの荷重をかけながら１０分間かけて接合する。図１２に示すよ
うに、この接合工程により、スイッチング素子１ｉの裏面電極（コレクタ電極１３）、ダ
イオード１ｄの裏面電極（アノード電極１５）、及びアダプタ１０の基板接続部３１２、
３２２は、それぞれ銀シンター接合材が硬化した銀シンター接合部４２ｃ、４２ａ、４２
ｅ、４２ｓを介してセラミック基板２の導体層２２ｃ、２２ｅ、２２ｓに接合される。
【００６１】
　次に図１２のように、アダプタ１０のワイヤ接続部３２３に、ワイヤ７１をワイヤボン
ダーを用いて接続し、アダプタ１０のワイヤ接続部３１３に、ワイヤ７をワイヤボンダー
を用いて接続する。ワイヤ７１は、例えば、アルミ製で、直径φ０.１５ｍｍである。ワ
イヤ７は、例えば、アルミ製で、直径φ０.４ｍｍである。その後、セラミック基板２を
放熱グリス５を用いて放熱フィン６に搭載して接着する。最後に、必要に応じて、ワイヤ
接続部３２３とワイヤ７１のワイヤボンド接合部やワイヤ接続部３１３とワイヤ７のワイ
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ヤボンド接合部などが浸かるようにゲル（シリコーン樹脂）やポッティング封止樹脂（エ
ポキシ）などで封止する。
【００６２】
　パワーモジュール１００の発熱状態を、評価サンプルを用いて測定した。発熱状態は、
サーモビューアを用いて測定した。図１４は図１２のパワーモジュールを評価するサンプ
ルの断面模式図であり、図１５は図１４のサンプルの測定結果を示す図である。図１４に
示すように、スイッチング素子１ｉの信号電極１４ｓをワイヤ７１によって接続した温度
測定サンプル１０１を作製した。図１５に示したサーモビューアでの観察結果は、スイッ
チング素子１ｉの温度が約１３０℃になるように電流を流した状態で観察したものである
。なお、図１５の観察結果は、見易くするために、代表的な温度境界を示したものでる。
【００６３】
　図１５では、主電極配線部材３１、ワイヤ接続部３１３、ワイヤ接続部３１３に繋がる
基板接続部３１２、ダイオード１ｄの素子接続部３１１ｄ、スイッチング素子１ｉの素子
接続部３１１ｉの配置位置を追記した。主電極配線部材３１の配置位置を一点鎖線で示し
た。また、図１５では、代表的な温度境界を、破線１０２、１０３、１０４、及び点線１
０５、１０８で示した。破線１０２、１０３、１０４は、９５℃の境界であり、点線１０
５は１２０℃の境界であり、点線１０８は７５℃の境界である。図１５では、破線１０２
、１０３、１０４や点線１０５、１０８で区切られた温度領域Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、
Ｓ５を示した。温度領域Ｓ１は７５℃以下であり、温度領域Ｓ２は７５度以上８０以下で
ある。温度領域Ｓ３は８０度以上９５以下であり、温度領域Ｓ４は９５度以上１２０度以
下である。温度領域Ｓ５は、１２０度以上である。素子接続部３１１ｉの下側部分（斜線
のパターン部分）が約１３０℃である。
【００６４】
　図１５に示すように、主電極配線部材３１において、スイッチング素子１ｉの素子接続
部３１１ｉから遠ざかり、基板接続部３１２に近づくにつれて配線部材温度は低下し、ワ
イヤ接続部３１３付近では８０℃にまで下がっていることが分かった。
【００６５】
　実施の形態４のパワーモジュール１００は、パワー半導体素子であるスイッチング素子
１ｉ及びダイオード１ｄの表面主電極に接続された主電極配線部材３１及び信号配線部材
３２がセラミック基板２に接続する基板接続部３１２、３２２を有するので、基板接続部
３１２、３２２で回路基板であるセラミック基板２に対して放熱を行うことができ、ワイ
ヤ接続部３１３、３２３の表面温度をスイッチング素子１ｉ及びダイオード１ｄの素子温
度よりも十分に低くすることができる。実施の形態４のパワーモジュール１００は、ワイ
ヤ接続部３１３、３２３がパワー半導体素子１の動作温度よりも十分に低温であるため、
接続材であるワイヤ７、７１がアルミ製であっても高温動作が可能で、信頼性の向上が可
能となる。
【００６６】
　実施の形態４のパワーモジュール１００は、実施の形態１のパワーモジュール１００と
は、パワー半導体素子１が２つ搭載され、１つの主電極配線部材３１で２つのパワー半導
体素子１の表面主電極に接続している点で異なっている。したがって、実施の形態４のパ
ワーモジュール１００は、実施の形態１のパワーモジュール１００と同様の効果を奏する
。
【００６７】
　実施の形態４のパワーモジュール１００は、スイッチング素子１ｉ及びダイオード１ｄ
の表面主電極を１つの主電極配線部材３１で接続するので、スイッチング素子１ｉ及びダ
イオード１ｄに個別に主電極配線部材３１を接続するモジュールよりも、小型にすること
ができる。また、実施の形態４のパワーモジュール１００は、スイッチング素子１ｉ及び
ダイオード１ｄの表面主電極を１つの主電極配線部材３１で接続するので、スイッチング
素子１ｉとダイオード１ｄとを最短でかつ低抵抗に接続でき、パワーモジュールの特性改
善ができる。
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【００６８】
　ここでは、セラミック基板２のセラミック基材２１がＡｌＮ製である例で説明したが、
ＳＮ（窒化ケイ素）製やアルミナ製であってもよい。この場合でもＡｌＮ製のセラミック
基材２１と同様の効果が得られる。セラミック基板２の導体層２２、２３についても、銅
に限定する必要はなく、アルミであっても構わない。また金属板に樹脂絶縁層を積層した
金属基板を、セラミック基板２に替えて用いることも可能である。
【００６９】
　また、ここでは主電極配線部材３１や信号配線部材３２が、銅製のリードフレームを打
ち抜いて形成された例で説明した。主電極配線部材３１や信号配線部材３２の材料は銅に
限定する必要はなく、スイッチング素子１ｉ及びダイオード１ｄやセラミック基板２の熱
膨張係数に近いコバール（Ｋｏｖａｒ）や、４２アロイ（４２Ａｌｌｏｙ）でもよく、ま
たＣＩＣクラッド材を用いてもよい。主電極配線部材３１や信号配線部材３２がスイッチ
ング素子１ｉ及びダイオード１ｄやセラミック基板２の熱膨張係数に近い材料で形成され
た場合には、銀シンター接合部４１、４２にかかる熱応力を低減することが可能となる。
銅の主電極配線部材３１や信号配線部材３２の場合に、主電極配線部材３１や信号配線部
材３２にスリットや開口部を形成することで、パワーモジュール１００は、主電極配線部
材３１や信号配線部材３２の剛性を低減して、銀シンター接合部４１、４２などの接合部
にかかる応力を低減することが可能となる。また、ワイヤ接続部３１３が素子接続部３１
１及び基板接続部３１２が配置された面と逆側である逆側面に形成された例で説明したが
、ワイヤ接続部３１３は、主電極配線部材３１の端部を折り返して、素子接続部３１１及
び基板接続部３１２が形成された面を上面とした部分に形成してもよい。
【００７０】
　また、ここでは主電極配線部材３１や信号配線部材３２などの配線部材とスイッチング
素子１ｉ及びダイオード１ｄやセラミック基板２との接合に銀シンター接合材を用いた例
で説明したが、必要とするパワーモジュール１００の耐熱温度があまり高くない場合には
、スズ基はんだを用いて接合しても構わない。必要とするパワーモジュール１００の耐熱
温度が高い場合には、ビスマス基はんだ（融点２７０℃）や金スズはんだ（融点２８０℃
）を用いて接合しても構わない。さらに、等温凝固によって接合温度より高い耐熱性を示
す、銅粉入りスズペースト（弘輝製Ａ－ＦＡＰなど）を、接合材として用いることでも高
い耐熱性を得ることができる。
【００７１】
　また、ここではアダプタ１０がインサートモールド工法を用いて作成される例を説明し
た。インサートモールド工法における封止樹脂８は、インサートモールド樹脂である。そ
して、インサートモールド樹脂としてＰＰＳ（熱軟化温度２８０℃）を用いた例で説明し
たが、ＰＰＳに限定する必要はなく、インサートモールド樹脂としてＬＣＰ８の液晶ポリ
マー（熱軟化温度３４０℃以上）を用いることも可能である。インサートモールド樹脂と
して、ＰＰＳ以外にＬＣＰ８を選択可能なので、上記接合材（銀シンター接合材、スズ基
はんだ、ビスマス基はんだ、金スズはんだ、銅粉入りスズペースト）の選択自由度が増す
。
【００７２】
　さらに、封止樹脂８が熱可塑性インサートモールド樹脂の場合には、インサートモール
ド樹脂を主電極配線部材３１や信号配線部材３２などの金属配線部材やスイッチング素子
１ｉ及びダイオード１ｄ上に溶け広がり、封止材として機能させることも可能である。す
なわち、セラミック基板２にアダプタ１０及びパワー半導体素子１を接合させた後に、イ
ンサートモールド樹脂が軟化する温度まで加熱することで、インサートモールド樹脂が熱
軟化して主電極配線部材３１や信号配線部材３２などの金属配線部材やスイッチング素子
１ｉ及びダイオード１ｄ上に溶け広がり、封止材として機能させることができる。この場
合、主電極配線部材３１や信号配線部材３２などの金属配線部材を封止している封止樹脂
８が熱可塑性インサートモールド樹脂なので、アダプタ１０及びスイッチング素子１ｉ及
びダイオード１ｄをセラミック基板２に接合する銀シンター接合工程と、アダプタ１０と
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セラミック基板２との間に隙間を封止する封止工程を同時に行うことができる。
【００７３】
　また、ここではアダプタ１０のワイヤ接続部３１３、３２３と図示しない外部電極との
接続として、アルミ製のワイヤを用いた例で説明したが、他の接続材を用いることもでき
る。他の接続材としては、アルミ合金ワイヤや銅ワイヤ、あるいはアルミリボンや銅リボ
ンを用いてもよく、銅板バスバーを超音波接合したり、銅板バスバーをスポット溶接や摩
擦撹拌接合等によっても良好な接合を行うことが可能となる。
【００７４】
実施の形態５．
　図１６は、本発明の実施の形態５によるパワーモジュールの断面模式図である。実施の
形態５のパワーモジュール１００は、銀シンター接合部４１、４２が隙間封止材８１によ
り覆われた点で、実施の形態１のパワーモジュール１００と異なる。実施の形態１で説明
したように、パワー半導体素子１をアダプタ１０及びセラミック基板２に銀シンター接合
部４１、４２を介して接合した後に、セラミック基板２を放熱グリス５を用いて放熱フィ
ン６に搭載して接着する。最後に、必要に応じて、ワイヤ接続部３２３とワイヤ７１のワ
イヤボンド接合部やワイヤ接続部３１３とワイヤ７のワイヤボンド接合部などが浸かるよ
うにゲル（シリコーン樹脂）やポッティング封止樹脂（エポキシ）などで封止する。この
際、ゲルやポッティング封止樹脂は、アダプタ１０におけるセラミック基板２と対向する
対向部からセラミック基板２から離れる方向に延伸する外周部と、セラミック基板２にお
けるアダプタ１０の外周部周辺とをも同時に被覆している。
【００７５】
　アダプタ１０の外周部とセラミック基板２におけるアダプタ１０の外周部周辺とが被覆
されると共に、ワイヤ接続部３２３とワイヤ７１のワイヤボンド接合部やワイヤ接続部３
１３とワイヤ７のワイヤボンド接合部などが浸かるように、ゲルやポッティング封止樹脂
などで封止する場合には、隙間封止材８１はゲルやポッティング封止樹脂よりも耐熱性（
熱軟化温度）が高い封止材料、例えばポリイミド樹脂や低温焼成ガラスペーストを用いる
ことが望ましい。実施の形態５のパワーモジュール１００は、銀シンター接合部４１、４
２が、ゲルやポッティング封止樹脂よりも耐熱性（熱軟化温度）が高い隙間封止材８１に
より被覆され、パワー半導体素子１と主電極配線部材３１及び信号配線部材３２との隙間
が封止されるので、高温動作するパワー半導体素子１をゲルやポッティング封止樹脂に直
接接触させないようにでき、さらなる耐熱性を確保することが可能となる。なお、銀シン
ター接合部４１、４２を隙間封止材８１により覆う方法は、実施の形態２～４のパワーモ
ジュール１００にも適用できる。
【００７６】
　なお、実施の形態１～５では、パワー半導体素子１は、シリコンウエハを基材とした一
般的な素子（Ｓｉ製の素子）でもよいが、本発明においては炭化ケイ素（ＳｉＣ）や窒化
ガリウム（ＧａＮ）系材料、またはダイヤモンドといったシリコンと較べてバンドギャッ
プが広い、いわゆるワイドバンドギャップ半導体材料を適用できる。パワー半導体素子１
は、ダイオードや、ＩＧＢＴに限らず、ＭＯＳＦＥＴ（Metal　Oxide　Semiconductor　F
ield-Effect-Transistor）のようなスイッチング素子を搭載することができる。例えば、
スイッチング素子として機能するパワー半導体素子１や、整流素子として機能するパワー
半導体素子１に、炭化ケイ素（ＳｉＣ）や窒化ガリウム（ＧａＮ）系材料又はダイヤモン
ドを用いた場合、従来から用いられてきたシリコン（Ｓｉ）で形成された素子よりも電力
損失が低いため、パワーモジュール１００の高効率化が可能となる。また、耐電圧性が高
く、許容電流密度も高いため、パワーモジュール１００の小型化が可能となる。さらにワ
イドバンドギャップ半導体素子は、耐熱性が高いので、高温動作が可能であり、放熱フィ
ン６の小型化や、水冷部の空冷化も可能となるので、放熱フィン６を備えたパワーモジュ
ール１００の一層の小型化が可能になる。
【００７７】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を組み合わせたり、各実施
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の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【００７８】
　１…パワー半導体素子、１ｄ…ダイオード、１ｉ…スイッチング素子、２…セラミック
基板（回路基板）、７…ワイヤ（接続材）、８…封止樹脂、１０…アダプタ、１３…コレ
クタ電極（裏面主電極）、１４ｅ…エミッタ電極（表面主電極）、１４ｓ…信号電極（表
面信号電極）、１４ｋ…カソード電極（表面主電極）、２２…導体層、２２ｃ…導体層、
３１…主電極配線部材、３２…信号配線部材、３３…主電極配線部材（裏面主電極配線部
材）、３９…開口部、８１…隙間封止材、１００…パワーモジュール、３１１…素子接続
部、３１２…基板接続部、３１３…ワイヤ接続部（接続材接続部）、３２１…素子接続部
（素子信号接続部）、３２２…基板接続部（基板信号接続部）、３２３…ワイヤ接続部（
接続材信号接続部）、３３３…ワイヤ接続部（接続材接続部）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月7日(2017.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板に搭載されたパワー半導体素子と、前記パワー半導体素子の表面主電極に接続
されたアダプタを備えたパワーモジュールであって、
前記アダプタは、前記パワー半導体素子の前記表面主電極に接続された主電極配線部材を
備え、
前記主電極配線部材は、前記パワー半導体素子の前記表面主電極に接続された素子接続部
と、前記素子接続部の外側に配置されると共に前記回路基板に接続された基板接続部と、
前記素子接続部の外側に配置されると共に外部電極に接続材を介して接続する接続材接続
部を備え、
前記主電極配線部材は、前記素子接続部が配置された面と逆側である逆側面が樹脂により
被覆されており、
前記主電極配線部材の前記素子接続部は隙間封止材により被覆されており、
前記アダプタにおける前記回路基板と対向する対向部から前記回路基板から離れる方向に
延伸する外周部と、前記回路基板とが外周部の封止材により被覆されており、
前記隙間封止材は、前記外周部の封止材よりも耐熱性が高いことを特徴とするパワーモジ
ュール。
【請求項２】
　前記主電極配線部材の前記接続材接続部は、前記回路基板と実質的に平行に配置された
ことを特徴とする請求項１記載のパワーモジュール。
【請求項３】
　前記主電極配線部材の前記接続材接続部は、前記素子接続部の逆側面と同じ高さに、又
は前記素子接続部の逆側面よりも低い高さに配置されたことを特徴とする請求項１または
２に記載のパワーモジュール。
【請求項４】
　前記アダプタは、前記パワー半導体素子の表面信号電極に接続された信号配線部材を備
え、
前記信号配線部材は、前記パワー半導体素子の前記表面信号電極に接続された素子信号接
続部と、前記素子信号接続部の外側に配置されると共に前記回路基板に接続された基板信
号接続部と、前記素子信号接続部及び前記基板信号接続部が配置された面と逆側である逆
側面に、前記素子信号接続部の外側に配置されると共に外部電極に接続材を介して接続す
る接続材信号接続部を備え、
前記信号配線部材は、前記素子信号接続部が配置された面と逆側である逆側面が前記樹脂
により被覆されており、
前記信号配線部材の前記素子信号接続部は前記隙間封止材により被覆されていることを特
徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のパワーモジュール。
【請求項５】
　前記回路基板は、前記パワー半導体素子の裏面主電極に接続された導体層を備え、
前記アダプタは、前記導体層を介して前記パワー半導体素子の前記裏面主電極に接続され
た裏面主電極配線部材を備え、
前記裏面主電極配線部材は、前記導体層に対する接続面と逆側である逆側面に、外部電極
に接続材を介して接続する接続材接続部を備え、
前記裏面主電極配線部材は、前記導体層に対する接続面と逆側である逆側面の一部が前記
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樹脂により被覆されたことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のパワーモ
ジュール。
【請求項６】
　前記回路基板は、前記パワー半導体素子の裏面主電極に接続された導体層を備え、
前記アダプタは、前記導体層を介して前記パワー半導体素子の前記裏面主電極に接続され
た裏面主電極配線部材を備え、
前記裏面主電極配線部材は、前記導体層に対する接続面と逆側である逆側面に、外部電極
に接続材を介して接続する接続材接続部を備え、
前記裏面主電極配線部材は、前記導体層に対する接続面と逆側である逆側面の一部が前記
樹脂により被覆されたことを特徴とする請求項４記載のパワーモジュール。
【請求項７】
　前記パワー半導体素子であるスイッチング素子及びダイオードが前記回路基板に搭載さ
れ、
前記アダプタの前記主電極配線部材は、前記主電極配線部材が前記スイッチング素子及び
前記ダイオードの各表面主電極に接続されたことを特徴とする請求項１から６のいずれか
１項に記載のパワーモジュール。
【請求項８】
　前記アダプタは、インサートモールド工法により熱可塑性インサートモールド樹脂で一
部が被覆されたアダプタであり、
前記樹脂は、前記熱可塑性インサートモールド樹脂であり、
前記パワー半導体素子は、軟化した前記熱可塑性インサートモールド樹脂により被覆され
たことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載のパワーモジュール。
【請求項９】
　前記パワー半導体素子は、前記表面主電極よりも小電流が流れる表面信号電極を備え、
前記表面信号電極の上方に、前記表面信号電極から前記表面信号電極に接続する接続材が
配置される開口部を備えたことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のパワ
ーモジュール。
【請求項１０】
　前記接続材は、アルミ又は銅製の、ワイヤ又はリボンであることを特徴とする請求項１
から９のいずれか１項に記載のパワーモジュール。
【請求項１１】
　前記パワー半導体素子は、ワイドバンドギャップ半導体材料により形成されていること
を特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載のパワーモジュール。
【請求項１２】
　前記ワイドバンドギャップ半導体材料は、炭化ケイ素、窒化ガリウム系材料、またはダ
イヤモンドのうちのいずれかであることを特徴とする請求項１１記載のパワーモジュール
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明のパワーモジュールは、回路基板に搭載されたパワー半導体素子と、パワー半導
体素子の表面主電極に接続されたアダプタを備え、アダプタは、パワー半導体素子の表面
主電極に接続された主電極配線部材を備え、主電極配線部材は、パワー半導体素子の表面
主電極に接続された素子接続部と、素子接続部の外側に配置されると共に回路基板に接続
された基板接続部と、素子接続部の外側に配置されると共に外部電極に接続材を介して接
続する接続材接続部を備えることを特徴とする。本発明のパワーモジュールは、さらに、
主電極配線部材が、素子接続部が配置された面と逆側である逆側面が樹脂により被覆され
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ており、主電極配線部材の素子接続部が隙間封止材により被覆されており、アダプタにお
ける回路基板と対向する対向部から回路基板から離れる方向に延伸する外周部と、回路基
板とが外周部の封止材により被覆されており、隙間封止材は外周部の封止材よりも耐熱性
が高いことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明のパワーモジュールは、パワー半導体素子の表面主電極に接続されたアダプタの
主電極配線部材が、素子接続部及び基板接続部の外側に、外部電極に接続材を介して接続
する接続材接続部を備え、主電極配線部材の素子接続部が被覆されている隙間封止材は、
回路基板とアダプタの外周部とが被覆されている封止材よりも耐熱性が高いので、外部端
子部品である外部電極とパワー半導体素子の表面電極とを回路基板の導体層を中継するこ
となく接続でき、外部端子部品と接続する接続材がはんだやアルミ製であっても高温動作
が可能で、信頼性を高めることができる。
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