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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基体と、
　該絶縁基体の主面に接合されており、複数の金属部が順次積層されてなる金属板とを備
えており、
　該金属板は、最も前記絶縁基体側に位置する第１金属部、および該第１金属部の上部に
位置する第２金属部を有し、
　該第２金属部の下面は、該第２金属部の直下に位置する金属部と接する第１領域と、前
記第２金属部の直下に位置する金属部と接さない第２領域とを有しており、
前記金属板が、複数の第２金属部を有している
回路基板。
【請求項２】
　前記第２金属部が、前記金属板の最上部に位置する金属部である
　請求項１に記載の回路基板。
【請求項３】
　前記第２金属部は、上面視において、前記絶縁基体の外縁より外側まで延びている
　請求項１または請求項２に記載の回路基板。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つに記載の回路基板と、
　前記金属板の上面に搭載された電子部品と、
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を有する
電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板、および、この回路基板に電子部品が搭載されて成る電子装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パワーモジュールまたはスイッチングモジュール等の例えばＩＧＢＴ（Insulated Gate
 Bipolar Transistor）などの電子部品が搭載された電子装置に用いられる回路基板とし
て、セラミック基板に例えば銅またはアルミニウム等からなる金属板が接合されたものが
用いられる。電子部品は、金属板に搭載され、例えばボンディングワイヤによって他の金
属板に電気的に接続される。
【０００３】
　金属板としては、電気抵抗（抵抗率）が小さい銅またはアルミニウムを主成分としたも
のが用いられている。また、他の金属板の例としては、銅またはアルミニウムから成る金
属部と、この上に配置されたモリブデン等からなる他の金属部を含むものが挙げられる。
この構成によれば、銅またはアルミニウムから成る金属部と絶縁基体との熱膨張係数の差
に起因した熱応力による絶縁基体の機械的な破壊を抑制することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－061869号公報
【特許文献２】特開平11－150217号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来技術の回路基板においては、金属板に搭載された電子部品から
熱が発生した場合に、絶縁基体と、この絶縁基体の主面に接合された金属部との熱膨張係
数の差に起因した熱応力によって、絶縁基体から金属部が剥離してしまう可能性があると
いう問題点があった。
【０００６】
　本発明の目的は、前記の問題を鑑みて、金属板と絶縁基体との間における熱応力を軽減
し、金属板の絶縁基体からの剥離を防止した信頼性の高い回路基板および電子装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一つの態様の回路基板は、絶縁基体と、該絶縁基体の主面に接合されており、
複数の金属部が順次積層されてなる金属板とを備えており、該金属板は、最も前記絶縁基
体側に位置する第１金属部、および該第１金属部の上部に位置する第２金属部を有し、該
第２金属部の下面は、該第２金属部の直下に位置する金属部と接する第１領域と、前記第
２金属部の直下に位置する金属部と接さない第２領域とを有しており、前記金属板が、複
数の第２金属部を有している。
【０００８】
　本発明の一つの態様の電子装置は、上述の回路基板と、前記金属板の上面に搭載された
電子部品と、を有する電子装置。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一つの態様による回路基板によれば、第２金属部の下面は、第２金属部の直下
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に位置する金属部と接する第１領域と、第２金属部と直下に位置する金属部とが接さない
第２領域とを有していることから、金属板に搭載された電子部品から熱が発生した場合で
あっても、第２金属部は、直下に位置する金属部と接していない第２領域から、電子部品
から伝わった熱を外気に効率的に放熱させることができる。従って、金属板と絶縁基体と
の熱膨張係数の差に起因する熱応力を軽減することができる。
【００１０】
　本発明の一つの態様による電子装置によれば、電子部品から熱が発生した熱を効率的に
放熱することができ、金属板と絶縁基体との間における熱応力を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（ａ）は、本発明の実施形態の電子装置を示す断面図であり、（ｂ）は、本発明
の実施形態の電子装置の他の例を示す断面図である。
【図２】（ａ）、（ｂ）ともに、本発明の実施形態の回路基板の他の例を示す断面図であ
る。
【図３】本発明の実施形態の電子装置の他の例を示す断面図である。
【図４】本発明の実施形態の電子装置の他の例を示す断面図である。
【図５】（ａ）は、本発明の実施形態の電子装置の他の例を示す断面図であり、（ｂ）は
、（ａ）に示す電子装置の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態における回路基板および電子装置について説明
する。なお、図面において、回路基板および電子装置は、仮想のｘｙｚ空間内に設けられ
ており、ｘｙ平面上に載置されている。また、本実施形態における上方、上面、上部とは
仮想のｚ軸の正方向を示しており、下方、下面、下部とは仮想のｚ軸の負方向を示してい
る。
【００１３】
　図１に示す例においては、回路基板10は、絶縁基体11と、金属板12とを備えている。ま
た、図１に示す例において、電子装置13は、回路基板10と、電子部品５とを備えている。
【００１４】
　絶縁基体11は、その主面に金属板12が接合されている。絶縁基体11は、電気絶縁材料か
らなり、例えば、酸化アルミニウム質セラミックス，ムライト質セラミックス，炭化ケイ
素質セラミックス，窒化アルミニウム質セラミックス，または窒化ケイ素質セラミックス
等のセラミックスからなる。これらセラミック材料の中では放熱性に影響する熱伝導性の
点に関して、炭化ケイ素質セラミックス，窒化アルミニウム質セラミックス，または窒化
ケイ素質セラミックスが好ましく、強度の点に関して、窒化ケイ素質セラミックスまたは
炭化ケイ素質セラミックスが好ましい。
【００１５】
　絶縁基体11が窒化ケイ素質セラミックスのように比較的強度の高いセラミック材料から
なる場合、より厚みの大きい金属板12を用いたとしても絶縁基体11にクラックが入る可能
性が低減されるので、小型化を図りつつより大きな電流を流すことができる回路基板を実
現することができる。
【００１６】
　絶縁基体11の厚みは、薄い方が熱伝導性の点ではよく、例えば約0.1ｍｍ～１ｍｍであ
り、回路基板10の大きさまたは用いる材料の熱伝導率または強度に応じて選択すればよい
。
【００１７】
　絶縁基体11は、例えば窒化ケイ素質セラミックスからなる場合であれば、窒化ケイ素，
酸化アルミニウム，酸化マグネシウム，および酸化イットリウム等の原料粉末に適当な有
機バインダー，可塑剤，および溶剤を添加混合して泥漿物に従来周知のドクターブレード
法またはカレンダーロール法を採用することによってセラミックグリーンシート（セラミ
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ック生シート）を形成し、次にこのセラミックグリーンシートに適当な打ち抜き加工等を
施して所定形状となすとともに、必要に応じて複数枚を積層して成形体となし、しかる後
、これを窒化雰囲気等の非酸化性雰囲気にて1600～2000℃の温度で焼成することによって
製作される。
【００１８】
　金属板12は、絶縁基体11の主面に接合されており、複数の金属部１、２が順次積層され
て成っている。この金属板12は、最も絶縁基体11側に位置する第１金属部１、および第１
金属部１の上部に位置する第２金属部２を有する。図１に示す例においては、第１金属部
１の上に直接第２金属部２が設けられているが、第１金属部１と第２金属部２との間には
、他の金属部が設けられていても良い。
【００１９】
　図１に示す例において、一方の金属板12の上面には電子部品５が実装されており、この
電子部品５は、他方の金属板12に導電性接続材７（ボンディングワイヤ）によって接続さ
れている。このように、図１に示す例において、金属板12は、回路導体として機能してい
る。また、金属板12は、回路導体に限らず、回路基板10に搭載される電子部品５のマウン
ト用の金属部材、接地導体用の金属部材または放熱板等としても用いることができる。ま
た、このように、金属板12は、例えば数十Ａ程度の比較的大きな電流を通電するための導
電路、または放熱材として、セラミックス等からなる絶縁基体11に接合されて用いられる
。なお、電子装置13においては、大電流が通電される電子部品５が発熱源になっている。
【００２０】
　図１に示す例においては、第１金属部１は、絶縁基体11と第２金属部２との間に設けら
れている。第１の金属部１の厚みは、５～300μｍ程度である。
【００２１】
　金属板１２は、電気抵抗が低く高熱伝導性を有する金属部と、熱膨張係数の低い金属部
との組み合わせから成ることが好ましい。このような金属部の組み合わせによって、金属
板１２は電気抵抗の低い回路導体として機能し、また、回路基板１０は放熱効率の高い放
熱基板として機能し、かつ金属板１２の熱膨張が抑制されて絶縁基体１１との接合信頼性
の高い回路基板１０を提供することができる。
【００２２】
　電気抵抗が低く高熱伝導性を有する金属部としては、例えば、銅もしくはアルミニウム
、または銅もしくはアルミニウムを主成分とする合金材料を用いればよいが、放熱性の観
点から、高熱伝導率の金属材料である銅（Ｃｕ）が好適に用いられる（Ｃｕの熱伝導率：
395Ｗ／ｍ・Ｋ）。
【００２３】
　熱膨張係数の低い金属部としては、例えば、例えば、Ｃｕよりも熱膨張係数の小さいモ
リブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、またはＩｎｖａｒ（インバー）等の鉄－ニッケ
ル（Ｆｅ－Ｎｉ）合金等の金属材料を用いればよい。
【００２４】
　図１に示す例においては、第１金属部１として、熱膨張係数の低い金属が用いられてお
り、第２金属部として、電気抵抗が低く高熱伝導性を有する金属が用いられている。また
、後述するが、図２で示す例においては、第１金属部１および第２金属部２として、電気
抵抗が低く高熱伝導性を有する金属が用いられており、第３金属部３として、熱膨張係数
の低い金属が用いられている。
【００２５】
　第１金属部１として上述したような材料（Ｍｏ，Ｗ，Ｉｎｖａｒ，Ｆｅ－Ｎｉ合金等）
を用いた場合、これらの材料は、セラミックス等からなる絶縁基体11に比べてヤング率が
小さく、靭性が大きいので、これらの材料を第１金属部１として用いることによって、第
１金属部１自体の変形によって第１金属部１の熱応力が緩和され得る。そのため、第１金
属部１内におけるクラック等の機械的な破壊も効果的に抑制される。
【００２６】
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　また、第１金属部１は、絶縁基体11より熱膨張率が大きく、かつ、第２金属部２より熱
膨張率が小さい金属材料を使用することが好ましい。このような構成によれば、絶縁基体
11および第２金属部２の熱膨張率の差が大きい場合であっても、両部材間に第１金属部１
が介在しているので、両部材間の熱膨張率の差に起因する熱応力を第１金属部１で緩和す
ることができる。従って、金属板12の変形および剥離を抑制することができる。
【００２７】
　図１に示す例においては、第１金属部１の絶縁基体11への接合は、例えばろう材（不図
示）が用いられる。ろう材は、例えば、銀、スズおよびインジウムを含有する金属材料に
よって形成されている。ろう材の厚みは、例えば約５～100μｍ程度であればよい。
【００２８】
　ろう材のより詳細な組成としては、例えば、銀が30～50質量％、スズが１～40質量％お
よびインジウムが１～５質量％程度である。より具体的な例としては、銀が41.69質量％
、スズが37質量％およびインジウムが３質量％である。
【００２９】
　ろう材は、銀、スズおよびインジウム以外に、１～20質量％程度の他の金属材料、また
は第１金属部１の成分を含有していても構わない。
【００３０】
　また、ろう材は、チタン、ハフニウムおよびジルコニウムのうち少なくとも１種の金属
材料をさらに含有していることが好ましい。この場合には、活性金属材料であるチタン等
の金属材料が第１金属部１および絶縁基体11に対して強固に接合される。この活性金属を
介して第１金属部が絶縁基体11に強固に接合される。
【００３１】
　図１に示す例においては、第２金属部２は、第１金属部１の上面に設けられている。こ
の第２金属部２は、金属板１２の最上部に位置している。第２金属部２の第１金属部１へ
の接合には、例えば、ろう材による接合または、冷間圧延法が用いられる。ここで用いら
れるろう材は、前述したものと同様である。
【００３２】
　第２金属部２の下面は、第２金属部２の直下に位置する金属部（第１金属部１）と接す
る第１領域２Ａと、第２金属部２の直下に位置する金属部（第１金属部１）と接さない第
２領域２Ｂとを有している。図１に示す例においては、第２金属部２の直下に位置する金
属部とは、第１金属部１に相当する。
【００３３】
　このような構成により、第２金属部２は、直下に位置する金属部（第１金属部１）と接
していない第２領域２Ｂから、金属板12内部の熱を外気に放熱させることができる。従っ
て、金属板12と絶縁基体11との熱膨張係数の差に起因する熱応力を軽減することができる
。
【００３４】
　また、第２金属部２が第１金属部１と接合する面積が小さくなるため、第２金属部と第
１金属部１との間の熱膨張係数の差に起因する熱応力や冷熱ストレスが大幅に低減される
。これによって、金属板12内部における、第２金属部と第１金属部１との間における熱膨
張係数の差に起因する熱応力をも軽減することができる。
【００３５】
　図１に示す例においては、第２金属部２として、電気抵抗が低く高熱伝導性を有する金
属材料を用いた場合、電子部品５で発生した熱の放熱効率がさらに高まるので好ましい。
【００３６】
　また、第２金属部２に用いられる金属材料の一例である銅は、例えば無酸素銅である。
第２金属部２の材料として無酸素銅を用いると、後述するように金属板12と絶縁基体11と
を接合する際に、銅の表面が銅中に存在する酸素によって酸化されることが低減されると
ともに、接合材６（後述）との濡れ性が良好となるので、金属板12と絶縁基体11との接合
強度が向上される。
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【００３７】
　Ｃｕから成る第２金属部２は、Ｃｕのインゴット（塊）に圧延加工法または打ち抜き加
工法等の機械的加工、またはエッチング等の化学的加工のような金属加工法を施すことに
よって、例えば厚さが10～300μｍの平板状で所定パターンとなるよう形成される。
【００３８】
　また、図１に示す例の回路基板10の第２金属部２上には電子部品５が搭載される。図１
に示す例においては、電子部品５は、一方の金属板12上に接合材６によって接合され、他
方の金属板12上にボンディングワイヤ等の導電性接続材７を介して接続されている。
【００３９】
　図１（ａ）に示す例においては、電子部品５は、第２金属部２上面であって第１領域２
Ａの上部に設けられている。この場合には、第１領域２Ａは、第１金属部１によって支持
されているので電子部品５を安定した箇所に載置することができる。
【００４０】
　また、図１（ｂ）に示す例においては、電子部品５は、第２金属部２上面であって第２
領域２Ｂの上部に設けられている。この場合には、電子部品５が発熱した場合であっても
、熱が第１金属部１を介して絶縁基体１１に伝わる前に、電子部品５での発生熱を第２領
域２Ｂから大量に放熱することができる。
【００４１】
　電子部品５が搭載された金属板12と、導電性接続材７が搭載された金属板12とは、それ
ぞれ大電流が流れて熱が発生しやすくなるが、第２金属部２を有する金属板12がそれぞれ
放熱部としての役割を果たす。金属板12は回路導体として機能するとともに、電子部品５
と外部電気回路（図示せず）等とを電気的に接続する役割も果たす。
【００４２】
　電子部品５は、例えば、トランジスタ、ＣＰＵ（Central Processing Unit）用のＬＳ
Ｉ（Large Scale Integrated circuit）、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transisto
r）、またはＭＯＳ－ＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor - Field Effect Transistor）
等の半導体素子である。
【００４３】
　接合材６は、例えば、金属または導電性樹脂等からなる。接合材６は、例えば、半田、
金－スズ（Ａｕ－Ｓｎ）合金、またはスズ－銀－銅（Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ）合金等である。
【００４４】
　図２（ａ）に示す例において、図１に示す例と構造において異なる点は、第１金属部１
および第２金属部２の間に第３金属部３が設けられている点である。
【００４５】
　図２（ａ）に示す例においては、金属板12は、絶縁基体11の主面に接合されており、絶
縁基体11側から第１金属部１、第３金属部３および第２金属部２の順で順次積層されて成
っている。この金属板12は、最も絶縁基体11側に位置する第１金属部１、および第１金属
部１の上部に位置する第２金属部２を有する。また、前述したように、図２（ａ）に示す
例においては、第１金属部１および第２金属部２の間に第３金属部３が設けられている。
【００４６】
　図２（ａ）に示す例において、第１金属部１および第２金属部２の材料および厚みは、
図１に示す例に用いられる第２金属部２と同様である。また、図２（ａ）に示す例におい
て、第３金属部３の材料および厚みは、図１に示す例に用いられる第１金属部１と同様で
ある。
【００４７】
　また、図２（ｂ）に示す例において、図２（ａ）に示す例と異なる点は、第１金属部１
のｙ軸方向の寸法のみである。図２（ａ）に示す例においては、第１金属部１は、第３金
属部３と同じｙ軸方向の寸法であるが、図２（ｂ）に示す例のように、第１金属部１は、
第３金属部３と異なり、第３金属部３よりｙ軸方向に長くなっていてもよい。なお、第１
金属部１および第３金属部３のｘ軸方向の寸法についても、同じであるか異なっているか
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は特に限定されない。
【００４８】
　また、図２に示す例においては、第１金属部１の絶縁基体11への接合方法は、図１に示
す例と同様であり、第３金属部３の第１金属部１および第２金属部２への接合方法も、図
１に示す例における第２金属部２の第１金属部１への接合方法と同様である。
【００４９】
　また、図２に示す例においては、第３金属部３は、絶縁基体11より熱膨張率が大きく、
かつ、第２金属部２より熱膨張率が小さい金属材料を使用することが好ましい。このよう
な構成によれば、絶縁基体11および第２金属部２の熱膨張率の差が大きい場合であっても
、両部材間に第３金属部３が介在しているので、両部材間の熱膨張率の差に起因する熱応
力を第３金属部３で緩和することができる。従って、金属板12の変形および剥離を抑制す
ることができる。
【００５０】
　次に、本発明の回路基板10の製造方法について説明する。なお、ここでは、図２に示す
例の回路基板10の製造方法について説明する。
【００５１】
　（１）まず、金属板12を構成する各金属部１、２、３を所望の形状にパターニングする
。金属板12の具体的なパターニングの方法としては、例えば、マスキングを併用したエッ
チング加工が挙げられる。また、レーザー加工や打ち抜き加工を使用しても良い。第１金
属部１および第２金属部２としてＣｕが使用される場合には、第１金属部１および第２金
属部２用のエッチング液には塩化第二鉄を用いる。第３金属部３としてＭｏが使用される
場合には、第３金属部３用のエッチング液には濃硝酸、濃硫酸、水を、１：１：３の体積
割合で混合した酸化性酸性液を用いる。なお、第３金属部３としてＩｎｖａｒが使用され
る場合には、第３金属部３用のエッチング液には塩化第二鉄を用いる。なお、第３金属部
３がＷおよびＭｏの合金からなるときは、第３金属部３用のエッチング液にはフェリシア
ン酸塩を含むアルカリ溶液が使用される。
【００５２】
　（２）次に、パターニングされた各金属部１、２、３を絶縁基体11に接合する。この工
程においては、例えば、金属部１、２、３を互いに接合させた後、ろう材によって絶縁基
体11に接合すれば良い。金属部１、２、３は、例えば冷間圧延法により互いに接合される
。金属部１、２、３の接合体の下面にペースト状のろう材を塗布した後、その面を下にし
て絶縁基体11上に載置し、電気炉中で所定の温度で加熱した後冷却することによって金属
部１、２、３を絶縁基体11に接合する。
【００５３】
　第１金属部１と絶縁基体11とを接合するための金属材料（ろう材）としては、例えば、
融点が約600℃のものを用いる。融点の調整は、スズおよびインジウムの量を、ろう材の
主成分である銀の量に対して調整することによって行う。その場合の適した組成は前述し
た通りである。また、ろう材の加熱は、ろう材の融点より約50℃以上高い温度で行えばよ
い。また、ろう材の加熱温度を融点近傍に設定する場合は、熱処理の時間を１時間以上に
設定するとよい。
【００５４】
　なお、上記の工程において、金属部１、２、３は冷間圧延法ではなく、ろう材によって
互いに接合しても良い。その場合、第１金属部１と絶縁基体11を接合する金属材料（ろう
材）よりも融点の高いろう材を使用することが好ましい。この場合には、第１金属部１と
絶縁基体11を接合するため加熱している際であっても、金属部１、２、３同士を固定して
いるろう材が溶融しないので、金属部１、２、３同士の積層ずれや変形を抑えることがで
きる。
【００５５】
　なお、上記の工程では、予め接合した金属部１、２、３の接合体を、絶縁基体11に接合
するとしたが、金属部１、２、３同士の接合と、金属部１、２、３の絶縁基体11への接合
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とを、同時に行っても良い。この場合、ペースト状のろう材を、絶縁基体11と第１金属部
１との間、第１金属部と第３金属部３との間、および第２金属部２と第３金属部３との間
にそれぞれ配置し、各部材どうしを互いに仮固定しておき、その後、一体で加熱し冷却す
ることにより、各部材を接合する。この場合のろう材も、例えば上述した銀、スズおよび
インジウムを含むものを用いれば良い。
【００５６】
　なお、上述の工程では、予めパターニングした金属部１、２、３を絶縁基体11に接合す
る、として説明したが、絶縁基体11への接合を先に行ってからパターニングを行ってもよ
い。この場合には、金属部１、２、３だけでなく、第１金属部１と絶縁基体１１との間の
ろう材もエッチング除去しなければならない。よって、例えば、第１金属部１（Ｃｕ）お
よび第２金属部２（Ｃｕ）、第３金属部３（Ｍｏ）、ろう材の順で、エッチング液を変更
しながら順次各金属部をエッチング除去すればよい。なお、ろう材用のエッチング液とし
ては例えばフッ硝酸を使用する。なお、第１金属部、第２金属部２、第３金属部３同士が
ろう材によって接合されている場合には、これらのろう材についてもエッチング除去すれ
ばよい。
【００５７】
　なお、金属板12の表面に、導電性および耐食性が高くかつ接合材６との濡れ性が良好な
金属をめっき法により被着させておいてもよい。この場合には、金属板12と外部電気回路
および接合材７等との接合がより容易かつ強固なものとなり得る。また、金属板12と外部
電気回路等との間の電気的な接続をより良好なものとすることができる。
【００５８】
　めっき金属としては、例えばニッケル、コバルト、銅および金等の金属材料、またはこ
れらの金属材料を主成分とする合金材料が挙げられる。例えば、内部にリンを８～15質量
％含有するニッケル－リンのアモルファス合金のめっき層であれば、ニッケルめっき層の
表面酸化を抑制して接合材７等の濡れ性等を長く維持することができるので好ましい。ニ
ッケルに対するリンの含有量が８～15質量程度であると、ニッケル－リンのアモルファス
合金が形成されやすくなって、めっき層に対する接合材６等の接着強度を向上させること
ができる。このニッケルめっき層の厚みは、例えば1.5～10μｍ程度であればよい。
【００５９】
　図３に示す例において、図１（ａ）に示す例と異なる点は、絶縁基体11の他方の主面（
下面）にも金属板12が接合されている点である。なお、符号が同一の部材は、図１に示す
例と同様のものが用いられている。このような構成によって、絶縁基体11の下面および上
面それぞれにおける金属板12の熱膨張量が近似するので、絶縁基体11の下面および上面そ
れぞれにかかる熱応力も近似する。よって、絶縁基体11の反り量を低減することができる
。
【００６０】
　また、図３に示す例のように、絶縁基体11の上面の金属板12が第１金属部１と第２金属
部２とから成る場合、絶縁基体11の下面の金属板12もまた第１金属部１と第２金属部２と
から成ることが好ましい。このような構成によれば、絶縁基体11の上面と下面における金
属板12のそれぞれの熱膨張量を更に近似させることができる。
【００６１】
　また、図３に示す例のように、絶縁基体11の上面と下面における第１領域２Ａの位置お
よび大きさが左右対称であることが好ましい。このような構成によれば、第２金属部２の
熱膨張による応力を受ける領域が絶縁基体11の上面と下面において左右対称となるので、
絶縁基体11の反りをさらに低減できる。
【００６２】
　また、図３に示す例のように、絶縁基体11の上面と下面における金属板12は、第２領域
２Ｂの位置および大きさもまた左右対称であることが好ましい。このような構成によれば
、第２領域２Ｂからの放熱量も絶縁基体11の上面と下面で近似するので、絶縁基体11の反
りをさらに低減でできる。
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　また下面の金属板12は放熱板としても機能し、回路基板10の放熱性が向上する。また、
絶縁基体11の内部にビア導体を設け絶縁基体11の上面と下面で導通を取った場合には回路
導体としても使用される。
【００６４】
　なお、本発明の金属板等は上記実施の形態の例に限定されるものではなく、本発明の要
旨の範囲内であれば種々の変更は可能である。例えば、金属板12の第１金属部１と第２金
属部２の間にさらに他の金属部が積層されていてもよく、第２金属部の上部にさらに他の
金属部が積層されていてもよい。
【００６５】
　また、第２金属部２は、上面視において、絶縁基体１１の外縁より外側まで延びていて
も良い。この場合には、第２領域２Ｂの面積を大きく確保できるので放熱効率が向上する
だけでなく、延ばした第２金属部２の端部を、外部の電子機器への接続端子として機能さ
せることができる。
【００６６】
　また、図４に示す例のように、金属板１２は、複数の第２金属部２を有していても良い
。図４では、金属板１２は、２つの第２金属部２を有しており、双方とも第１金属部１の
上部に位置している。下方の第２金属部２は、第１金属部１および第３金属部３に挟まれ
るように設けられており、上方の第２金属部２は、第３金属部３の上表面に設けられてい
る。これら２つの第２金属部２は、それぞれ第２領域２Ｂを有しているので、金属板１２
は、２箇所の第２領域２Ｂからそれぞれ放熱することができるので放熱効率が高まり好ま
しい。なお、金属板１２は、３つ以上の第２金属部２を有していても良い。また、それに
合わせて第３金属部も複数設けられていてよい。
【００６７】
　図５に示す例のように、第２金属部２は、平板部２ａと、平板部２ａの先端部に設けら
れた複数の線状部２ｂを有する。このような線状部２ｂを有していることによって、外部
の装置に簡易に端子接続することができる。また、このような構成によれば、線状部２ｂ
からも放熱することができる。また、図５に示す例においては、これらの線状部２ｂが、
上方に折れ曲がっている。このような構成によれば、Ｚ方向の向きで外部の電子機器に端
子接続を行う場合に簡易に接続できる。また、このような構成によれば、回路基板の上方
の空間に放熱を行うことができるので放熱効率を更に高めることができる。
【符号の説明】
【００６８】
１・・・第１金属部
２・・・第２金属部
２Ａ・・・第１領域
２Ｂ・・・第２領域
３・・・第３金属部
５・・・電子部品
６・・・接合材
７・・・導電性接続材
10・・・回路基板
11・・・絶縁基体
12・・・金属板
13・・・電子装置
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