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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発熱体が実装された複数の回路基板を有する電子基板において、前記複数の回路基板の
内層に装着される冷却装置であって、
　前記冷却装置は、平板状の熱拡散部を有し、
　前記熱拡散部の表面に対向する前記複数の回路基板の内の第１回路基板は、前記熱拡散
部の表面に対向する第１回路実装面を有し、
　前記熱拡散部の裏面に対向する前記複数の回路基板の内の第２回路基板は、前記熱拡散
部の裏面に対向する第２回路実装面を有し、
　前記第１回路実装面は、前記熱拡散部の表面と熱的に接触する単数又は複数の第１発熱
体を実装し、
　前記第２回路実装面は、前記熱拡散部の裏面と熱的に接触する単数又は複数の第２発熱
体を実装し、
　前記第１回路基板および前記第２回路基板のそれぞれは、前記第１回路実装面および前
記第２回路実装面以外の露出面に発熱体を実装可能であり、
　前記熱拡散部は、内部に封止された冷媒の気化と凝縮によって、前記第１発熱体、前記
第２発熱体、前記第１回路基板および前記第２回路基板からの熱を拡散する、冷却装置。
【請求項２】
　前記熱拡散部は、前記第１回路基板および前記第２回路基板が発する熱を、前記表面お
よび前記裏面のそれぞれに熱的に接触する前記第１発熱体および前記第２発熱体のそれぞ
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れを介して、受熱して拡散する、請求項１記載の冷却装置。
【請求項３】
　前記熱拡散部は、前記発熱体の少なくとも一部と熱的接合材を介して熱的に接触する、
請求項１又は２記載の冷却装置。
【請求項４】
　前記熱拡散部は、
　上部板と、
　前記上部板と対向する下部板と、
　前記上部板と前記下部板との間に積層される単数または複数の中間板を備え、
　前記上部板、前記下部板および前記中間板の接合によって形成される内部空間に冷媒を
封止し、
　前記中間板は、蒸気拡散路と毛細管流路との少なくとも一部を形成する、請求項１から
３のいずれか記載の冷却装置。
【請求項５】
　前記中間板は、切り欠き部と内部貫通孔を有し、
　前記切り欠き部は、前記蒸気拡散路を形成し、前記内部貫通孔は、前記毛細管流路を形
成し、
　前記蒸気拡散路は、気化した冷媒を平面方向および垂直方向に拡散し、
　前記毛細管流路は、凝縮した冷媒を平面方向および垂直方向に還流させる、請求項４記
載の冷却装置。
【請求項６】
　前記中間板は複数であって、前記複数の中間板のそれぞれに設けられた前記内部貫通孔
同士は、それぞれの一部のみが重なって、前記内部貫通孔の平面方向の断面積よりも小さ
い断面積を有する毛細管流路が形成される、請求項５記載の冷却装置。
【請求項７】
　前記上部板および前記下部板のそれぞれは、前記毛細管流路および前記蒸気拡散路の少
なくとも一方と連通する凹部を更に備える、請求項４から６のいずれか記載の冷却装置。
【請求項８】
　前記熱拡散部の側面の少なくとも一部と熱的に接触する接続部材を更に備える、請求項
１から７のいずれか記載の冷却装置。
【請求項９】
　前記熱拡散部の側面、表面および裏面の少なくとも一部から延伸する延長板を更に備え
、前記接続部材は、前記延長板に装着される、請求項８記載の冷却装置。
【請求項１０】
　前記延長板は、前記熱拡散部からの熱を輸送および放散の少なくとも一方を行う、請求
項９記載の冷却装置。
【請求項１１】
　前記延長板は、前記電子基板の外部にまで延伸する、請求項９又は１０記載の冷却装置
。
【請求項１２】
　前記延長板が輸送した熱を放散する放熱部を更に備える、請求項９から１１のいずれか
記載の冷却装置。
【請求項１３】
　前記放熱部は、ヒートシンク、前記電子基板を格納する筐体、液冷ジャケット、放熱板
および冷却ファンの少なくとも一つである、請求項１２記載の冷却装置。
【請求項１４】
　前記延長板は、前記熱拡散部の側面の少なくとも一部に装着される装着部を備える板部
材である、請求項９から１３のいずれか記載の冷却装置。
【請求項１５】
　前記延長板は、前記上部板、前記下部板および前記中間板の少なくとも一つが、他より
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もその面積が大きいことで形成される、請求項９から１４のいずれか記載の冷却装置。
【請求項１６】
　前記熱拡散部は、前記第１回路実装面と前記第２回路実装面とを、電気的に接続するビ
アホールを更に備える、請求項１から１５のいずれか記載の冷却装置。
【請求項１７】
　前記ビアホールは、前記第１回路基板における前記第１回路実装面と逆側の実装面に実
装される発熱体と、前記第２回路基板における前記第２回路実装面と逆側の実装面に実装
される発熱体と、を電気的に接続できる、請求項１６記載の冷却装置。
【請求項１８】
　前記第１回路基板および前記第２回路基板に積層される第３回路基板を更に備え、前記
熱拡散部を間に挟まずに積層される複数の前記回路基板同士を貫通し、熱を伝導するサー
マルビアを更に備える、請求項１から１７のいずれか記載の冷却装置。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれか記載の冷却装置と、
　前記冷却装置に含まれる前記熱拡散部の表面が熱的に接触する第１回路実装面を有する
第１回路基板と、
　前記熱拡散部の裏面が熱的に接触する第２回路実装面を有する第２回路基板と、を備え
る電子基板。
【請求項２０】
　前記第１回路基板と前記第２回路基板とは、別体である請求項１９記載の電子基板。
【請求項２１】
　請求項１９又は２０記載の電子基板と、
　前記電子基板を実装する筐体と、
　前記電子基板への電力を供給する電力供給部と、を備える電子機器。
【請求項２２】
　前記電子機器は、ノートブックパソコン、デスクトップパソコン、サーバ機器、携帯端
末、携帯電話機および車載電子端末のいずれかである請求項２１記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子基板に接触し、電子基板および電子基板に実装される発熱体を冷却する
冷却装置、およびこの冷却装置を備える電子基板、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器、産業機器および自動車などには、半導体集積回路、ＬＥＤ素子、パワーデバ
イスなどの発熱性の高い素子や電子部品が使用されている。
【０００３】
　素子や電子部品は、その発熱が一定温度以上となると、動作保証ができなくなる問題も
あり、他の部品や筐体へ悪影響を及ぼし、結果として電子機器や産業機器そのものの性能
劣化を引き起こす可能性がある。発熱を引き起こすこれらの素子や電子部品は、電子基板
に実装されていることがほとんどである。
【０００４】
　このような発熱体の冷却のために、複数のフィンを有するヒートシンクが装着されたり
、液冷ジャケットが装着されたりする。
【０００５】
　一方で、近年の電子機器、産業機器などには小型化、薄型化が求められており、ヒート
シンクや液冷ジャケットなどを装着する実装空間に限界がある。加えて、近年の電子機器
、産業機器などでは、多数の電子基板が高密度に実装されることが多く、これら多数の電
子基板を効率よく冷却する冷却装置が求められている。
【０００６】
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　このような発熱体の冷却において、冷却装置と冷却対象との熱接触を向上させる技術が
提案されている（例えば、特許文献１参照）。また、電子部品と接触して熱を奪う受熱部
と、受熱部から熱を輸送する輸送部と、輸送された熱をフィンによって放散する放熱部と
を組み合わせたヒートパイプが、電子部品の表面に立設される技術も提案されている（例
えば特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００８－７７４３４号公報
【特許文献２】特開２００４－３７００１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術には次のような問題がある。
【０００８】
　特許文献１が開示する技術は、冷却対象である発熱体と冷却装置との熱的な接触強度を
高めるが、冷却装置以外に板ばねなどの圧迫部材を必要とするため、小型化、薄型化が求
められる電子機器に装着するには不適である。更に、特許文献１の技術は、複数の電子基
板を効率的に冷却できない。また、特許文献１の技術は、狭小空間しか有さない電子機器
や産業機器内部で、発熱体から受熱した熱を放散することも困難である。
【０００９】
　特許文献２が開示する技術は、発熱体から奪った熱を、連絡路を通じて放熱部から放熱
するので、冷却装置が大型となり、小型化、薄型化が求められる電子機器に装着するには
不適である。加えて、面方向に広がりを有するヒートパイプを電子部品に装着させる場合
には、その形状や構造が予め決まっているので、電子基板の形状や構造と合致しない問題
も生じうる。
【００１０】
　以上のように、従来技術の冷却装置は、狭小空間に多数の電子基板が実装される電子機
器や産業機器内部において、機器の小型化・薄型化を阻害せずに多数の電子基板を効率よ
く（時には同時に）冷却することができなかった。また、従来技術は、電子基板や発熱体
から受熱した熱を、効率よく放散することができなかった。
【００１１】
　本発明は、上記課題に鑑み、狭小空間に実装される多数の電子基板を、最適かつ効率よ
く冷却できる冷却装置、電子基板および電子機器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】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の冷却装置は、発熱体が実装された複数の回路基板
を有する電子基板において、複数の回路基板の内層に装着される冷却装置であって、冷却
装置は、平板状の熱拡散部を有し、熱拡散部の表面に対向する複数の回路基板の内の第１
回路基板は、熱拡散部の表面に対向する第１回路実装面を有し、熱拡散部の裏面に対向す
る複数の回路基板の内の第２回路基板は、熱拡散部の裏面に対向する第２回路実装面を有
し、第１回路実装面は、熱拡散部の表面と熱的に接触する単数又は複数の第１発熱体を実
装し、第２回路実装面は、熱拡散部の裏面と熱的に接触する単数又は複数の第２発熱体を
実装し、第１回路基板および第２回路基板のそれぞれは、第１回路実装面および第２回路
実装面以外の露出面に発熱体を実装可能であり、熱拡散部は、内部に封止された冷媒の気
化と凝縮によって、第１発熱体、第２発熱体、第１回路基板および第２回路基板からの熱
を拡散する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の冷却装置は、狭小空間に実装される複数の電子基板あるいは多層基板を、単体
の熱拡散部によって同時に冷却できる。また、冷却装置は、単体の熱拡散部によって、複
数の電子基板や多層基板を同時に冷却できるので、電子機器や産業機器の小型化や薄型化
を阻害しない。
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【００１４】
　また、狭小空間である電子機器内部や電子機器そのものを効率的に活用して、本発明の
冷却装置は、発熱体から奪った熱を放散できる。
【００１５】
　また、冷却装置が複数の電子基板や多層基板を同時に冷却する場合に、本発明の冷却装
置は、回路同士の電気接続を阻害することもない。
【００１６】
　このように、本発明の冷却装置は、狭小空間における電子基板や筐体の構成や形状にフ
レキシブルに合わせながら、発熱体を効率的に冷却できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の第１の発明に係る冷却装置は、発熱体が実装された複数の回路基板を有する電
子基板において、複数の回路基板の内層に装着される冷却装置であって、冷却装置は、平
板状の熱拡散部を有し、熱拡散部の表面に対向する複数の回路基板の内の第１回路基板は
、熱拡散部の表面に対向する第１回路実装面を有し、熱拡散部の裏面に対向する複数の回
路基板の内の第２回路基板は、熱拡散部の裏面に対向する第２回路実装面を有し、第１回
路実装面は、熱拡散部の表面と熱的に接触する単数又は複数の第１発熱体を実装し、第２
回路実装面は、熱拡散部の裏面と熱的に接触する単数又は複数の第２発熱体を実装し、第
１回路基板および第２回路基板のそれぞれは、第１回路実装面および第２回路実装面以外
の露出面に発熱体を実装可能であり、熱拡散部は、内部に封止された冷媒の気化と凝縮に
よって、第１発熱体、第２発熱体、第１回路基板および第２回路基板からの熱を拡散する
。
【００１８】
　この構成により、冷却装置は、複数の回路実装面を同時あるいは個別に冷却できる。冷
却装置は、回路実装面の構成や回路実装面との接触態様によって、フレキシブルに回路実
装面を冷却できる。
【００１９】
　本発明の第２の発明に係る冷却装置では、第１の発明に加えて、熱拡散部は、第１回路
基板および第２回路基板が発する熱を、表面および裏面のそれぞれに熱的に接触する第１
発熱体および第２発熱体のそれぞれを介して、受熱して拡散する。
【００２０】
　この構成により、冷却装置は、複数の回路基板を同時あるいは個別に冷却できる。冷却
装置は、回路基板の構成や回路基板との接触態様によって、フレキシブルに回路基板を冷
却できる。熱拡散部は、多層基板が含む回路層の1つとして積層されていてもよいし、多
層基板の内部に内蔵されていてもよい。
【００２１】
　本発明の第３の発明に係る冷却装置では、第１又は第２の発明に加えて、熱拡散部は、
発熱体の少なくとも一部と熱的接合材を介して熱的に接触する。
【００２６】
　この構成により、熱拡散部と発熱体との間の熱抵抗が減少する。
【００２７】
　本発明の第４の発明に係る冷却装置では、第１から第３のいずれかの発明に加えて、熱
拡散部は、上部板と、上部板と対向する下部板と、上部板と下部板との間に積層される単
数または複数の中間板を備え、上部板、下部板および中間板の接合によって形成される内
部空間に冷媒を封止し、中間板は、蒸気拡散路と毛細管流路との少なくとも一部を形成す
る。
【００２８】
　この構成により、熱拡散部は、平板形状を有するヒートパイプで構成される。熱拡散部
が平板形状のヒートパイプであることで、熱拡散部は、熱的に接触する回路実装面から、
容易に熱を奪うことができる。更には、熱拡散部は、奪い取った熱を平面および厚み方向
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に拡散でき、拡散した熱を外気に放散できる。
【００２９】
　本発明の第５の発明に係る冷却装置では、第４の発明に加えて、中間板は、切り欠き部
と内部貫通孔を有し、切り欠き部は、蒸気拡散路を形成し、内部貫通孔は、毛細管流路を
形成し、蒸気拡散路は、気化した冷媒を平面方向および垂直方向に拡散し、毛細管流路は
、凝縮した冷媒を平面方向および垂直方向に還流させる。
【００３０】
　この構成により、熱拡散部は、発熱体から奪った熱を、効率よく拡散できる。
【００３１】
　本発明の第６の発明に係る冷却装置では、第５の発明に加えて、中間板は複数であって
、複数の中間板のそれぞれに設けられた内部貫通孔同士は、それぞれの一部のみが重なっ
て、内部貫通孔の平面方向の断面積よりも小さい断面積を有する毛細管流路が形成される
。
【００３２】
　この構成により、毛細管流路の毛細管力が高まり、熱拡散部は、凝縮した冷媒を効率的
に還流できる。
【００３３】
　本発明の第７の発明に係る冷却装置では、第４から第６のいずれかの発明に加えて、上
部板および下部板のそれぞれは、毛細管流路および蒸気拡散路の少なくとも一方と連通す
る凹部を更に備える。
【００３４】
　この構成により、熱拡散部は、気化した冷媒を平面方向および垂直方向に拡散でき、凝
縮した冷媒を平面方向および垂直方向に還流できる。
【００３５】
　本発明の第８の発明に係る冷却装置では、第１から第７のいずれかの発明に加えて、熱
拡散部の側面の少なくとも一部と熱的に接触する接続部材を更に備える。
【００３６】
　この構成により、冷却装置は、熱拡散部が拡散した熱を、更に外部に伝導して処理する
ことができる。
【００３７】
　本発明の第９の発明に係る冷却装置では、第８の発明に加えて、熱拡散部の側面、表面
および裏面の少なくとも一部から延伸する延長板を更に備え、接続部材は、延長板に装着
される。
【００３８】
　この構成により、接続部材が、容易に熱拡散部に接続できる。特に、熱拡散部の端面が
装着される電子基板の端面から突出できない場合でも、延長板によって、接続部材が熱拡
散部に容易に接続できる。
【００３９】
　本発明の第１０の発明に係る冷却装置では、第９の発明に加えて、延長板は、熱拡散部
からの熱を輸送および放散の少なくとも一方を行う。
【００４０】
　本発明の第１１の発明に係る冷却装置では、第９又は第１０の発明に加えて、延長板は
、電子基板の外部にまで延伸する。
【００４１】
　これらの構成により、冷却装置は、熱拡散部が拡散した熱を、電子基板の外部へ放散で
きる。
【００４２】
　本発明の第１２の発明に係る冷却装置では、第９から第１１のいずれかの発明に加えて
、延長板が輸送した熱を放散する放熱部を更に備える。
【００４３】
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　この構成により、冷却装置は、延長板で伝導された熱を効率的に放散する。
【００４４】
　本発明の第１３の発明に係る冷却装置では、第１２の発明に加えて、放熱部は、ヒート
シンク、電子基板を格納する筐体、液冷ジャケット、放熱板および冷却ファンの少なくと
も一つである。
【００４５】
　この構成により、冷却装置は、延長板で伝導された熱を効率的に放散する。
【００４６】
　本発明の第１４の発明に係る冷却装置では、第９から第１３のいずれかの発明に加えて
、延長板は、熱拡散部の側面の少なくとも一部に装着される装着部を備える板部材である
。
【００４７】
　この構成により、熱拡散部と別体の延長板が、事後的に熱拡散部に装着できる。
【００４８】
　本発明の第１５の発明に係る冷却装置では、第９から第１４のいずれかの発明に加えて
、延長板は、上部板、下部板および中間板の少なくとも一つが、他よりもその面積が大き
いことで形成される。
【００４９】
　この構成により、熱拡散部と延長板とが一体で形成され、熱拡散部から延長板への熱伝
導における熱抵抗が小さくなる。
【００５０】
　本発明の第１６の発明に係る冷却装置では、第１から第１５のいずれかの発明に加えて
、熱拡散部は、第1の回路実装面と第２の回路実装面とを、電気的に接続するビアホール
を更に備える。
 
【００５１】
　この構成により、冷却装置は、第１回路実装面と第２回路実装面とを、電気的に接続で
きる。
【００５２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。
【００５３】
　なお、本明細書におけるヒートパイプとは、内部空間に封入された冷媒が、発熱体から
の熱を受けて気化し、気化した冷媒が冷却されて凝縮することを繰り返すことで、発熱体
を冷却する機能を実現する部材、部品、装置、デバイスを意味する。ヒートパイプには「
パイプ」なる単語が含まれているが、いわゆる部材としてのパイプを必須要件とするので
はなく、冷媒の気化・凝縮で発熱体を冷却できるデバイス全般の呼称である。
【００５４】
　（実施の形態１）
　実施の形態１について説明する。
【００５５】
　まず、図１～図５を用いて、実施の形態１における冷却装置の概略について説明する。
図１、図３は、本発明の実施の形態１における電子基板の側面図であり、図２、図４は、
本発明の実施の形態１における電子基板の斜視図である。図５は、本発明の実施の形態１
における電子基板の側面図である。
【００５６】
　　（全体概要）
　冷却装置１は、発熱体７、８、９が実装された電子基板１０に装着される。冷却装置１
は、平板形状の熱拡散部２を有し、熱拡散部２の表面は、電子基板１０の第１回路実装面
５に熱的に接触し、熱拡散部２の裏面は、電子基板１０の第２回路実装面６に熱的に接触
する。また、熱拡散部２は、内部に封止された冷媒の気化と凝縮によって、発熱体７、８
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、９からの熱を受熱して拡散する。
【００５７】
　このように、実施の形態１における冷却装置１は、電子基板に装着されることを前提と
している。特に、冷却装置１は、平板形状の熱拡散部２を備えて、平板形状を有する電子
基板１０への装着に適している。
【００５８】
　図１、図２は、電子基板１０が、複数の回路基板３、４を含んでいる構成を示している
。回路基板３は、第１回路実装面５を構成し、回路基板４は、第２回路実装面６を構成す
る。すなわち熱拡散部２の表面は、第１回路実装面５である回路基板３と熱的に接触し、
熱拡散部２の裏面は、第２回路実装面６である回路基板４と熱的に接触する。すなわち、
熱拡散部２は、回路基板３と回路基板４とに挟まれて装着される。言い換えると、熱拡散
部２は、回路基板３と回路基板４とにサンドイッチされる。
【００５９】
　熱拡散部２の表面は、回路基板３と熱的に接触するので、回路基板３に実装される発熱
体７、８と熱的に接触する。この熱的な接触により、熱拡散部２は、回路基板３に実装さ
れる発熱体７、８から受熱し、受熱した熱を拡散する。同様に、熱拡散部２の裏面は、回
路基板４と熱的に接触するので、回路基板４に実装される発熱体７、９と熱的に接触する
。この熱的な接触により、熱拡散部２は、回路基板４に実装される発熱体７、９から受熱
し、受熱した熱を拡散する。
【００６０】
　このように、図１、図２に示される冷却装置１は、電子基板１０が有する複数の回路基
板３および回路基板４を同時に冷却できる。あるいは同時でなくとも、熱拡散部２が複数
の回路基板３、４に挟まれて装着されることで、電子基板１０の実装空間を増加させるこ
となく、回路基板３および回路基板４の少なくとも一方を冷却できる。
【００６１】
　特に、近年の電子機器や産業機器では、筐体内部に狭小間隔で複数の回路基板が実装さ
れることが多く、これら複数の回路基板に挟まれるように熱拡散部２が装着されることで
、このような電子基板のフレキシブルな冷却が可能となる。
【００６２】
　熱拡散部２は、図３、図４に示されるように、多層基板１１の内層に装着されてもよい
。近年の電子基板は、複数の回路層を有する多層基板であることが多い。多層基板は、複
数の回路層を積層しており、それぞれの回路層において電子部品や配線パターンなどの発
熱体が実装されている。図３、図４における多層基板１１は、４層の回路層１２、１３、
１４、１５を有し、熱拡散部２は、回路層１４と回路層１５とに挟まれて装着されている
。
【００６３】
　熱拡散部２は、多層基板１１の内層に配置される。この結果、熱拡散部２の表面は、第
１回路実装面５である回路層１４と熱的に接触し、熱拡散部２の裏面は、第２回路実装面
６である回路層１５と熱的に接触する。回路層１４、回路層１５のそれぞれは、上述の通
り発熱体７を実装しており、熱拡散部２は、これら発熱体から受熱して、受熱した熱を拡
散する。熱拡散部２が受熱した熱を拡散することで、発熱体７が冷却される。発熱体７が
冷却されることで、多層基板１１も冷却されることになる。
【００６４】
　このように、図３、図４に示される冷却装置１は、多層基板１１が有する複数の回路層
１４および回路層１５を同時に冷却できる。あるいは同時でなくとも、熱拡散部２が複数
の回路層１４、１５に挟まれて装着されることで、多層基板１１の実装空間を増加させる
ことなく、回路層１４および回路層１５の少なくとも一方を冷却できる。また、熱拡散部
２が熱的に接触する回路層１４と回路層１５とからだけでなく、回路層１２、１３からも
熱拡散部２は受熱可能であって、多層基板１１全体を内部から冷却できる。
【００６５】
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　なお、図１、図２の電子基板１０は、３以上の回路基板を備えており、複数の熱拡散部
２が３以上の回路基板のそれぞれに挟まれて装着されてもよい。また、図３、図４の多層
基板１１は、４層の回路層を有しているが、２層、３層、５層などの回路層を有していて
もよい。
【００６６】
　また、熱拡散部２は、第１回路実装面５および第２回路実装面に実装された発熱体の少
なくとも一部と熱的に接触して、発熱体からの熱を受熱する。この場合に、熱拡散部２は
、第１回路実装面５および第２回路実装面に実装された発熱体の少なくとも一部と熱的接
合材を介して熱的に接触してもよい。熱的接合材には、サーマルグリースやサーマルグリ
ースにフィラーなどを添加した素材が用いられる。このような熱的接合材が、発熱体と熱
拡散部２との接触面に塗布されている。熱的接合材を介して熱拡散部２と発熱体が熱的に
接触することで、熱的接合材を介さずに接触する場合よりも、表面の凸凹による悪影響が
減少する。このため、発熱体から熱拡散部２へ移動する熱に対する熱抵抗が、減少する。
【００６７】
　このように、熱的接合材を介さずに熱拡散部２と発熱体が接触する場合よりも、熱的接
合材を介して熱拡散部２と発熱体が接触する場合は、熱拡散部２は、発熱体の熱を受熱し
やすい。
【００６８】
　なお、熱拡散部２が、多層基板の内層や複数の回路基板に挟まれる場合には、発熱体だ
けでなく、第１回路実装面および第２回路実装面そのものに塗布された熱的接合材を介し
て、熱拡散部２が、第１回路実装面および第２回路実装面に熱的に接触してもよい。
【００６９】
　ここで、熱拡散部２は、図３、図４に示されるように、複数の回路層を有する多層基板
１１の1つの層として積層されていてもよいし（熱拡散部２が、多層基板１１のある隣接
する回路層同士に挟み込まれていてもよいし）、熱拡散部２は、図５に示されるように、
多層基板１１に完全に内蔵されていてもよい。熱拡散部２が、複数の回路層を有する多層
基板１１の１つの層として積層される場合には、回路層は、熱拡散部２の表面および裏面
の一部もしくは全部と熱的に接触する。一方、熱拡散部２が、多層基板１１に完全に内蔵
される場合には、回路層は、熱拡散部２の表面、裏面および側面と熱的に接触する。
【００７０】
　図５は、多層基板１１の内部に熱拡散部２が内蔵されている状態を示す。図５を電子基
板として見る場合には、図５は、熱拡散部２を内蔵する電子基板として把握される。図５
を冷却装置としてみる場合には、図５は、多層基板１１に熱拡散部２が内蔵される冷却装
置１として把握される。
【００７１】
　図５では、多層基板１１が備える回路層１２と１３との間に、熱拡散部２が内蔵されて
いる。熱拡散部２が多層基板１１に内蔵されることで、冷却機能を予め有する電子基板が
実現できる。
【００７２】
　例えば、所定のサイズを有する多層基板であって、予め内部に熱拡散部を内蔵する多層
基板が提供されるとする。このような多層基板は、内蔵する熱拡散部によって冷却能力を
有するので、多層基板のユーザーは、冷却能力や内蔵される熱拡散部の位置、面積に応じ
て、多層基板における電子部品の配置を決定できる。例えば、発熱量の多い電子部品は、
内蔵される熱拡散部に対向する位置に配置され、発熱量の少ない電子部品は、内蔵される
熱拡散部と対向しない位置に配置される。更には、多層基板の厚み方向において、熱拡散
部に近い側の面に発熱量の多い電子部品が配置される。
【００７３】
　このように、予め熱拡散部が内蔵（図３に示されるような積層状態であってもよいし、
図５に示されるように完全に内蔵される状態であってもよい）される多層基板（電子基板
）が提供されることで、電気的な配置・配線パターンに、熱冷却を考慮した配置・配線パ
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ターンを、多層基板や電子基板上で実現しやすくなる。
【００７４】
　図５では、熱拡散部２は、回路層１２の表面に実装される発熱体７からの熱を、回路層
１２の厚み方向を介して受熱する。このとき、発熱体７と熱拡散部２との間は、回路層１
２によって埋まっていてもよいし、空気伝導によって熱を伝導する貫通孔であるサーマル
ビアが設けられてもよい。
【００７５】
　熱拡散部２は、回路層１２表面に実装されている発熱体７からの熱を、熱拡散部２の表
面において受熱すると、内部において受熱した熱を拡散する。拡散された熱は、熱拡散部
２の裏面に伝導する。熱拡散部２の裏面に伝導された熱は、回路層１３、１４、１５を介
して、多層基板１１の裏面に伝導して、外気に放散される。すなわち、回路層１２の表面
（すなわち多層基板１１の表面）に実装されている発熱体７の熱は、回路層１５の表面（
すなわち、多層基板１１の裏面）から、外気に放散されて冷却される。
【００７６】
　ここで、熱拡散部２の裏面からの熱は、回路層１３、１４、１５を物理的に伝導して、
多層基板１１の裏面に伝導されてもよいが、図５に示されるように、空気によって熱を伝
導する貫通孔であるサーマルビア１７によって伝導されてもよい。なお、図５では、回路
層１２の表面と熱拡散部２との間には、電気伝導を目的とするビアホール１６が示されて
おり、熱伝導を目的とするサーマルビア１７は示されていないが、回路層１２の表面と熱
拡散部２との間に、熱伝導を目的とするサーマルビアが設けられてもよい。
【００７７】
　サーマルビア１７は、熱拡散部２の裏面と回路層１５の表面とを貫通しているので、熱
拡散部２の裏面に拡散された熱を、伝導する。伝導された熱は、最終的にサーマルビア１
７を介して、多層基板１１の裏面から外気へと伝導する。結果として、回路層１２表面に
実装された発熱体７の熱は、サーマルビア１７を介して、多層基板１１の外部に排熱され
る。
【００７８】
　なお、熱拡散部２が回路層１５表面に実装される発熱体７からの熱を受熱して、回路層
１２の表面から熱拡散部２が拡散する熱が、外気へ放散される熱移動ルートも実現される
。あるいは、熱拡散部２の熱拡散方向を制御することで、熱拡散部２は、回路層１２表面
に実装される発熱体７の熱を受熱して回路層１５から外気へ排熱すると共に、回路層１５
表面に実装される発熱体７の熱を受熱して回路層１２から外気へ排熱してもよい。
【００７９】
　ここで、サーマルビア１７は、熱拡散部２から回路層に至るまで完全に貫通しているこ
とが必要ではなく、薄い保護膜などによってサーマルビア１７の端面の一部もしくは全部
が覆われていてもよい。この場合でも、サーマルビア1７を伝導した熱は、外気へ排熱さ
れるからである。
【００８０】
　なお、熱拡散部２と回路層とは、熱的接合材を介して熱的に接触することも公的である
。このとき、熱的接合材は、熱拡散部２および回路層の少なくとも一方に塗布されておけ
ばよい。熱的接合材によって、熱拡散部２と回路層との接触面の凸凹が減少し、熱伝導に
おける熱抵抗が小さくなる。
【００８１】
　また、熱拡散部２が、銅、アルミニウムなど、電気導電性を有する素材で形成されてい
る場合、電子基板において、熱拡散部２を1つの電気部材として応用することができる。
例えば、図５に示されるように、回路層１２表面に実装される発熱体７（電気信号を受け
て動作する電子部品である）と熱拡散部２との間を電気的に導電するビアホール１６が設
けられる。ビアホール１６は、発熱体７と熱拡散部２とを電気的に接続し、電気信号のや
り取りを可能とする。例えば、熱拡散部２は、発熱体７からの電流の帰還路としての役割
を果たしたり、電流の逃げ道としての働きを果たしたりできる。また、接地面（グランド
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面）としての役割も果たすことができる。
【００８２】
　このように、熱拡散部２を内蔵あるいは積層する多層基板や電子基板は、電気的接続を
可能とするビアホール、熱伝導を可能とするサーマルビアなどを備えることで、多層基板
や電子基板の電気的性能が向上したり、排熱性が向上したりする。特にこの場合に、多層
基板や電子基板そのものの大型化を抑制した上でこれらのメリットが享受できる。
【００８３】
　回路基板３、４および多層基板１１は、さまざまな電子機器や産業機器に組み込まれる
電子基板の一例である。回路基板３、４および多層基板１１は、電子部品、電子素子、配
線パターンなどを有している。
【００８４】
　また、熱拡散部２は、一方の面が受熱面（熱源から熱を奪う面）となり、他方の面が放
熱面（拡散した熱を放散する面）となりやすい。このため、複数の回路基板３、４で熱拡
散部２を挟む場合や、多層基板１１の内層に熱拡散部２を挟む場合には、受熱面となりう
る面に接触する回路基板や回路層は、多くの発熱体を実装し、放熱面となりうる面に接触
する回路基板や回路層は、少数の発熱体を実装することも好適である。あるいは、受熱面
となりうる面に接触する回路基板や回路層は、熱拡散部２の中央付近に対向する領域に発
熱体を実装し、放熱面となりうる面に接触する回路基板や回路層は、熱拡散部２と対向し
ない領域に発熱体を実装することも好適である。
【００８５】
　一例として、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに実装される電子基板において、
熱拡散部２の受熱面と接触する回路基板や回路層には、種々の電子部品が実装されており
、熱拡散部２の放熱面と接触する回路基板や回路層には、受光素子のように発熱量の少な
い電子部品が実装されることもよい。
【００８６】
　このように、実施の形態１における冷却装置１は、熱拡散部２を複数の回路基板や回路
層に挟むことで、複数の回路基板や回路層を同時かつフレキシブルに冷却できる。このと
き、熱拡散部２の受熱と放熱の特性に合わせて、回路基板や回路層の実装パターンを決め
ることで、冷却装置１は、悪影響を抑えつつ、電子基板を効率的に冷却できる。
【００８７】
　なお、後述のように熱拡散部２が、その側面から受熱した熱を放散する構成を有する場
合には、熱拡散部を挟む複数の回路基板や回路層での実装パターンへの留意は少なくてよ
い。
【００８８】
　　（熱拡散部の詳細説明）
　次に、熱拡散部２の詳細について説明する。
【００８９】
　実施の形態１における冷却装置１は、電子基板の第１回路実装面および第２回路実装面
に熱的に接触する熱拡散部２を備える。
【００９０】
　一例として、熱拡散部２は、熱伝導率の高い金属、合金、樹脂などを用いた板部材で形
成される。素材の例としては、銅、アルミニウム、タングステン、チタンなどの熱伝導性
の高い金属や耐熱性に優れた樹脂が好適である。
【００９１】
　このような素材で形成された板部材は、発熱体からの熱を受熱して、外縁に向けて熱を
拡散する。このように、熱拡散部２が熱伝導率の高い素材で形成された板部材を有するこ
とで、熱拡散部２は、熱拡散部２が熱的に接触する回路基板や回路層からの熱を受熱して
拡散できる。
【００９２】
　また、熱拡散部２は、封止した冷媒の気化と凝縮によって、発熱体からの熱を拡散する
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平板形状のヒートパイプであることも好適である。
【００９３】
　以下に、熱拡散部２がヒートパイプを有する場合について、図６～図８を用いて説明す
る。
【００９４】
　図６は、本発明の実施の形態１におけるヒートパイプの側面分解図である。図７は、本
発明の実施の形態１におけるヒートパイプに含まれる中間板の上面図である。図８は、本
発明の実施の形態１におけるヒートパイプの内部写真である。
【００９５】
　　（ヒートパイプの概念）
　まず、ヒートパイプの概念について説明する。
【００９６】
　ヒートパイプは、内部に冷媒を封入しており、受熱面となる面を、電子部品をはじめと
する発熱体に接している。内部の冷媒は、発熱体からの熱を受けて気化し、気化する際に
発熱体の熱を奪う。気化した冷媒は、ヒートパイプの中を移動する。この移動によって受
熱された発熱体の熱が運搬されることになる。移動した気化した冷媒は、放熱面などにお
いて（あるいはヒートシンクや冷却ファンなどの二次冷却部材によって）冷却されて凝縮
する。凝縮して液体となった冷媒は、ヒートパイプの内部を還流して再び受熱面に移動す
る。受熱面に移動した冷媒は、再び気化して発熱体の熱を奪う。
【００９７】
　このような冷媒の気化と凝縮の繰り返しによって、ヒートパイプは発熱体を冷却する。
このため、ヒートパイプは、その内部に気化した冷媒を拡散する蒸気拡散路と、凝縮した
冷媒を還流させる毛細管流路を有する必要がある。
【００９８】
　ヒートパイプ１８は、平板状の上部板２０と、上部板２０と対向する平板状の下部板２
１と、上部板２０と下部板２１との間に積層される単数又は複数の中間板２２を備える。
上部板２０、下部板２１および中間板２２が接合されることで内部空間が形成され、この
内部空間に封止された冷媒の気化と凝縮によって、発熱体から受熱した熱を拡散する。
【００９９】
　また、中間板２２は、切り欠き部２９と内部貫通孔２３を備えている。切り欠き部２９
は、気化した冷媒が拡散する蒸気拡散路２５を形成し、内部貫通孔２３は、凝縮した冷媒
が還流する毛細管流路２６を形成する。
【０１００】
　　（上部板）
　上部板について図６を用いて説明する。
【０１０１】
　上部板２０は、平板状であり、所定の形状、面積を有している。
【０１０２】
　上部板２０は、金属、樹脂などで形成されるが、銅、アルミニウム、銀、アルミニウム
合金、鉄、鉄合金、ステンレスなどの熱伝導率の高い金属で形成されることが好ましい。
また、上部板２０は、方形、菱形、円形、楕円形、多角形など種々の形を有していてよい
が、製造上の容易性や実装上の容易性から方形が採用されやすい。
【０１０３】
　上部板２０は、その一方の面であって中間板２２と対向する面に、蒸気拡散路２５およ
び毛細管流路２６の少なくとも一方と連通する凹部２４を有していることも好ましい。凹
部２４が毛細管流路２６と連通することで、凝縮した冷媒が、上部板２０から毛細管流路
２６へと伝わりやすくなる。あるいは、凹部２４が蒸気拡散路２５と連通することで、気
化した冷媒が、放熱面に広い面積で接しやすくなり、気化した冷媒の放熱が促進される。
更には、凹部２４が蒸気拡散路２５と連通することで、蒸気拡散路２５を拡散する気化し
た冷媒が凹部２４も伝わるので、気化した冷媒は厚み方向にも拡散することになる。結果
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として、ヒートパイプ１８は、受熱した熱を平面方向および垂直方向に拡散する。
【０１０４】
　なお、熱拡散部２が地表面に対して水平に設置される場合には、平面方向は地表面に対
して水平方向であって、垂直方向は地表面に対して垂直方向である。熱拡散部２が地表面
に対して斜めや垂直に設置された場合には、平面方向は平板形状の熱拡散部２の平板方向
であって、垂直方向は平板形状の熱拡散部２の厚み方向である。
【０１０５】
　上部板２０は、中間板２２と接合される突起部や接着部を備えていることも好適である
。上部板２０は、便宜上「上部」との呼称となっているが、物理的に上部の位置に存在し
なければならないわけではなく、下部板２１と特段に区別されるものでもない。また、上
部板２０が放熱面側となっても、受熱面側となっても特に問題はない。
【０１０６】
　また、上部板２０は、冷媒の注入口２７を備えている。上部板２０、中間板２２、下部
板２１が積層されて接合されると内部空間が形成される。この内部空間は、冷媒を封入す
る必要があるので、上部板２０などの接合後に注入口２７から冷媒が封入される。注入口
２７は、冷媒が封入されると封止されて内部空間は密封される。
【０１０７】
　なお、冷媒は、積層後に注入口２７から封入されても良く、上部板２０、下部板２１、
中間板２２が積層される際に冷媒が封入されてもよい。
【０１０８】
　　（下部板）
　下部板２１は、上部板２０と対向して単数又は複数の中間板２２を挟む。
【０１０９】
　下部板２１は、金属、樹脂などで形成されるが、銅、アルミニウム、銀、アルミニウム
合金、鉄、鉄合金、ステンレスなどの熱伝導率の高い金属で形成されることが好ましい。
また、方形、菱形、円形、楕円形、多角形など種々の形を有していてよいが、上部板２０
と対向してヒートパイプ１８を形成するので、上部板２０と同一の形状、面積であること
が好ましい。また、製造上の容易性や実装上の容易性から方形が採用されやすい。
【０１１０】
　下部板２１は、その一方の面であって中間板２２と対向する面に、蒸気拡散路２５と毛
細管流路２６に連通する凹部２４を有していることも好適である。下部板２１に凹部２４
が設けられることは、上部板２０に凹部２４が設けられることと同様の意味を有する。
【０１１１】
　下部板２１は、便宜上「下部」との呼称となっているが、物理的に下部の位置に存在し
なければならないわけではなく、上部板２０と特段に区別されるものでもない。
【０１１２】
　下部板２１は、中間板２２と接合される突起部や接着部を備えていることも好適である
。
【０１１３】
　また、下部板２１が放熱面側となっても、受熱面側となっても特に問題はない。
【０１１４】
　　（中間板）
　単数又は複数の中間板２２は、上部板２０と下部板２１の間に積層される。
【０１１５】
　中間板２２は、金属、樹脂などで形成されるが、銅、アルミニウム、銀、アルミニウム
合金、鉄、鉄合金、ステンレスなどの熱伝導率の高い金属で形成されることが好ましい。
また、方形、菱形、円形、楕円形、多角形など種々の形を有していてよいが、上部板２０
および下部板２１に挟まれてヒートパイプ１８を形成するので、上部板２０および下部板
２１と同一の形状であることが好ましい。また、製造上の容易性や実装上の容易性から方
形が採用されやすい。なお、上部板２０および下部板２１に挟まれるので、中間板２２の
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面積は、上部板２０および下部板２１と同一でも良く、若干小さくてもよい。
【０１１６】
　中間板２２は、上部板２０および下部板２１と接続される際に用いられる突起や接着部
を有していても良い。加えて、中間板２２は、微小な断面積を有する内部貫通孔２３を有
している。この内部貫通孔２３は、毛細管流路２６を形成する。
【０１１７】
　最終的には、上部板２０と下部板２１の間に中間板２２が積層されて接合されることで
、ヒートパイプ１８が形成される。中間板２２は、単数でも複数でもよい。但し、後述す
るように、より微小な断面積を有する毛細管流路２６を形成するためには、中間板２２は
、複数であることが好ましい。
【０１１８】
　　（中間板と蒸気拡散路および毛細管流路）
　次に、中間板２２、蒸気拡散路２５および毛細管流路２６について、図７も参照しなが
ら説明する。
【０１１９】
　まず、蒸気拡散路２５について説明する。
【０１２０】
　中間板２２は、切り欠き部２９と内部貫通孔２３を有している。
【０１２１】
　切り欠き部２９は、ヒートパイプ１８における蒸気拡散路２５を形成する。上部板２０
と下部板２１の間に中間板２２が積層された場合に、切り欠き部２９は空隙を形成するこ
とになる。この空隙が蒸気拡散路２５を形成する。
【０１２２】
　ここで、切り欠き部２９が、ヒートパイプ１８の平面方向に向けて形成されることで、
蒸気拡散路２５も、ヒートパイプ１８の平面方向に向けて形成される。このため、気化し
た冷媒は平面方向に拡散するようになる。加えて、切り欠き部２９は、上部板２０と下部
板２１とにつながっているので、蒸気拡散路２５は、上部板２０から下部板２１にまでつ
ながる。更には、上部板２０および下部板２１に設けられた凹部２４と蒸気拡散路２５と
は連通する。この結果、蒸気拡散路２５は、平面方向および垂直方向に気化した冷媒を拡
散させる。
【０１２３】
　特に、図７に示されるように、切り欠き部２９が中間板２２の中央部から放射状に形成
されている場合には、蒸気拡散路２５もヒートパイプ１８の中央部から放射状に形成され
ることになる。発熱体は、ヒートパイプ１８の略中央部に設置されることが多いので、冷
媒はヒートパイプ１８の略中央部でもっとも熱を受熱する。このため、ヒートパイプ１８
の中央部付近の冷媒が最初に気化する。このとき、蒸気拡散路２５がヒートパイプ１８の
略中央部から放射状に形成されていることで、中央付近で生じた気化冷媒は、放射状に拡
散しやすくなる。
【０１２４】
　このように、中間板２２が切り欠き部２９を有し、平面方向および垂直方向に広がる蒸
気拡散路２５が形成されることで、ヒートパイプ１８の内部においては、気化した冷媒が
平面方向および垂直方向に拡散するようになる。結果として、発熱体からの熱は、ヒート
パイプ１８内部を平面方向および垂直方向に拡散する。
【０１２５】
　なお、蒸気拡散路２５は、図７にしめされるような放射状でなくとも別の形状であって
もよい。
【０１２６】
　次に毛細管流路２６について説明する。
【０１２７】
　中間板２２は、内部貫通孔２３を有している。内部貫通孔２３は、微小な貫通孔であり
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、凝縮した冷媒が還流する毛細管流路２６を形成する。中間板２２が図３に示されるよう
に切り欠き部２９を有する場合には、切り欠き部２９以外の部分に内部貫通孔２３が形成
される。
【０１２８】
　ここで、中間板２２が単数の場合には、中間板２２に設けられている内部貫通孔２３が
そのまま毛細管流路になる。
【０１２９】
　一方、中間板２２が複数である場合には、複数の中間板２２のそれぞれに設けられた内
部貫通孔２３の一部のみが重なって、内部貫通孔２３の平面方向の断面積よりも小さい断
面積を有する毛細管流路２６が形成される。このように、中間板２２が複数である場合に
は、内部貫通孔２３そのものの断面積よりも小さい断面積を有する毛細管流路２６が形成
されるので、毛細管流路２６における凝縮した冷媒の還流をより効果的にできる。毛細管
流路２６は、毛細管現象によって凝縮した冷媒を還流させるので、毛細管流路２６の断面
積が小さいことが冷媒の還流を促進させるからである。
【０１３０】
　なお、中間板２２には、複数の内部貫通孔２３が設けられる。毛細管流路２６として機
能するためには、内部貫通孔２３が複数であることが好ましいからである。
【０１３１】
　内部貫通孔２３は、中間板２２の表面から裏面にかけて貫通しており、その形状は円形
でも楕円形でも方形でもよい。内部貫通孔２３の一部同士が重なって毛細管流路２６を形
成することから、内部貫通孔２３は方形であることが適当である。これは製造上の容易性
からも適当である。
【０１３２】
　内部貫通孔２３は、掘削、プレス、ウェットエッチング、ドライエッチングなどで形成
されれば良いが、微小加工および加工精度の面から、ウェットエッチング、ドライエッチ
ングなどのエッチング加工で形成されるのが適当である。
【０１３３】
　中間板２２が複数の場合には、内部貫通孔２３は、複数の中間板２２のそれぞれに設け
られる。ここで、複数の中間板２２は、その内部貫通孔２３の一部同士のみがそれぞれ重
なるように積層されるので、内部貫通孔２３の位置は、隣接する中間板２２毎にずれてい
ることが適当である。例えば、ある中間板２２における内部貫通孔２３の位置と、この中
間板２２と隣接する別の中間板２２における内部貫通孔２３の位置は、内部貫通孔２３の
面積の一部ずつが重なるようにずれている。このように、隣接する中間板２２毎に内部貫
通孔２３の位置がずれていることで、複数の中間板２２が積層された場合に、内部貫通孔
２３の平面方向の断面積よりも小さい断面積を有する毛細管流路２６が形成される。
【０１３４】
　内部貫通孔２３の断面積よりも小さな断面積を持つ孔が、ヒートパイプ１８の垂直方向
に積層され、垂直方向の孔同士が接続することで、垂直方向の流路が形成される。また、
垂直方向において階段状の孔となるので、垂直方向であると同時に平面方向にも流れうる
流路が形成される。この垂直・平面方向に形成される流路は、その断面積が非常に小さく
、凝縮した冷媒を、垂直方向もしくは垂直・平面方向に還流させる。
【０１３５】
　なお、内部貫通孔２３の一部のみが重なるようにして、内部貫通孔２３よりも小さな断
面積を有する毛細管流路２６が形成される場合には、毛細管流路２６を直接加工するより
も、容易に製造できるメリットもある。
【０１３６】
　なお、毛細管流路２６は、凝縮した冷媒が還流するが、気化した冷媒が通ることもあり
える。
【０１３７】
　また、毛細管流路２６、凹部２４の角部や切り欠き部２９の角部は、面取りされていた
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り、Ｒが設けられていたりすることも好適である。毛細管流路２６の断面は、六角形、円
形、楕円形、方形、多角形など様々な断面形状を有していて良い。毛細管流路２６の断面
形状は、内部貫通孔２３の形状と、内部貫通孔２３同士の重ね合わせ方により定まる。ま
た、断面積も同様に定まる。
【０１３８】
　　（製造工程）
　上部板２０、下部板２１、中間板２２が積層されて接合されることでヒートパイプ１８
が製造される。
【０１３９】
　上部板２０、下部板２１および複数の中間板２２（図６では中間板２２は４枚である）
のそれぞれが同一位置で重なるような位置関係に合わせられる。加えて、複数の中間板２
２は、複数の中間板２２のそれぞれに設けられた内部貫通孔２３のそれぞれの一部のみが
重なるような位置関係にあわせられる。
【０１４０】
　上部板２０、下部板２１および複数の中間板２２の少なくとも一つは、接合突起を有し
ている。
【０１４１】
　上部板２０、下部板２１、複数の中間板２２は、位置あわせされた上で積層され、ヒー
トプレスによって直接接合されて一体化される。このとき、各部材は、接合突起によって
直接接合される。
【０１４２】
　ここで、直接接合とは、接合しようとする２つの部材の面を密着させた状態で加圧しつ
つ熱処理を加えることであって、面部の間に働く原子間力によって原子同士を強固に接合
させることであり、接着剤を用いることなく、２つの部材の面同士を一体化しうる。この
とき、接合突起が強固な接合を実現する。
【０１４３】
　ヒートプレスにおける直接接合の条件として、プレス圧力は、４０ｋｇ／ｃｍ２～１５
０ｋｇ／ｃｍ２の範囲内であり、温度は２５０～４００℃の範囲内であることが好ましい
。
【０１４４】
　次に、上部板２０や下部板２１の一部に空けられた注入口２７を通じて、冷媒が注入さ
れる。その後、注入口２７が封止されてヒートパイプ１８が完成する。なお、冷媒の封入
は真空または減圧下で行われる。真空または減圧下で行われることで、ヒートパイプ１８
の内部空間が真空または減圧された状態となって冷媒が封入される。減圧下であると、冷
媒の気化・凝縮温度が低くなり、冷媒の気化・凝縮の繰り返しが活発になるメリットがあ
る。
【０１４５】
　以上の工程で、熱拡散部２の一例である、平板状のヒートパイプ１８が製造される。
【０１４６】
　このようにして製造されたヒートパイプ１８の内部構造は、図８に示される。
【０１４７】
　冷却装置１は、熱拡散部２に上述のヒートパイプ１８を用いることで、発熱体からの熱
を効率よく拡散できる。このため、熱拡散部２を挟む複数の回路基板や回路層は、冷却装
置１によって効率的に冷却される。特に、ヒートパイプ１８の備える蒸気拡散路２５およ
び毛細管流路２６の構造や形状によって、熱拡散部２は、受熱した熱の拡散方向を制御で
きる。結果として、熱拡散部２を挟む複数の回路基板や回路層における電子部品や配線パ
ターンの実装形態への制約も減少する。例えば、熱拡散部２を挟む複数の回路基板の電子
部品の実装形態に応じて、ヒートパイプ１８の内部構造を変えればよい。例えば、ヒート
パイプ１８の中央付近に電子部品が多く集まる回路基板が冷却される場合には、図７に示
されるように、中央から周辺に放射状となる蒸気拡散路２５を有するヒートパイプ１８が
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、熱拡散部２として用いられる。逆に、ヒートパイプ１８の端部付近に電子部品が多く集
まる回路基板が冷却される場合には、図９に示されるように、端部から端部への蒸気拡散
路２５を有するヒートパイプ１８が熱拡散部２として用いられる。
【０１４８】
　図９は、本発明の実施の形態１における中間板の上面図である。図９は、端部から端部
にかけて蒸気拡散路２５と毛細管流路２６とが形成されている中間板２２（すなわちヒー
トパイプ１８）を示している。図９に示される蒸気拡散路２５と毛細管流路２６とを備え
るヒートパイプが、熱拡散部２として用いられることで、端部から端部に熱が拡散される
。このため、熱拡散部２の端部付近に電子部品が多く集まる回路基板や回路層を有する電
子基板の冷却に、図９のヒートパイプを有する冷却装置１は適している。
【０１４９】
　以上のように、実施の形態１における冷却装置は、電子基板の有する複数の回路基板や
多層基板の有する複数の回路層を、同時あるいはフレキシブルに冷却できる。
【０１５０】
　（実施の形態２）
　次に、実施の形態２について説明する。
【０１５１】
　実施の形態２では、熱拡散部の側面に接続部材を備える冷却装置および熱拡散部が拡散
した熱を放散する二次冷却部材を備える冷却装置について説明する。
【０１５２】
　まず、図１０、図１１を用いて、熱拡散部の側面の少なくとも一部と熱的に接触する接
続部材を備える冷却装置について説明する。図１０は、本発明の実施の形態２における冷
却装置が装着された電子基板の斜視図であり、図１１は、本発明の実施の形態２における
冷却装置が装着された電子基板の側面図である。
【０１５３】
　冷却装置３１は、熱拡散部３２を備える。熱拡散部３２は、実施の形態１で説明したよ
うに、金属や樹脂などで形成される板部材でもよく、平板形状のヒートパイプでもよい。
また、電子基板４０は、複数の回路基板４１、４２を備える。熱拡散部３１は、回路基板
４１と回路基板４２とに挟まれて装着される。すなわち、熱拡散部３１は、回路基板４１
と回路基板４２から同時あるいは個別に熱を受熱し、受熱した熱を拡散する。なお、電子
基板４０は、複数の回路基板４１、４２を備えても、複数の回路層を備える多層基板であ
ってもよい。
【０１５４】
　冷却装置３１は、熱拡散部３２の側面の少なくとも一部と熱的に接触する接続部材３３
を更に備えている。接続部材３３は、さらに放熱板３４を接続している。
【０１５５】
　接続部材３３は、熱拡散部３２と別の部材（図１０、図１１では、放熱板３４）とを接
続する中間部材の役割を有する。接続部材３３は、熱拡散部３２の側面に装着するために
、嵌合する爪や、挿入口などを有している。また、接続部材３３は、コネクタであっても
よい。接続部材３３は、熱的接合材を介して、熱拡散部３２と熱的に接触してもよい。
【０１５６】
　例えば、図１１に示されるように熱拡散部３２の側面をくわえるようにして、接続部材
３３が装着される。また、接続部材３３は、他のさまざまな部材を接続可能である。例え
ば、図１０、図１１に示されるように、放熱板３４を接続可能である。熱拡散部３２の側
面に接続部材３３が装着されることで、放熱板３４以外であっても、例えば熱輸送部材や
二次冷却部材を接続することもできるし、電子基板４０の外部に熱を輸送することもでき
る。
【０１５７】
　放熱板３４は、熱拡散部３１から接続部材３３を介して伝導される熱を輸送および放散
の少なくとも一方を行う。接続部材３３は、熱拡散部３１と放熱板３４とを接続するだけ
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でなく、熱拡散部３１と放熱板３４とを熱的に接続する役割も有する。熱拡散部３１から
伝導された熱は、放熱板３４を移動する。更に、移動しながら熱は、外気に放散される。
このように、放熱板３４は、熱拡散部３１から伝導される熱を輸送および放散する。
【０１５８】
　また、接続部材３３は、熱拡散部３１の側面に直接装着されるので、熱拡散部３１の側
面、表面および裏面の少なくとも一部から延伸する延長板に装着されてもよい。
【０１５９】
　図１２、図１３は、熱拡散部３１の側面から延伸する延長板３５に、接続部材３３が装
着される状態を示している。図１２は、本発明の実施の形態２における冷却装置が装着さ
れた電子基板の斜視図であり、図１３は、本発明の実施の形態２における冷却装置が装着
された電子基板の側面図である。
【０１６０】
　熱拡散部３１は、熱拡散部３１の側面、表面および裏面の少なくとも一部から延伸する
延長板３５を更に備える。延長板３５は、熱拡散部３１に板部材が接着、溶接されて設け
られてもよい。また熱拡散部３１が実施の形態１で説明した平板形状のヒートパイプであ
る場合には、ヒートパイプを構成する上部板、下部板および中間板のいずれかが、他の板
部材よりもその面積が大きいことで、延長板３５が形成されてもよい。この場合には、熱
拡散部３１と延長板３５との間の熱抵抗が小さくなり、熱拡散部３１が拡散する熱が、効
率よく延長板３５に伝導する。結果として、延長板３５から接続部材３３に効率的に熱が
伝わる。
【０１６１】
　接続部材３３は、延長板３５の端部に装着されたり、延長板３５の表面もしくは裏面に
接続されたりする。いずれにしても、接続部材３３は、延長板３５と熱的に接触する。熱
拡散部３１の側面に、接続部材３３が直接装着される場合と比較して、接続部材３３が延
長板３５に装着される場合は、例えば、装着部分が薄い接続部材でも装着が容易となるメ
リットがある。あるいは、延長板３５が熱拡散部３１を構成する一部の部材（熱拡散部３
１が実施の形態１で説明したヒートパイプである場合の、上部板、下部板および中間板の
いずれか）である場合には、熱拡散部３１が拡散した熱は、延長板３５に効率よく伝導さ
れる。このため、熱拡散部３１が拡散した熱が、効率よく接続部材３３に伝導するメリッ
トがある。
【０１６２】
　以上のように、熱拡散部３１に、直接あるいは延長板３５を介して間接的に、接続部材
３３が接続されることで、熱拡散部３１から拡散される熱の効率的な輸送や放散が行われ
る。
【０１６３】
　例えば、接続部材３３を介して放熱板３４が接続される場合には、放熱板３４が電子基
板４０の外部に延伸して、電子基板４０の外部で放熱板３４が熱を捨てることも可能であ
る。放散される熱によって電子基板４０の電気的動作に影響が生じる場合でも、電子基板
４０の外部にまで延伸する放熱板３４が、電子基板４０への影響のない領域で、熱を放散
できる。
【０１６４】
　特に、熱拡散部３１が電子基板４０を構成する回路基板４１、４２（あるいは多層基板
の回路層）よりもその面積が小さい場合には、放熱板３４は、電子基板４０の外部に放散
できる。
【０１６５】
　次に、延長板３５が熱拡散部３１から延伸して、熱の輸送および放散の少なくとも一方
を行う場合について説明する。
【０１６６】
　図１４は、本発明の実施の形態２における冷却装置が装着された電子基板の斜視図であ
る。冷却装置３０は、熱拡散部３１を備える。熱拡散部３１は、熱拡散部３１の側面、表
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面および裏面の少なくとも一部から延伸する延長板３５を備える。延長板３５は、熱拡散
部３１を構成する部材と別部材が、接着や溶接されることで構成されてもよい。あるいは
、熱拡散部３１が実施の形態１で説明した平板形状のヒートパイプである場合には、ヒー
トパイプを構成する上部板、下部板および中間板のいずれかが、他の板部材よりもその面
積が大きいことで、延長板３５が形成されてもよい。この場合には、熱拡散部３１と延長
板３５との間の熱抵抗が小さくなり、熱拡散部３１が拡散する熱が、効率よく延長板３５
に伝導する。
【０１６７】
　延長板３５は、板部材であるので、熱拡散部３１から伝導される熱を輸送および放散の
少なくとも一方を行う。特に、延長板３５は、熱伝導率の高い素材であって表面積も大き
いことで、熱の輸送や熱の放散を、効率よく行える。
【０１６８】
　また、延長板３５は、電子基板４０の外部にまで延伸することも好適である。例えば、
図１４に示されるように、熱拡散部３１の面積が、回路基板４１、４２の面積よりも小さ
い場合には、延長板３５が回路基板４１、４２の外部にまで延伸する。熱拡散部３１は、
熱を拡散する能力は高くても、回路基板４１、４２に挟まれているので、拡散した熱を捨
てるのが難しい。このような場合でも、延長板３５によって、熱拡散部３１が拡散した熱
が、放散される。
【０１６９】
　延長板３５は、種々の形状を有していることが好適である。電子基板４０を格納する筐
体の形状や、内部構造に合わせて、延長板３５の形状が定まればよい。
【０１７０】
　例えば、延長板３５が、屈曲部や屈折部を有し、折り曲げられていてもよい。折り曲げ
られることで、延長板３５の一部が筐体の内面に熱的に接触できるようになり、延長板３
５は、接触する筐体を経由して熱を捨てることができる。
【０１７１】
　冷却装置３０は、延長板３５が輸送した熱を放散する放熱部を更に備えることも好適で
ある。放熱部は、延長板３５を伝導した熱（もちろん、延長板３５を伝導する間に熱が放
散されてもよい）を、外気に放散したりあるいは冷却したりする。
【０１７２】
　放熱部は、延長板３５が伝導した熱を放散させる機能を有する種々の部材を用いる。例
えば、延長板３５と熱的に接触する筐体であったり、延長板３５から熱を奪って排熱する
液冷ジャケットであったり、延長板３５に熱的に接触する放熱板であったり、延長板３５
に風を送る冷却ファンであったり、ヒートシンクであったりする。これらのいずれかある
いは組み合わせが、放熱部として用いられればよい。
【０１７３】
　図１４を用いて筐体を放熱部の一例として説明する。図１４は、本発明の実施の形態２
における冷却装置を装着した機器の内部透視図である。機器は、筐体５０を有している。
【０１７４】
　冷却装置３０は、熱拡散部３１の側面から（図１４においては、対抗する一組の側面の
それぞれから）延伸する延長板３５を有している。延長板３５は、２箇所の屈曲部によっ
て折り曲げられ、略コの字状を有している。折り曲げられた延長板３５は、筐体５０の上
面と熱的に接触する第１放熱面３６と、筐体５０の側面と熱的に接触する第２放熱面３７
とを有する。第１放熱面３６および第２放熱面３７は、必要に応じて熱的接合材６０を介
して、筐体５０と熱的に接触する。筐体５０は、機器の筐体となっており、電子基板４０
を格納する。
【０１７５】
　筐体５０は、金属や合金などの熱伝率の高い素材で形成されていることが多い。このた
め筐体５０は、延長板３５に形成される第１放熱面３６および第２放熱面３７からの熱を
受け取って外気に放散できる。特に、機器の小型化・薄型化に伴い、筐体５０は、狭小空
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間しか有さない。このような狭小空間では、延長板３５を筐体内部で遊ばせても、内部空
間が狭小であるので、延長板３５からの十分な放熱は困難である。これに対して、図１４
に示されるように、延長板３５に第１放熱面３６および第２放熱面３７が設けられて筐体
５０と熱的に接触することで、冷却装置３０は、筐体５０を介して外部へ熱を放散できる
。
【０１７６】
　このように、延長板３５の少なくとも一部が、筐体５０と熱的に接触することで、冷却
装置３０は、熱拡散部３１からの熱を外気へ放散できる。なお、延長板３５が第１放熱面
３６および第２放熱面３７を設ける必要があるわけではなく、第１放熱面３６と第２放熱
面３７とは一例である。
【０１７７】
　次に、図１６を用いて、液冷ジャケットが放熱部の一例である場合について説明する。
図１６は、本発明の実施の形態２における冷却装置を装着した電子基板の側面図である。
【０１７８】
　冷却装置３０は、熱拡散部３１の側面の少なくとも一部から延伸する延長板３５を有す
る。延長板３５の先端において、液冷ジャケット５２が延長板３５の表面と熱的に接触す
る。液冷ジャケット５２は、例えば内部を冷媒が循環して、熱を奪いつつ排熱する。液冷
ジャケット５２の一例としては、ウォーターポンプがある。液冷ジャケット５２は、熱的
接合材６０を介して、延長板３５と接触してもよい。
【０１７９】
　液冷ジャケット５２が放熱部として用いられることで、冷却装置３０は、熱拡散部３１
からの熱を効率的に放散できる。結果として、冷却装置３０は、電子基板４０を効率的に
冷却できる。
【０１８０】
　次に、図１７を用いて、放熱板が放熱部の一例として用いられる場合について説明する
。図１７は、本発明の実施の形態２における冷却装置を装着した電子基板の側面図である
。
【０１８１】
　冷却装置３０は、熱拡散部３１の側面の少なくとも一部から延伸する延長板３５を有す
る。延長板３５の先端において、放熱板５３が延長板３５の表面と熱的に接触する。放熱
板５３の一例としては、金属製、樹脂製、合金製の板部材がある。放熱板５３は、熱的接
合材６０を介して、延長板３５と接触してもよい。放熱板５３は、延長板３５から受け取
った熱を、外気に放散する。この結果、熱拡散部３１が発熱体から受熱した熱は、外気に
放散される。
【０１８２】
　放熱板５３が放熱部として用いられることで、冷却装置３０は、熱拡散部３１からの熱
を効率的に放散できる。結果として、冷却装置３０は、電子基板４０を効率的に冷却でき
る。
【０１８３】
　次に、図１８を用いて、冷却ファンが放熱部の一例として用いられる場合について説明
する。図１８は、本発明の実施の形態２における冷却装置を装着した電子基板の側面図で
ある。
【０１８４】
　冷却装置３０は、熱拡散部３１の側面の少なくとも一部から延伸する延長板３５を有す
る。冷却装置３０は、延長板３５の表面に送風する冷却ファン５５を備える。冷却ファン
５５は、延長板３５の表面の少なくとも一部（もちろん、裏面の少なくとも一部であって
もよい。要は、冷却ファン５５は、延長板３５に風を当てることができればよい）に風を
当てる。冷却ファン５５の送風によって、延長板３５が伝導する熱が放散される。すなわ
ち、冷却ファン５５は、熱拡散部３１から延長板３５に伝導した熱を放散できる。結果と
して、電子基板４０から熱拡散部３１が受熱した熱が、外気へ放散されることになる。
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【０１８５】
　このように、冷却装置３０が、延長板３５へ送風する冷却ファン５５を有することで、
冷却装置３０は、電子基板４０を効率的に冷却できる。
【０１８６】
　次に、図１９を用いて、ヒートシンクが放熱部の一例として用いられる場合について説
明する。図１９は、本発明の実施の形態２における冷却装置を装着した電子基板の側面図
である。
【０１８７】
　冷却装置３０は、熱拡散部３１の側面の少なくとも一部から延伸する延長板３５を有す
る。冷却装置３０は、延長板３５の先端と熱的に接触するヒートシンク５７を備える。ヒ
ートシンク５７は、基体と基体に立設するフィンとを有する。また、ヒートシンク５７は
、必要に応じて熱的接合材６０を介して延長板３５と熱的に接触する。ヒートシンク５７
は、延長板３５から熱を奪い取って、フィンを通じて、外気に放熱する。
【０１８８】
　このように、冷却装置３０が、延長板３５と熱的に接触するヒートシンク５７を備える
ことで、冷却装置３０は、電子基板４０を効率的に冷却できる。
【０１８９】
　なお、図１５～図１９に示される延長板３５は、熱拡散部３１と一体であっても別体で
あってもよい。別体である場合には、延長板３５が、熱拡散部３１の側面に装着される。
【０１９０】
　このように、延長板３５が熱拡散部３１から電子基板４０の外部へ延伸し、延伸した延
長板３５に種々の放熱部が取り付けられることで、熱拡散部３１が電子基板４０から奪っ
た熱が、電子基板４０の外部で効率的に放散される。
【０１９１】
　また、延長板３５は、熱拡散部３１の側面と別体で構成される場合には、延長板３５は
、熱拡散部３１の側面の少なくとも一部に装着部を有する装着部を有する構造でもよい。
【０１９２】
　図２０は、本発明の実施の形態２における延長板の側面図である。
【０１９３】
　延長板３５は、装着部５９を有して、この装着部５９は熱拡散部３１の側面に装着され
る。装着部５９が熱拡散部３１の側面に装着されることで、熱拡散部３１の側面に、延長
板３５が取り付けられる。
【０１９４】
　以上のように、実施の形態２における冷却装置は、電子基板から奪い取った熱を、電子
基板の外部に捨てることができる。結果として、冷却装置は、効率的に電子基板および電
子基板に実装されている発熱体を冷却できる。
【０１９５】
　（実施の形態３）
　次に、実施の形態３について説明する。
【０１９６】
　実施の形態３における冷却装置は、熱拡散部を挟む第１回路実装面と第２回路実装面と
を、電気的に接続するビアホールを、熱拡散部が有する構成について説明する。
【０１９７】
　なお、熱拡散部は、第１回路実装面と第２回路実装面とに熱的に接触するが、電子基板
が複数の回路基板を有する場合には、第１回路実装面および第２回路実装面は、複数の回
路基板のそれぞれであり、電子基板が多層基板である場合には、第１回路実装面および第
２回路実装面は、多層基板に含まれる回路層である。
【０１９８】
　このため、実施の形態３で説明するビアホールは、熱拡散部を挟む一組の回路基板同士
を電気的に接続することでもよく、熱拡散部を挟む一組の回路層を電気的に接続すること
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でもよい。また、熱拡散部を挟む回路基板同士や回路層同士が、電気的に接続されるとい
うことは、これらの回路基板や回路層と電気的に接続される他の回路基板や回路層も、電
気的に接続されるということである。
【０１９９】
　図２１は、本発明の実施の形態３における冷却装置を装着した電子基板の側面図である
。
【０２００】
　図２１においては、第１回路実装面８１と第２回路実装面８２を有する電子基板８０を
示している。熱拡散部７１は、第１回路実装面８１と第２回路実装面８２とに挟まれてい
る。なお、電子基板８０は、複数の回路基板を有していてもよいし、多層基板であっても
よい。
【０２０１】
　熱拡散部７１は、実施の形態１、２で説明したように、金属、合金、樹脂などで形成さ
れる板部材であったり、平板形状のヒートパイプであったりすればよい。平板形状のヒー
トパイプの場合には、上部板、下部板、中間板が積層されて形成されればよい。
【０２０２】
　熱拡散部７１は、ビアホール７２を有する。ビアホール７２は、熱拡散部７１の表面と
裏面を貫通する。第１回路実装面８１および第２回路実装面８２のそれぞれは、電子部品
８５、電子部品８６をそれぞれ実装している。電子部品８５と電子部品８６とは、電気的
に接続される必要がある場合がある。電子部品８５は第１回路実装面８１に実装されてお
り、電子部品８６は、第２回路実装面８２に実装されている（なお、第１回路実装面８１
と第２回路実装面８２の面は、熱拡散部７１と直接接する面およびその対向する面を含ん
でいる）。
【０２０３】
　第１回路実装面８１と第２回路実装面８２との間には、熱拡散部７１があるので、この
ままでは電子部品８５と電子部品８６とは電気的に接続できない。電子部品８５と電子部
品８６とで説明しているが、第１回路実装面８１および第２回路実装面８６のそれぞれも
、電気信号によって動作するので、第１回路実装面８１と第２回路実装面８２との電気的
接続も必要な場合がある。この場合にも、熱拡散部７１が阻害要因となって、第１回路実
装面８１と第２回路実装面８２とが電気接続できない。
【０２０４】
　このように、第１回路実装面と第２回路実装面とを同時あるいはフレキシブルに冷却で
きる冷却装置は、第１回路実装面と第２回路実装面との電気接続を阻害しうることがある
。
【０２０５】
　図２１に示される冷却装置７０は、熱拡散部７１にビアホール７２が設けられることで
、第１回路実装面８１と第２回路実装面８２とを電気的に接続できる。ビアホール７２は
、熱拡散部７１の表面から裏面にかけて貫通しており、第１回路実装面８１と第２回路実
装面８２とを電気的に接続できる。例えば、第１回路実装面８１から伸びる導電線（リー
ド線や銅線など）が、ビアホール７２を経由して、第２回路実装面８２に到達してもよい
。この導電線が、第１回路実装面８１の電子部品と第２回路実装面８２の電子部品とを接
続できる。
【０２０６】
　あるいは、第１回路実装面８１および第２回路実装面８２において、熱拡散部７１と接
触しない面に実装された電子部品同士が接続されてもよい。図２１は、このような構成を
示している。
【０２０７】
　第１回路実装面８１は、熱拡散部７１と接触しない面に電子部品８５を実装する。同様
に、第２回路実装面８２は、熱拡散部７１と接触しない面に電子部品８６を実装する。電
子部品８５および電子部品８６は、ボールグリッドアレイ（以下、「ＢＧＡ」という）を
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有しており、このＢＧＡによって回路基板や回路層に電気接続される。電子部品８５は、
第１回路実装面８１である回路基板や回路層のビアホールを通じて導電線８９を熱拡散部
７１に延ばせる。導電線８９は、ビアホール７２を経由して、第２回路実装面８２に到達
できる。第２回路実装面８２である回路基板や回路層は、ビアホールを有しており、導電
線８９を電子部品８６に接続できる。
【０２０８】
　以上のように、熱拡散部７１と接触しない面に実装された電子部品８５および電子部品
８６同士も、熱拡散部７１のビアホール７２によって電気的に接続される。
【０２０９】
　なお、ビアホール７２は、導電線を通すだけでなく、内部が導電膜で覆われており、第
１回路実装面８１と第２回路実装面８２とを、この導電膜によって電気接続してもよい。
また、ビアホール７２の内部が導電膜で覆われていることで、第１回路実装面８１と第２
回路実装面８２のそれぞれに形成される配線パターン同士が電気的に接続されることも好
適である。
【０２１０】
　また、図２２に示されるように、熱拡散部７１は、複数のビアホール７２を備えていて
もよい。図２２は、本発明の実施の形態３におけるヒートパイプの斜視図である。
【０２１１】
　なお、実施の形態１で説明した、熱拡散部７１がヒートパイプである場合には、ヒート
パイプを構成する各部材に予め貫通孔が設けられておき、各部材が積層されることで貫通
孔がビアホールを形成することでもよい。この場合には、非常に微細なビアホールを形成
できる。
【０２１２】
　図２３にヒートパイプにビアホールを形成する一例を示す。図２３は、本発明の実施の
形態３におけるヒートパイプの模式図である。図２３（a）は、製造時に各部材が分割さ
れた状態を示しており、図２３（ｂ）は、各部材が封止されてヒートパイプ９１が完成し
た状態を示している。
【０２１３】
　ヒートパイプ９１は、平板状の上部板９２と、平板状の下部板９３と、平板状の複数の
中間板１００を備えている。
【０２１４】
　下部板９３は、上部板９２と対向しており、その形状、大きさはほぼ同一であることが
適当である。勿論、異なっていても本発明の意図は逸脱しない。
【０２１５】
　複数の中間板１００のそれぞれは、上部板９２と下部板９３の間に積層される。また、
複数の中間板１００のそれぞれは、内部貫通孔１０１を有している。複数の中間板１００
が積層される際には、内部貫通孔１０１同士の一部のみが重なって、内部貫通孔１０１そ
のものの断面積よりも小さな断面積を有する毛細管流路１０５が形成される。毛細管流路
１０５は、凝縮した冷媒が還流する通路となる。
【０２１６】
　また、上部板９２、下部板９３および複数の中間板１００のそれぞれは、外部貫通孔１
０２を有している。これらの外部貫通孔１０２は、上部板９２、下部板９３および複数の
中間板１００の全てが積層される際には、同一位置において重なり合ってビアホール９４
を形成する。ビアホール９４は、上部板９２から下部板９３までを貫通しており、ヒート
パイプ９１の上面と底面とを、電気的に接続できる。すなわち、第１回路実装面と第２回
路実装面とを、ビアホール９４は電気的に接続できる。また、当然ながら、ヒートパイプ
９１の上面や底面に実装された電子部品や配線パターン同士を、ビアホール９４は、電気
的に接続できる。
【０２１７】
　外部貫通孔１０２は、ヒートパイプ９１が構成された後で形成されるのではなく、積層
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される部材（上部板９２、下部板９３、複数の中間板１００のそれぞれ）毎に予め形成さ
れる。
【０２１８】
　板状の部材に貫通孔を形成する際には、形成される貫通孔周辺の変形やクラックなどを
生じさせない加工限度がある。貫通孔の形成においては、板状の部材の厚みをｔ、貫通孔
の直径をφｄとすると、
　　（１／２）＊ｔ　≦　φｄ　・・　（数１）
　との加工限度が成立する。すなわち、より小さな貫通孔を形成するためには、板状の部
材の厚みを薄くする必要がある。部材の厚みが大きいと、（数１）で表されるとおり、貫
通孔の直径を大きくする必要がある。貫通孔の直径を小さくするためには、加工時におい
てかなりの圧力を小さい領域に集中させる必要があり、貫通孔周辺への影響が大きくなり
うるからである。
【０２１９】
　一方で、ヒートパイプ９１にビアホール９４を形成するに当たっては、使用上の便宜お
よびヒートパイプ９１の性能劣化防止のために、ビアホール９４の直径は小さい方が好ま
しい。
【０２２０】
　しかしながら、数１で表される加工限度があるために、ヒートパイプ９１の構成後にビ
アホール９４を形成すると、ビアホール９４の直径がどうしても大きくなる。これは、ど
んなに薄型のヒートパイプ９１であっても、ビアホール９４の直径がヒートパイプ９１の
厚みに依存するからである。
【０２２１】
　これに対して、部材毎に外部貫通孔１０２が形成されることで、ビアホール９４の直径
を小さくできる。ヒートパイプ９１自体は一定の厚みが不可避であるが、積層される部材
のそれぞれは、ヒートパイプ９１そのものの厚みよりもかなり薄くできる。このため、部
材毎に設けられる外部貫通孔１０２の直径は小さくできる。
【０２２２】
　図２３のヒートパイプ９１は、上部板９２、下部板９３および複数の中間板１００のそ
れぞれが積層されて構成される。このとき、上部板９２、下部板９３および複数の中間板
１００のそれぞれに設けられた外部貫通孔１０２同士が同一位置で重なることで、上部板
９２から下部板９３までを貫通するビアホール９４が形成される。この結果、ビアホール
９４は、ヒートパイプ９１の厚みを基準にした加工限度（数１で示される加工限度）で定
義される直径以下であって、部材毎の厚みを基準にした加工限度（数１で示される加工限
度）で定義される直径以上を有する。
【０２２３】
　このような直径を有するビアホール９４は、加工限度を超えることのない、小さな直径
を有することになる。結果として、加工上、製造上の問題を生じさせること無く、使用上
の便宜およびヒートパイプ９１の性能劣化防止を実現するビアホール９４が、ヒートパイ
プ１に形成できる。
【０２２４】
　例えば数１を考慮すると、ビアホール９４の直径φｄを２ｍｍにするためには、ビアホ
ール９４を空ける部材の厚みを４ｍｍ以下にする必要がある。ビアホール９４が、ヒート
パイプ９１に直接形成されるとすると、ヒートパイプ９１を４ｍｍ以下の厚みにする必要
がある。これはかなりの困難を伴う。
【０２２５】
　一方、部材毎に外部貫通孔１０２を形成する場合には、これらの部材を直径２ｍｍのビ
アホールのために必要な４ｍｍ以下とするのは容易である。
【０２２６】
　ヒートパイプ９１の厚みを４ｍｍとすると、上部板９２、下部板９３、２枚の中間板１
００（複数の中間板１００を２枚と仮定して）の厚みは、それぞれ約１ｍｍずつになる。
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各部材の厚みが１ｍｍである場合には、外部貫通孔１０２の直径φｄは、０．５ｍｍまで
小さくできる。ビアホール９４は、外部貫通孔１０２同士が重なったものである。このた
め、ビアホール９４の直径は０．５ｍｍとなる。
【０２２７】
　このように、図２３に示されるヒートパイプ９１のビアホール９４の直径は、加工限度
である２ｍｍを大幅に改善し、０．５ｍｍとなる。すなわち、ビアホール９４は、非常に
微小となる。
【０２２８】
　ビアホール９４の直径が非常に微小となると、第１回路実装面と第２回路実装面との電
気的な接続における電気抵抗も小さくなり、電子基板の動作精度が向上する。
【０２２９】
　以上のように、実施の形態３における冷却装置によって、熱拡散部を挟む回路基板や回
路層同士を、導電線の引き回しに依ることなく、電気的に接続できる。結果として、電子
基板や冷却装置の利用価値が高まる。
【０２３０】
　（実施の形態４）
　次に、実施の形態４について説明する。
【０２３１】
　実施の形態４は、実施の形態１～３で説明した冷却装置を装着した電子基板および電子
基板を使用した電子機器について説明する。
【０２３２】
　図２４は、本発明の実施の形態４における電子機器の内部透視図である。
【０２３３】
　電子機器１３０は、電子基板１２０とこれを格納する筐体１２５とを備える。電子機器
１３０は、電子基板１２０が備える機能によって、種々の動作を提供する。また、冷却装
置１１１は、電子基板１２０に装着される。電子基板１２０は、複数の回路基板１２１、
１２２を有している。なお、電子基板１２０は、多層基板であって、複数の回路層を有し
ていてもよい。
【０２３４】
　電子基板１２０が備える回路基板１２１と回路基板１２２は、その間に熱拡散部１１２
を挟んでいる。熱拡散部１１２は、回路基板１２１および回路基板１２２から熱を受熱し
、熱を拡散して延長板１１５に伝導する。延長板１１５は、折り曲げられており、第１放
熱面１１６と第２放熱面１１７を備える。この第１放熱面１１６と第２放熱面１１７とは
、筐体１２５と熱的に接触し、筐体１２５から外気へ熱を放散する。このとき、第１放熱
面１１６および第２放熱面１１７は、熱的接合財１２７を介して筐体１２５と熱的に接触
してもよい。
【０２３５】
　電子基板１２０は、このように、回路基板１２１および回路基板１２２を、冷却装置１
１１によって冷却できる。このとき、冷却装置１１１によって、回路基板１２１および回
路基板１２２を同時に冷却したり、個別に冷却したりできる。冷却装置１１１が回路基板
１２１と回路基板１２２とに挟まれているので、回路基板１２１と回路基板１２２とは、
冷却装置１１１によって、フレキシブルに冷却される。電子基板１２０が冷却されること
で、発熱による誤動作や動作不良が生じにくくなる。
【０２３６】
　このように、冷却装置１１１を装着する電子基板１２０が実装された電子機器１３０は
、電子部品や電子基板の過度な発熱や過度な発熱による不具合を防止できる。このような
電子機器１３０は、多種多様な用途の機器に適用される。
【０２３７】
　例えば、電子機器１３０の例としては、ノートブックパソコン、デスクトップパソコン
、サーバ機器、携帯端末、携帯電話機、車載電子端末などがある。
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【０２３８】
　電子機器の一例を図２５に示す。図２５は、本発明の実施の形態４における電子機器の
斜視図である。電子機器２００は、カーテレビやパーソナルモニターなどの薄型、小型が
要求される電子機器である。
【０２３９】
　電子機器２００は、ディスプレイ２０１、発光素子２０２、スピーカ２０３を備えてい
る。この電子機器２００の内部に冷却装置１１１を装着した電子基板１２０が格納されて
いる。
【０２４０】
　冷却装置１１１は、電子基板１２０の内部に装着されるので、電子機器の小型化や薄型
化を阻害せずに、電子基板や発熱体を冷却できる。結果として、電子機器２００の動作不
良や性能劣化が防止できる。
【０２４１】
　このように考えると、冷却装置１１１は、ノートブックパソコン、携帯端末、コンピュ
ータ端末などに実装されている放熱フィンや液冷装置などに置き換えられたり、自動車や
産業機器のライト、エンジン、制御コンピュータ部に実装されている放熱フレームや冷却
装置などに、好適に置き換えられたりすることが可能である。結果として、冷却装置１１
１や、冷却装置１１１を装着する電子基板１２０は、広い範囲（電子機器、産業機器、自
動車、航空機、輸送機器など）に適用できる。
【０２４２】
　また、実施の形態１～４で説明された冷却装置や電子基板は、多数の電子基板を備える
コンピュータやサーバ機器にも好適に適用できる。
【０２４３】
　図２６は、本発明の実施の形態４におけるサーバ機器の内部透視図である。図２６は、
電子機器の一例としてのサーバ内部に、実施の形態１～４で説明した冷却装置や電子基板
を適用した例を示している。
【０２４４】
　サーバ機器３００は、筐体３０１を備え、筐体３０１内部に電子基板を差し込むスロッ
ト３０２を備えている。スロット３０２には、複数の電子基板３０３、３０４が差し込ま
れている。
【０２４５】
　電子基板３０３は、回路基板３０５、３０６を備え、回路基板３０５と回路基板３０６
との間に熱拡散部３２１を装着している。熱拡散部３２１は、冷却装置３２０に含まれる
。
【０２４６】
　同様に、電子基板３０４は、回路基板３０７、３０８を備え、回路基板３０７と回路基
板３０８との間に熱拡散部３３１を装着している。熱拡散部３３１は、冷却装置３３０に
含まれる。ここで、電子基板が二つである場合が示されているが、回路基板のそれぞれを
電子基板としてみなせば、４枚の電子基板がスロット３０２に差し込まれていると考えら
れる。
【０２４７】
　すなわち、スロット３０２に差し込まれている複数の電子基板の中で、２枚を一組とす
る電子基板セット毎に、冷却装置が実装されることでもよい。
【０２４８】
　また、図２６では、２つの冷却装置３２０、３３０が示されているが、冷却装置として
は全体で１つであって、１つの冷却装置が複数の熱拡散部を備える構成であってもよい。
【０２４９】
　筐体３０１は、上部に冷却ファン３０９を備え、冷却ファン３０９の送風方向に合わせ
て、筐体３０１は、排気口３１０を備える。
【０２５０】
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　熱拡散部３２１、３３１のそれぞれは、延長板３２２、３３２を備え、延長板３２２、
３３２のそれぞれは、折り曲げられて、冷却ファン３０９からの風を受ける位置にまで、
延伸する。延長板３２２、３３２のそれぞれは、冷却ファン３０９からの風を受けて、熱
を放散できる。放散された熱は、排気口３１０より筐体３０１の外部へ排出される。この
ような構成を有するサーバ機器３００によって、サーバ機器３００内部の発熱が、一定以
下に抑えられる。
【０２５１】
　特に、サーバ機器３００は、多数の電子基板を実装していることが多く、２４時間体制
で動作しているので、内部は非常に高温になりやすい。
【０２５２】
　図２６で示すように、電子基板のそれぞれにおいて、冷却装置が装着されることで、サ
ーバ機器３００の発熱が抑えられて、動作不良や性能劣化が防止できる。
【０２５３】
　このように、実施の形態１～４で説明した冷却装置は、複数の電子基板に挟まれて装着
されるので、多数の電子基板が整然と格納されるサーバ機器やコンピュータ機器に好適に
適用できる。
【０２５４】
　（実施の形態５）
　次に、実施の形態５について説明する。
【０２５５】
　実施の形態５では、電子基板に設けられた凹部に熱拡散部が装着される場合を説明する
。
【０２５６】
　図２７は、本発明の実施の形態５における冷却装置の側面図である。図２７は、側面の
途中における断面を示している。
【０２５７】
　冷却装置４００は、凹部４０２を有する電子基板４０１と、凹部４０２に装着される熱
拡散部４０３とを有し、熱拡散部４０３の表面、裏面および側面の少なくとも一部は、凹
部４０２の表面および側面の少なくとも一部と熱的に接触する。
【０２５８】
　電子基板４０１は、発熱体４０４を実装している。発熱体４０４は、電子基板４０１に
実装された電子部品、半導体集積回路、電子素子などである。
【０２５９】
　電子基板４０１は、種々の電子機器に実装される基板であり、電子機器の形状や構造に
依存した形状や大きさを有している。このような電子基板において、表面に凹部４０２が
設けられることがある。多層基板の一部が取り除かれたり、電子機器の形状に対応したり
することによる。あるいは、電子基板４０１における発熱を冷却する必要があるが、電子
基板４０１の外部に冷却装置がはみ出る状態を回避する必要がある場合がある。このよう
な場合には、電子基板４０１の一部に凹部４０１が設けられ、この凹部４０１に熱拡散部
４０３が挿入されることで、熱拡散部４０３（すなわち、冷却装置）が電子基板４０１の
表面より突出せずに済む。
【０２６０】
　このような理由に基づき、電子基板４０１は、凹部４０２を備える。
【０２６１】
　電子基板４０１は、凹部４０２と対向する面において発熱体４０４を実装する。発熱体
４０４が発する熱は、周囲の電子部品や電子基板４０１そのものに悪影響を与えたり、自
らの動作に悪影響を与えたりすることがある。しかしながら、発熱体４０４の表面に熱拡
散部４０３を設置すると電子基板４０１から突出することになり、電子基板４０１が電子
機器内部で実装しにくくなる。一方で、発熱体４０４が発する熱は、電子基板４０１内部
に伝導し、電子基板４０１を高温にしてしまうことも多い。
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【０２６２】
　図２７に示される冷却装置４００は、熱拡散部４０３を凹部４０２に挿入している。熱
拡散部４０３は、凹部４０２の表面および側面の少なくとも一部と熱的に接触し、凹部４
０２から電子基板４０１（ひいては発熱体４０４）の熱を奪う。熱拡散部４０３は、内部
空間に冷媒を封入する。熱拡散部４０３は、凹部４０２から奪った熱によって気化した冷
媒の拡散と、冷却されて凝縮した冷媒の還流とによって、凹部４０２からの熱を拡散して
冷却する。
【０２６３】
　熱拡散部４０３は、凹部４０２に挿入されるので、電子基板４０１において熱拡散部４
０３による突出は生じない。このため、電子基板４０１は、熱拡散部４０３によって冷却
されると共に電子機器での実装における不具合をも生じさせない。
【０２６４】
　また、熱拡散部４０３が凹部４０２に設置されることは、電子基板４０１での突出を防
止できるだけではなく、熱拡散部４０３が電子基板４０１からの熱を二次元あるいは三次
元的に奪うことができるメリットを生じさせる。熱拡散部４０３は、その裏面および側面
を、凹部４０２の表面および側面と熱的に接触させることができる。このため、熱拡散部
４０３は、電子基板４０１の熱を、熱拡散部４０３の裏面および側面の両面から奪うこと
ができる。
【０２６５】
　この結果、凹部４０２に熱拡散部４０３が設置されることで、電子基板４０１がより効
率的に冷却される。熱拡散部４０３は、放射状あるいは直線状に熱を拡散する。
【０２６６】
　ここで、熱拡散部４０３は、一例として図６に示されるヒートパイプの構成を有する。
すなわち、熱拡散部４０３は、上部板と、上部板と対向する下部板と、上部板と下部板と
の間に積層される単数又は複数の中間板を備える。上部板および下部板とによって内部空
間が形成され、この内部空間に封止された冷媒の気化と凝縮によって、発熱体から受熱し
た熱を拡散する。また、中間板は切り欠き部と内部貫通孔を備えている。切り欠き部は、
気化した冷媒が拡散する蒸気拡散路を形成し、内部貫通孔は、凝縮した冷媒が還流する毛
細管を形成する。
【０２６７】
　図６は、このような構造を有するヒートパイプ１８を示している。
【０２６８】
　　（上部板）
　上部板２０は、平板状であり、所定の形状、面積を有している。
【０２６９】
　上部板２０は、金属、樹脂などで形成されるが、銅、アルミニウム、銀、アルミニウム
合金、鉄、鉄合金、ステンレスなどの熱伝導率の高い金属で形成されることが好ましい。
また、上部板２０は、方形、菱形、円形、楕円形、多角形など種々の形を有していてよい
が、製造上の容易性や実装上の容易性から方形が採用されやすい。
【０２７０】
　上部板２０は、その一方の面であって中間板２２と対向する面に、蒸気拡散路２５およ
び毛細管流路２６の少なくとも一方と連通する凹部２４を有していることも好ましい。凹
部２４が毛細管流路２６と連通することで、凝縮した冷媒が、上部板２０から毛細管流路
２６へと伝わりやすくなる。あるいは、凹部２４が蒸気拡散路２５と連通することで、気
化した冷媒が、放熱面に広い面積で接しやすくなり、気化した冷媒の放熱が促進される。
更には、凹部２４が蒸気拡散路２５と連通することで、蒸気拡散路２５を拡散する気化し
た冷媒が凹部２４も伝わるので、気化した冷媒は厚み方向にも拡散することになる。結果
として、ヒートパイプ１８は、受熱した熱を平面方向および垂直方向に拡散する。
【０２７１】
　なお、熱拡散部２が地表面に対して水平に設置される場合には、平面方向は地表面に対
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して水平方向であって、垂直方向は地表面に対して垂直方向である。熱拡散部２が地表面
に対して斜めや垂直に設置された場合には、平面方向は平板形状の熱拡散部２の平板方向
であって、垂直方向は平板形状の熱拡散部２の厚み方向である。
【０２７２】
　上部板２０は、中間板２２と接合される突起部や接着部を備えていることも好適である
。上部板２０は、便宜上「上部」との呼称となっているが、物理的に上部の位置に存在し
なければならないわけではなく、下部板２１と特段に区別されるものでもない。また、上
部板２０が放熱面側となっても、受熱面側となっても特に問題はない。
【０２７３】
　また、上部板２０は、冷媒の注入口２７を備えている。上部板２０、中間板２２、下部
板２１が積層されて接合されると内部空間が形成される。この内部空間は、冷媒を封入す
る必要があるので、上部板２０などの接合後に注入口２７から冷媒が封入される。注入口
２７は、冷媒が封入されると封止されて内部空間は密封される。
【０２７４】
　なお、冷媒は、積層後に注入口２７から封入されても良く、上部板２０、下部板２１、
中間板２２が積層される際に冷媒が封入されてもよい。
【０２７５】
　　（下部板）
　下部板２１は、上部板２０と対向して単数又は複数の中間板２２を挟む。
【０２７６】
　下部板２１は、金属、樹脂などで形成されるが、銅、アルミニウム、銀、アルミニウム
合金、鉄、鉄合金、ステンレスなどの熱伝導率の高い金属で形成されることが好ましい。
また、方形、菱形、円形、楕円形、多角形など種々の形を有していてよいが、上部板２０
と対向してヒートパイプ１８を形成するので、上部板２０と同一の形状、面積であること
が好ましい。また、製造上の容易性や実装上の容易性から方形が採用されやすい。
【０２７７】
　下部板２１は、その一方の面であって中間板２２と対向する面に、蒸気拡散路２５と毛
細管流路２６に連通する凹部２４を有していることも好適である。下部板２１に凹部２４
が設けられることは、上部板２０に凹部２４が設けられることと同様の意味を有する。
【０２７８】
　下部板２１は、便宜上「下部」との呼称となっているが、物理的に下部の位置に存在し
なければならないわけではなく、上部板２０と特段に区別されるものでもない。
【０２７９】
　下部板２１は、中間板２２と接合される突起部や接着部を備えていることも好適である
。
【０２８０】
　また、下部板２１が放熱面側となっても、受熱面側となっても特に問題はない。
【０２８１】
　　（中間板）
　単数又は複数の中間板２２は、上部板２０と下部板２１の間に積層される。
【０２８２】
　中間板２２は、金属、樹脂などで形成されるが、銅、アルミニウム、銀、アルミニウム
合金、鉄、鉄合金、ステンレスなどの熱伝導率の高い金属で形成されることが好ましい。
また、方形、菱形、円形、楕円形、多角形など種々の形を有していてよいが、上部板２０
および下部板２１に挟まれてヒートパイプ１８を形成するので、上部板２０および下部板
２１と同一の形状であることが好ましい。また、製造上の容易性や実装上の容易性から方
形が採用されやすい。なお、上部板２０および下部板２１に挟まれるので、中間板２２の
面積は、上部板２０および下部板２１と同一でも良く、若干小さくてもよい。
【０２８３】
　中間板２２は、上部板２０および下部板２１と接続される際に用いられる突起や接着部
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を有していても良い。加えて、中間板２２は、微小な断面積を有する内部貫通孔２３を有
している。この内部貫通孔２３は、毛細管流路２６を形成する。
【０２８４】
　最終的には、上部板２０と下部板２１の間に中間板２２が積層されて接合されることで
、ヒートパイプ１８が形成される。中間板２２は、単数でも複数でもよい。但し、後述す
るように、より微小な断面積を有する毛細管流路２６を形成するためには、中間板２２は
、複数であることが好ましい。
【０２８５】
　　（中間板と蒸気拡散路および毛細管流路）
　次に、中間板２２、蒸気拡散路２５および毛細管流路２６について、図７も参照しなが
ら説明する。
【０２８６】
　まず、蒸気拡散路２５について説明する。
【０２８７】
　中間板２２は、切り欠き部２９と内部貫通孔２３を有している。
【０２８８】
　切り欠き部２９は、ヒートパイプ１８における蒸気拡散路２５を形成する。上部板２０
と下部板２１の間に中間板２２が積層された場合に、切り欠き部２９は空隙を形成するこ
とになる。この空隙が蒸気拡散路２５を形成する。
【０２８９】
　ここで、切り欠き部２９が、ヒートパイプ１８の平面方向に向けて形成されることで、
蒸気拡散路２５も、ヒートパイプ１８の平面方向に向けて形成される。このため、気化し
た冷媒は平面方向に拡散するようになる。加えて、切り欠き部２９は、上部板２０と下部
板２１とにつながっているので、蒸気拡散路２５は、上部板２０から下部板２１にまでつ
ながる。更には、上部板２０および下部板２１に設けられた凹部２４と蒸気拡散路２５と
は連通する。この結果、蒸気拡散路２５は、平面方向および垂直方向に気化した冷媒を拡
散させる。
【０２９０】
　特に、図７に示されるように、切り欠き部２９が中間板２２の中央部から放射状に形成
されている場合には、蒸気拡散路２５もヒートパイプ１８の中央部から放射状に形成され
ることになる。発熱体は、ヒートパイプ１８の略中央部に設置されることが多いので、冷
媒はヒートパイプ１８の略中央部でもっとも熱を受熱する。このため、ヒートパイプ１８
の中央部付近の冷媒が最初に気化する。このとき、蒸気拡散路２５がヒートパイプ１８の
略中央部から放射状に形成されていることで、中央付近で生じた気化冷媒は、放射状に拡
散しやすくなる。
【０２９１】
　このように、中間板２２が切り欠き部２９を有し、平面方向および垂直方向に広がる蒸
気拡散路２５が形成されることで、ヒートパイプ１８の内部においては、気化した冷媒が
平面方向および垂直方向に拡散するようになる。結果として、発熱体からの熱は、ヒート
パイプ１８内部を平面方向および垂直方向に拡散する。
【０２９２】
　なお、蒸気拡散路２５は、図７にしめされるような放射状でなくとも別の形状であって
もよい。
【０２９３】
　次に毛細管流路２６について説明する。
【０２９４】
　中間板２２は、内部貫通孔２３を有している。内部貫通孔２３は、微小な貫通孔であり
、凝縮した冷媒が還流する毛細管流路２６を形成する。中間板２２が図３に示されるよう
に切り欠き部２９を有する場合には、切り欠き部２９以外の部分に内部貫通孔２３が形成
される。
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【０２９５】
　ここで、中間板２２が単数の場合には、中間板２２に設けられている内部貫通孔２３が
そのまま毛細管流路になる。
【０２９６】
　一方、中間板２２が複数である場合には、複数の中間板２２のそれぞれに設けられた内
部貫通孔２３の一部のみが重なって、内部貫通孔２３の平面方向の断面積よりも小さい断
面積を有する毛細管流路２６が形成される。このように、中間板２２が複数である場合に
は、内部貫通孔２３そのものの断面積よりも小さい断面積を有する毛細管流路２６が形成
されるので、毛細管流路２６における凝縮した冷媒の還流をより効果的にできる。毛細管
流路２６は、毛細管現象によって凝縮した冷媒を還流させるので、毛細管流路２６の断面
積が小さいことが冷媒の還流を促進させるからである。
【０２９７】
　なお、中間板２２には、複数の内部貫通孔２３が設けられる。毛細管流路２６として機
能するためには、内部貫通孔２３が複数であることが好ましいからである。
【０２９８】
　内部貫通孔２３は、中間板２２の表面から裏面にかけて貫通しており、その形状は円形
でも楕円形でも方形でもよい。内部貫通孔２３の一部同士が重なって毛細管流路２６を形
成することから、内部貫通孔２３は方形であることが適当である。これは製造上の容易性
からも適当である。
【０２９９】
　内部貫通孔２３は、掘削、プレス、ウェットエッチング、ドライエッチングなどで形成
されれば良いが、微小加工および加工精度の面から、ウェットエッチング、ドライエッチ
ングなどのエッチング加工で形成されるのが適当である。
【０３００】
　中間板２２が複数の場合には、内部貫通孔２３は、複数の中間板２２のそれぞれに設け
られる。ここで、複数の中間板２２は、その内部貫通孔２３の一部同士のみがそれぞれ重
なるように積層されるので、内部貫通孔２３の位置は、隣接する中間板２２毎にずれてい
ることが適当である。例えば、ある中間板２２における内部貫通孔２３の位置と、この中
間板２２と隣接する別の中間板２２における内部貫通孔２３の位置は、内部貫通孔２３の
面積の一部ずつが重なるようにずれている。このように、隣接する中間板２２毎に内部貫
通孔２３の位置がずれていることで、複数の中間板２２が積層された場合に、内部貫通孔
２３の平面方向の断面積よりも小さい断面積を有する毛細管流路２６が形成される。
【０３０１】
　内部貫通孔２３の断面積よりも小さな断面積を持つ孔が、ヒートパイプ１８の垂直方向
に積層され、垂直方向の孔同士が接続することで、垂直方向の流路が形成される。また、
垂直方向において階段状の孔となるので、垂直方向であると同時に平面方向にも流れうる
流路が形成される。この垂直・平面方向に形成される流路は、その断面積が非常に小さく
、凝縮した冷媒を、垂直方向もしくは垂直・平面方向に還流させる。
【０３０２】
　なお、内部貫通孔２３の一部のみが重なるようにして、内部貫通孔２３よりも小さな断
面積を有する毛細管流路２６が形成される場合には、毛細管流路２６を直接加工するより
も、容易に製造できるメリットもある。
【０３０３】
　なお、毛細管流路２６は、凝縮した冷媒が還流するが、気化した冷媒が通ることもあり
える。
【０３０４】
　また、毛細管流路２６、凹部２４の角部や切り欠き部２９の角部は、面取りされていた
り、Ｒが設けられていたりすることも好適である。毛細管流路２６の断面は、六角形、円
形、楕円形、方形、多角形など様々な断面形状を有していて良い。毛細管流路２６の断面
形状は、内部貫通孔２３の形状と、内部貫通孔２３同士の重ね合わせ方により定まる。ま
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た、断面積も同様に定まる。
【０３０５】
　熱拡散部４０３は、以上のような構造を有し、凹部４０２から奪い取った熱を拡散する
。
【０３０６】
　また、冷却装置４００は、熱拡散部４０３が拡散した熱を放熱する放熱部を備えている
ことも好適である。
【０３０７】
　図２８は、本発明の実施の形態５における冷却装置の側面図である。
【０３０８】
　図２８に示される冷却装置４００は、凹部４０２を有する電子基板４０１と、凹部４０
２に装着または挿入される熱拡散部４０３と、を備え、熱拡散部の表面、裏面および側面
の少なくとも一部は、凹部４０２の表面および側面の少なくとも一部と熱的に接触し、更
に、熱拡散部４０３が拡散した熱を放熱する放熱部４０５を備える。
【０３０９】
　冷却装置４００は、熱拡散部４０３が拡散した熱を放熱する放熱部４０５を備える。放
熱部４０５は、熱拡散部４０３と熱的に接触しており、熱拡散部４０３から熱が伝導する
。放熱部４０５は、伝導された熱を外界に放散する。このとき、放熱部４０５は、効率的
に放熱できる面積や形状を有する板材であり、外気と接触することで伝導された熱を放散
する。あるいは、放熱部４０５は、電子機器の筐体と熱的に接触し、熱拡散部４０３から
伝導された熱を電子機器の筐体に放散する。
【０３１０】
　このようにして、放熱部４０５は、熱拡散部４０３からの熱を外界へ放散する。
【０３１１】
　なお、放熱部４０５は、板材でもよいしヒートシンクであってもよい。
【０３１２】
　放熱部４０５は、熱拡散部４０３を構成する上部板、下部板、中間板の少なくとも１つ
が、他よりもその面積が大きいことで熱拡散部４０３の側面から突出する部位によって構
成されてもよい。放熱部４０５が熱拡散部４０３を構成する部材と一体であることで、熱
拡散部４０３から放熱部４０５へ熱が伝わる際の熱抵抗が小さくなる。熱抵抗が小さいこ
とで、熱拡散部４０３から放熱部４０５への熱伝導での損失が少なく、放熱部４０５は熱
拡散部４０３からの熱を効率的に放散できる。
【０３１３】
　なお、熱拡散部４０３は、熱的接合材（Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｍａｔ
ｅｒｉａｌ）を介して凹部４０２と熱的に接触してもよい。
【０３１４】
　放熱部４０５は、電子基板４０１の外部にまで延伸して、電子基板４０１の外部に設け
られた筐体と熱的に接触して熱を放散してもよい。また、放熱部４０５が外部に延伸した
上で、放熱部４０５の先端にフィンが設けられたり、放熱部４０５に冷気を送風する冷却
ファンが設けられたり、放熱部４０５を冷却する液冷ジャケットが設けられたりすること
も好適である。
【０３１５】
　加えて、放熱部４０５は、電子機器の筐体の形状や大きさに適合するように、屈曲や屈
折を有していたり、他の放熱板と接続可能な接続部材を有していたりすることも好適であ
る。
【０３１６】
　次に、電子基板４０１は、サーマルビアを有し、熱拡散部４０３がサーマルビアを介し
て発熱体４０４からの熱を奪う場合について説明する。
【０３１７】
　図２９は、本発明の実施の形態５における冷却装置の側面図である。図２９は、電子基
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板４０１がサーマルビア４１０を有し、熱拡散部４０３は、発熱体４０４の熱を、サーマ
ルビア４１０を介して奪う構成を示している。
【０３１８】
　図２９に示される冷却装置４００は、凹部４０２を有する電子基板４０１と、凹部４０
２に装着される熱拡散部４０３とを有し、熱拡散部４０３の表面、裏面および側面の少な
くとも一部は、凹部４０２の表面および側面の少なくとも一部と熱的に接触し、電子基板
４０１は、凹部４０２と対向する面において発熱体４０４を実装し、電子基板４０１は、
発熱体４０４と凹部４０２とを熱的に接続するサーマルビア４１０を備える。
【０３１９】
　発熱体４０４となる電子部品は、電子基板４０１において凹部４０２と対向する回路面
（逆の回路面）に実装されることが多い。特に、発光素子やパワーデバイスのように、発
熱量は大きいが、小型の電子部品は、凹部４０２の対向する回路面に実装される。これら
の発熱体４０４は、電子基板４０１を伝導して熱を凹部４０２に伝えるが、電子基板４０
１の素材によっては、熱伝導が不十分であることもある。サーマルビア４１０は、発熱体
４０４が生じさせる熱を効率よく凹部４０２に伝導させる。
【０３２０】
　サーマルビア４１０は、電子基板４０１に穿たれた貫通孔でもよいし、貫通孔の内周が
熱伝導性の高い素材でコーティングされている場合でもよい。この場合には、発熱体４０
４からの熱は、電子基板４０１から熱伝導性の高いコーティングを通って、凹部４０２に
到達する。凹部４０２に到達した後で、発熱体４０４の熱は、熱拡散部４０３に伝わって
、熱拡散部４０３は、熱を拡散する。
【０３２１】
　熱拡散部４０３は、ヒートパイプ構造を有しており、封入されている冷媒の気化と凝縮
の繰り返しによって、奪った熱を拡散する。拡散された熱は、熱拡散部４０３の表面から
外界に放散されたり、図２８に示されるような放熱部によって外界に放散されたりする。
このとき、熱拡散部４０３や放熱部が電子基板４０１を格納する電子機器の筐体と熱的に
接触することで、熱拡散部４０３が拡散した発熱体４０４の熱を外界に放散できる。
【０３２２】
　また、図２９に示される冷却装置４００は、電子基板４０１に設けられた凹部４０２に
挿入されるので、電子基板４０１の外形を損なうことがない。すなわち、冷却装置４００
は、不要な突出を生じさせない。このため、冷却装置４００の電子機器への実装において
不具合が生じない。加えて、凹部４０２に熱拡散部４０３が挿入されるので、熱拡散部４
０３と発熱体４０４との距離が縮まる。この結果、熱拡散部４０３は、サーマルビア４１
０を通じて、効率的に発熱体４０４からの熱を奪い取ることができる。
【０３２３】
　凹部４０２は、その表面に電子部品などの発熱体を実装していることもある。
【０３２４】
　図３０は、本発明の実施の形態５における冷却装置の側面図である。図３０は、凹部４
０２の表面に発熱体が実装されており、熱拡散部４０３は、これらの発熱体の熱を奪う構
成であることを示している。
【０３２５】
　図３０に示される冷却装置４００は、凹部４０２を有する電子基板４０１と、凹部４０
２に装着または挿入される熱拡散部４０３と、を備え、熱拡散部の表面、裏面および側面
の少なくとも一部は、凹部４０２の表面および側面の少なくとも一部と熱的に接触し、凹
部４０２の表面に発熱体４１２が実装され、熱拡散部４０３は、発熱体４１２と熱的に接
触する。
【０３２６】
　例えば、大型のＣＰＵなどは凹部４０２に熱拡散部４０３と共に実装されることもあり
える。大型のＣＰＵは、電子基板４０１の特定の面の特定の位置に実装されることが多く
、大きな熱を生じさせる。
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【０３２７】
　このため、冷却装置４００は、熱拡散部４０３を発熱体４１２に熱的に接触させること
が好ましい。更には、大型の電子部品と熱拡散部４０３とが、電子基板４０１の外部に突
出することなく装着・実装されることが好ましい。
【０３２８】
　電子基板４０１は凹部４０２を有しており、凹部４０２に発熱体４１２が実装されてい
る。熱拡散部４０３は、この発熱体４１２に熱的に接触するように凹部４０２に装着され
る。熱拡散部４０３は、発熱体４１２から熱を奪って拡散し、必要に応じて放熱部などを
通じて奪った熱を外界に放散する。
【０３２９】
　ＣＰＵをはじめとする大型の発熱体４１２とこれを冷却する熱拡散部４０３とが、凹部
４０２に装着されることで、電子基板４０１に不要な突出などがなくなり、電子基板の電
子機器への格納が容易となる。また、全体としてすっきりとした外観であることによって
、冷却装置４００が装着された電子基板としての製造、流通が容易となって、電子部品や
電子基板のサプライヤーにとっての、販売品の取り扱いが容易となる。
【０３３０】
　図３１は、図２７～図３０を用いて説明した冷却装置を上から見た図を示している。図
３１は、本発明の実施の形態５における冷却装置の上面図である。図３１に示されるよう
に、電子基板４０１は、凹部４０２を有し、凹部４０２に熱拡散部４０３が挿入あるいは
装着される。
【０３３１】
　この熱拡散部４０３の表面、裏面および側面の少なくとも一部が、凹部４０２の表面お
よび側面の少なくとも一部と熱的に接触する。この結果、熱拡散部４０３は、電子基板４
０１あるいは電子基板４０１に実装されている発熱体からの熱を奪って拡散し、外界に放
散する。
【０３３２】
　なお、凹部４０２は、図３１に示されるように電子基板４０１の中央近辺に設けられて
もよいし、端部に設けられてもよい。電子基板４０１の形状や電子部品の実装状態に合わ
せて凹部４０２の位置が決められればよい。
【０３３３】
　なお、図２７～図３０は、電子基板４０１の側面から見た状態を示しているが、いずれ
も把握を容易とするために凹部４０２を基準とする断面にて示している。
【０３３４】
　以上のように、電子基板４０１が備える凹部４０２に熱拡散部４０３が装着されること
で、冷却装置４００は、電子基板の外形に不要な突出を生じさせず、電子機器への格納を
容易とすることができる。
【０３３５】
　以上、実施の形態１～４で説明された冷却装置、電子基板および電子機器は、本発明の
趣旨を説明する一例であり、本発明の趣旨を逸脱しない範囲での変形や改造を含む。
【図面の簡単な説明】
【０３３６】
【図１】本発明の実施の形態１における電子基板の側面図である。
【図２】本発明の実施の形態１における電子基板の斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態１における電子基板の側面図である。
【図４】本発明の実施の形態１における電子基板の斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態１における電子基板の側面図である。
【図６】本発明の実施の形態１におけるヒートパイプの側面分解図である。
【図７】本発明の実施の形態１におけるヒートパイプに含まれる中間板の上面図である。
【図８】本発明の実施の形態１におけるヒートパイプの内部写真である。
【図９】本発明の実施の形態１における中間板の上面図である。
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【図１０】本発明の実施の形態２における冷却装置が装着された電子基板の斜視図である
。
【図１１】本発明の実施の形態２における冷却装置が装着された電子基板の側面図である
。
【図１２】本発明の実施の形態２における冷却装置が装着された電子基板の斜視図である
。
【図１３】本発明の実施の形態２における冷却装置が装着された電子基板の側面図である
。
【図１４】本発明の実施の形態２における冷却装置が装着された電子基板の斜視図である
。
【図１５】本発明の実施の形態２における冷却装置を装着した機器の内部透視図である。
【図１６】本発明の実施の形態２における冷却装置を装着した電子基板の側面図である。
【図１７】本発明の実施の形態２における冷却装置を装着した電子基板の側面図である。
【図１８】本発明の実施の形態２における冷却装置を装着した電子基板の側面図である。
【図１９】本発明の実施の形態２における冷却装置を装着した電子基板の側面図である。
【図２０】本発明の実施の形態２における延長板の側面図である。
【図２１】本発明の実施の形態３における冷却装置を装着した電子基板の側面図である。
【図２２】本発明の実施の形態３におけるヒートパイプの斜視図である。
【図２３】発明の実施の形態３におけるヒートパイプの模式図である。
【図２４】本発明の実施の形態４における電子機器の内部透視図である。
【図２５】本発明の実施の形態４における電子機器の斜視図である。
【図２６】本発明の実施の形態４におけるサーバ機器の内部透視図である。
【図２７】本発明の実施の形態５における冷却装置の側面図である。
【図２８】本発明の実施の形態５における冷却装置の側面図である。
【図２９】本発明の実施の形態５における冷却装置の側面図である。
【図３０】本発明の実施の形態５における冷却装置の側面図である。
【図３１】本発明の実施の形態５における冷却装置の上面図である。
【符号の説明】
【０３３７】
　１、３１、７０、１１１、３２０、３３０　　冷却装置
　２、３２、７１、１１２、３２１、３３１　　熱拡散部
　３、４、４１、４２、１２１、１２２、３０５、３０６、３０７、３０８　　回路基板
　５、８１　　第１回路実装面
　６、８２　　第２回路実装面
　７，８，９　　発熱体
　１０、４０、８０、３０３、３０４　　電子基板
　１１　　多層基板
　１２、１３、１４、１５　　回路層
　１６　　ビアホール
　１７　　サーマルビア
　１８　　ヒートパイプ
　２０、９２　　上部板
　２１、９３　　下部板
　２２、１００　　中間板
　２３、１０１　　内部貫通孔
　２４　　凹部
　２５　　蒸気拡散路
　２６　　毛細管流路
　２７　　注入口
　２９　　切り欠き部
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　３３　　接続部材
　３４、５３　　放熱板
　３５　　延長板
　３６、１１６　　第１放熱面
　３７、１１７　　第２放熱面
　５０、１２５　　筐体
　５２　　液冷ジャケット
　５５、３０９　　冷却ファン
　５７　　ヒートシンク
　５９　　装着部
　６０、１２７　　熱的接合材
　７２、９４　　ビアホール
　８５、８６　　電子部品
　８８　　ＢＧＡ
　８９　　導電線
　１０２　　外部貫通孔
　１３０、２００　　電子機器
　２０１　　ディスプレイ
　２０２　　発光素子
　２０３　　スピーカ
　３００　　サーバ機器
　３０１　　筐体
　３０２　　スロット
　３１０　　排気口
　４００　　冷却装置
　４０１　　電子基板
　４０２　　凹部
　４０３　　熱拡散部
　４０４、４１２　　発熱体
　４０５　　放熱部
　４１０　　サーマルビア
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