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(57)【要約】
【課題】パワーモジュール用基板を大型化することなく
絶縁性を維持したまま、パワーサイクル耐性を向上させ
ることができるパワーモジュール用基板を提供する。
【解決手段】セラミックス基板２の一方の面に電子部品
４が接合される回路層６が積層され、他方の面にヒート
シンク５が接合される放熱層７が積層されたパワーモジ
ュール用基板３であって、回路層６の側面に、セラミッ
クス基板２と回路層６との接合面６ａよりその反対側の
電子部品搭載面６ｂの面積を大きくする張出部６ｃが形
成され、放熱層７の側面には、セラミックス基板２と放
熱層７との接合面７ａよりその反対側の主面７ｂの面積
を大きくする張出部７ｃが形成されている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックス基板の一方の面に電子部品が接合される回路層が積層され、他方の面に放
熱層が積層されたパワーモジュール用基板であって、前記セラミックス基板と前記回路層
との接合面よりその反対側の電子部品が接合される電子部品搭載面の面積を大きくする張
出部が前記回路層の側面の前記電子部品搭載面側に形成され、かつ、前記セラミックス基
板と前記放熱層との接合面よりその反対側の主面の面積を大きくする張出部が前記放熱層
の前記主面側に形成されていることを特徴とするパワーモジュール用基板。
【請求項２】
　前記回路層の板厚ｔ１０が１．０ｍｍ以上２．０ｍｍ以下で、かつ前記セラミックス基
板との接合面から張出部までの厚さ方向の距離ｔ１１が板厚ｔ１０の１／４以上１／２以
下となるように設定されており、前記放熱層の板厚ｔ２０が１．０ｍｍ以上２．０ｍｍ以
下で、かつ前記セラミックス基板との接合面から張出部までの厚さ方向の距離ｔ２１が板
厚ｔ２０の２／５以上７／１０以下となるように設定されていることを特徴とする請求項
１記載のパワーモジュール用基板。
【請求項３】
　前記回路層及び前記放熱層の張出部の外周縁の大きさは、前記セラミックス基板の外周
縁の大きさと同じか、それよりも小さく設定されていることを特徴とする請求項１又は２
に記載のパワーモジュール用基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大電流、高電圧を制御する半導体装置に用いられるパワーモジュール用基板
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のパワーモジュールとして、セラミックス基板の一方の面に、回路層となる金属層
が積層され、この回路層の上に半導体チップ等の電子部品がはんだ付けされるとともに、
セラミックス基板の他方の面に放熱層となる金属層が形成され、この金属層にヒートシン
クが接合された構成のものが知られている。
【０００３】
　そして、このようなパワーモジュールに用いられるパワーモジュール用基板においては
、セラミックス基板の両側に接合される回路層と放熱層との絶縁性を向上させるために様
々な対策がなされている。また、電子部品に流れる電流が大きいと、電子部品自体の発熱
だけでなく、ボンディングワイヤ等の配線部にもジュール熱が発生する。そのため、通電
時には電子部品及び配線部の発熱と、非通電時にはヒートシンクによる冷却とにより温度
変化が短時間に繰り返し作用する（一般的にパワーサイクルという）。このため、主に配
線接合部とはんだ接合部において剥離やボイドが進展し熱抵抗の上昇が問題となり、パワ
ーサイクル耐性向上が求められている。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、セラミックス基板と放熱層（金属ベース板）との接合面のま
わりに段差を設けることにより、回路層と放熱層との絶縁距離（沿面距離）を大きくして
絶縁性を向上させるとともに、パワーサイクル耐性を向上させている。
　特許文献２では、電子部品上にヒートスプレッタを配置して配線リードの金属箔を接合
することにより、電子部品上面側からの放熱性を高め、パワーサイクル耐性を向上させて
いる。また、特許文献３では、電子部品と回路層との間のはんだ接合部を、中央部で薄く
、外周部で厚くして設けることで、熱膨張係数差により生じる応力を吸収緩和させてパワ
ーサイクル耐性を向上させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特許第４４９６４０４号公報
【特許文献２】特開２００６‐１３５２７０号公報
【特許文献３】特開２０１１‐１５９９９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、配線接合部やはんだ接合部における熱抵抗によるパワーサイクル耐性の対策が
なされている一方で、パワーモジュール用基板を構成する基板におけるパワーサイクル耐
性の対策は少ない。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、パワーモジュール用基板を
大型化することなく絶縁性を維持したまま、パワーサイクル耐性を向上させることができ
るパワーモジュール用基板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】
【０００８】
　本発明は、セラミックス基板の一方の面に電子部品が接合される回路層が積層され、他
方の面に放熱層が積層されたパワーモジュール用基板であって、前記セラミックス基板と
前記回路層との接合面よりその反対側の電子部品が接合される電子部品搭載面の面積を大
きくする張出部が前記回路層の側面の前記電子部品搭載面側に形成され、かつ、前記セラ
ミックス基板と前記放熱層との接合面よりその反対側の主面の面積を大きくする張出部が
前記放熱層の前記主面側に形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　セラミックス基板の一方の面に張出部が設けられた回路層を積層し、セラミック基板の
他方の面に張出部が設けられた放熱層を積層することにより、回路層と放熱層との沿面距
離を確保し、絶縁性を維持できる。
　また、張出部により回路層の体積を増加させ熱容量を増やすことができるので、電子部
品の発熱による温度上昇を抑制することができる。放熱層においても、張出部により主面
の体積を増加させて熱容量を増やすことができるとともに、ヒートシンク、放熱板などの
放熱部材との接合面積を増やすことができるので、放熱性を高めることができる。したが
って、パワーサイクル耐性を向上させることができる。
　また、セラミックス基板の両面に、回路層及び放熱層を接合する際には、加圧面に対し
て接合面の面積が小さいため、加圧荷重が十分に接合面に働き、回路層及び放熱層と、セ
ラミックス基板との接合信頼性を向上させることができる。さらに、回路層及び放熱層に
設けられた張出部により、接合時の余剰ろう材による回路層の電子部品搭載面及び放熱層
のヒートシンク接合面（主面）へのろう材の回り込みが抑制され、ろう材付着に起因する
表面のシミ発生が防止され、電子部品等の接合性を向上させることができる。
【００１０】
　本発明のパワーモジュール用基板において、前記回路層の板厚ｔ１０が１．０ｍｍ以上
２．０ｍｍ以下で、かつ前記セラミックス基板との接合面から張出部までの厚さ方向の距
離ｔ１１が板厚ｔ１０の１／４以上１／２以下となるように設定されており、前記放熱層
の板厚ｔ２０が１．０ｍｍ以上２．０ｍｍ以下で、かつ前記セラミックス基板との接合面
から張出部までの厚さ方向の距離ｔ２１が板厚ｔ２０の２／５以上７／１０以下となるよ
うに設定されているとよい。
　このような回路層及び放熱層を用いることにより、確実にパワーモジュール用基板の絶
縁性維持とパワーサイクル耐性を向上させることができる。
【００１１】
　また、ＩＧＢＴなどのモジュール内で隣接する他のパワーモジュール用基板との間の短
絡防止かつ実装密度向上のためには、本発明のパワーモジュール用基板において、前記回
路層及び前記放熱層の張出部の外周縁の大きさは、前記セラミックス基板の外周縁の大き
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さと同じか、それよりも小さく設定されているとよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、パワーモジュール用基板を大型化することなく絶縁性を維持したまま
、パワーサイクル耐性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のパワーモジュール用基板の一実施形態を示す縦断面図である。
【図２】実施例のパワーモジュール用基板を説明する要部縦断面図である。
【図３】回路層又は放熱層のいずれかに張出部を設けた場合の電子部品上面の最高温度と
張出部の厚みとの関係を示す図である。
【図４】回路層又は放熱層の張出部の突出長さを変更した場合の電子部品上面の最高温度
と張出部の突出長さとの関係を示す図である。
【図５】比較例のパワーモジュール用基板を説明する要部縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の一実施形態のパワーモジュール用基板を用いたパワーモジュールを示
している。このパワーモジュール１は、セラミックス等からなるセラミックス基板２を有
するパワーモジュール用基板３と、パワーモジュール用基板３の表面に搭載された半導体
チップ等の電子部品４と、パワーモジュール用基板３の裏面に接合されたヒートシンク５
とから構成される。
【００１５】
　パワーモジュール用基板３は、セラミックス基板２の両面に金属層が積層されており、
セラミックス基板２の一方の面に積層される金属層が回路層６となり、その表面に電子部
品４がはんだ付けされる。また、セラミックス基板２の他方の面に積層される金属層は放
熱層７とされ、その表面にヒートシンク５が取り付けられる。
【００１６】
　回路層６の側面は、セラミックス基板２との接合面６ａより、その反対側の電子部品搭
載面６ｂの面積を大きくする張出部６ｃが形成されている。また、放熱層７の側面にも、
セラミックス基板２との接合面７ａより、その反対側のヒートシンク接合面７ｂ（主面）
の面積を大きくする張出部７ｃが形成されている。そして、これら張出部６ｃ，７ｃの外
周縁の大きさは、セラミックス基板２の外周縁の大きさと同じか、それよりも小さく設定
されている。
【００１７】
　また、回路層６は、板厚ｔ１０が１．０ｍｍ以上２．０ｍｍ以下で、かつ、セラミック
ス基板２との接合面６ａから張出部６ｃまでの厚さ方向の距離ｔ１１が板厚ｔ１０の１／
４以上１／２以下となるように設定されている。そして、放熱層７は、板厚ｔ２０が１．
０ｍｍ以上２．０ｍｍ以下で、かつ、セラミックス基板２との接合面７ａから張出部７ｃ
までの厚さ方向の距離ｔ２１が、板厚ｔ２０の２／５以上７／１０以下となるように設定
されている。
　なお、本実施形態においては、回路層６の張出部６ｃの突出長さｗ１１は、距離ｔ１１
と同じ大きさに設けられ、放熱層７の張出部７ｃの突出長さｗ２１は、距離ｔ２１と同じ
大きさに設けられている。
【００１８】
　セラミックス基板２は、例えば、ＡｌＮ（窒化アルミニウム）、Ｓｉ３Ｎ４（窒化珪素
）等の窒化物系セラミックス、もしくはＡｌ２Ｏ３（アルミナ）等の酸化物系セラミック
スやＳｉＣ（炭化珪素）等の炭化物系セラミックスにより形成され、その厚さは例えばＡ
ｌＮの場合、０．６３５ｍｍ、１．０ｍｍなどとされ、Ａｌ２Ｏ３又はＳｉ３Ｎ４の場合
、０．３２ｍｍとされる。
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　回路層６及び放熱層７は、純度９９．００質量％以上のアルミニウム（いわゆる２Ｎア
ルミニウム）を用いることができる。特に、純度９９．９０質量％以上のアルミニウムが
望ましく、ＪＩＳ規格では、１Ｎ９０（純度９９．９０質量％以上：いわゆる３Ｎアルミ
ニウム）又は１Ｎ９９（純度９９．９９質量％以上：いわゆる４Ｎアルミニウム）を用い
ることができる。なお、回路層６及び放熱層７には、アルミニウムの他、アルミニウム合
金、銅及び銅合金を用いることもできる。また、回路層６及び放熱層７の張出部６ｃ，７
ｃは、プレス加工により所望の外形に打ち抜くと同時に、その外周縁部を残して潰す等し
て形成することができる。
【００１９】
　回路層６及び放熱層７とセラミックス基板２とは、ろう付けにより接合されている。ろ
う材としては、Ａｌ－Ｓｉ系、Ａｌ－Ｇｅ系、Ａｌ－Ｃｕ系、Ａｌ－Ｍｇ系またはＡｌ－
Ｍｎ系等の合金が使用される。
　なお、回路層６と電子部品４との接合には、Ｓｎ－Ｃｕ系、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ系，Ｚｎ
－Ａｌ系もしくはＰｂ－Ｓｎ系等のはんだ材が用いられる。図中符号８がそのはんだ接合
層を示す。また、電子部品４と回路層６の端子部との間は、アルミニウム等からなるワイ
ヤ及びリボンボンディング等（図示略）により接続される。
【００２０】
　また、ヒートシンク５は、平板状のもの、熱間鍛造等によって多数のピン状フィンを一
体に形成したもの、押出成形によって相互に平行な帯状フィンを一体に形成したもの等、
適宜の形状のものを採用することができる。また、ヒートシンク５と放熱層７との間に、
さらにアルミニウム、アルミニウム合金、銅又は銅合金などの金属板で形成された放熱板
若しくは応力緩衝層を設けることもできる。
　放熱層７とヒートシンク５との間の接合法としては、Ａｌ－Ｓｉ系、Ａｌ－Ｇｅ系、Ａ
ｌ－Ｃｕ系、Ａｌ－Ｍｇ系またはＡｌ－Ｍｎ系等の合金のろう材によるろう付け法や、Ａ
ｌ－Ｓｉ系のろう材にフラックスを用いたノコロックろう付け法、放熱層およびヒートシ
ンクにＮｉめっきを施し、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ系、Ｚｎ－ＡｌもしくはＰｂ－Ｓｎ系等のは
んだ材によりはんだ付けする方法が用いられ、あるいは、シリコングリースによって密着
させた状態でねじによって機械的に固定される。
【００２１】
　そして、このように構成されるパワーモジュール用基板３を製造するには、まず、回路
層６の接合面６ａとセラミックス基板２の表面、及び放熱層７の接合面７ａとセラミック
ス基板２の裏面を、それぞれろう材を挟んで当接させ、これら積層したセラミックス基板
２及び回路層６，放熱層７を厚さ方向に１～５ｋｇｆ／ｃｍ２で加圧しながら、６１５℃
以上６４５℃以下で加熱することにより、真空又は不活性ガス雰囲気下でろう付けする。
　次に、このようにして製造されたパワーモジュール用基板３の放熱層７へヒートシンク
５を接合する。また、一般的に回路層６へ実装される半導体チップ等の電子部品は、はん
だ付けで行われる。そのため、パワーモジュール用基板３とヒートシンク５との接合体は
、はんだ濡れ性を向上させるために、その表面に電解又は無電解Ｎｉ若しくはＮｉ合金め
っきを施した後に、電子部品をはんだ付けする。
【００２２】
　図１に示すパワーモジュール用基板３のように、セラミックス基板２の一方の面に張出
部６ｃが設けられた回路層６を積層し、セラミック基板２の他方の面に張出部７ｃが設け
られた放熱層７を積層した場合、回路層６と放熱層７との沿面距離を十分に確保すること
ができる。また、回路層６及び放熱層７の張出部６ｃ，７ｃの外周縁の大きさを、セラミ
ックス基板２の外周縁の大きさと同じか、それよりも小さく設定することにより、回路層
６と放熱層７との間の短絡をより確実に防止することができる。
　また、張出部６ｃにより回路層６の体積を増加させ熱容量を増やすことができるので、
電子部品４の発熱による温度上昇を抑制することができる。放熱層７においても、張出部
７ｃにより体積を増加させて熱容量を増やすことができるとともに、ヒートシンク５との
接合面７ａの面積を増やすことができるので、放熱性を高めることができる。したがって
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【００２３】
　また、セラミックス基板２の両面に回路層６及び放熱層７を積層する際において、加圧
面に対して接合面６ａ，７ａの面積が小さいため、加圧荷重が十分に接合面６ａ，７ａに
働き、回路層６及び放熱層７と、セラミックス基板２との接合信頼性を向上させることが
できる。さらに、回路層６及び放熱層７に設けられた張出部６ｃ，７ｃにより、接合時の
余剰ろう材による回路層６の電子部品積層面６ｂ及び放熱層７の主面７ｂへのろう材の回
り込みが抑制され、ろう材付着に起因する表面のシミ発生が防止され、電子部品等の接合
性を向上させることができる。
【００２４】
　なお、回路層６は、板厚ｔ１０が１．０ｍｍ以上２．０ｍｍ以下で、かつ、セラミック
ス基板２との接合面７ａから張出部６ｃまでの厚さ方向の距離ｔ１１が板厚ｔ１０の１／
４以上１／２以下となるように設定され、放熱層７は、板厚ｔ２０が１．０ｍｍ以上２．
０ｍｍ以下で、かつ、セラミックス基板２との接合面７ａから張出部７ｃまでの厚さ方向
の距離ｔ２１が、板厚ｔ２０の２／５以上７／１０以下となるように設定されることが好
ましい。
　このような回路層６及び放熱層７を用いることにより、絶縁性を維持したまま、パワー
サイクル耐性を向上させることができる。
【実施例】
【００２５】
　本発明の効果を確認するために、実施例及び比較例について以下の実験を行った。
（実験１）
　回路層及び放熱層ともにアルミニウム純度９９．９９質量％の金属板を用いた。また、
セラミックス基板にはＡｌＮを用い、表１に示す条件でパワーモジュール用基板（試料１
～６）を製造した。試料１～３のパワーモジュール用基板は、図２（ａ）に示すように、
回路層６のみ張出部６ｃを有し、放熱層７には張出部が形成されていないものを用いて製
造したものである。また、試料４～６のパワーモジュール用基板は、図２（ｂ）に示すよ
うに、放熱層７のみ張出部７ｃを有し、放熱層６には張出部が形成されていないものを用
いて製造したものである。
【００２６】
　これら試料１～６は、表１に示すように、回路層６のセラミックス基板２との接合面６
ａを１９ｍｍ角に形成し、放熱層７のセラミックス基板２との接合面７ａを２１ｍｍ角に
形成した。また、回路層６の張出部６ｃの突出長さｗ１１を距離ｔ１１と同じ大きさに設
け、放熱層７の張出部７ｃの突出長さｗ２１を距離ｔ２１と同じ大きさに設けた。
【００２７】
　そして、回路層６の距離ｔ１１又は放熱層７の距離ｔ２１の大きさを変更したパワーモ
ジュール用基板を複数作製し、それぞれのパワーモジュール用基板にヒートシンクを接合
した後に電子部品を搭載してパワーモジュールを製造し、電子部品への通電時における電
子部品上面の最高温度を測定した。図３に、試料ごとにまとめた測定結果を示す。
　なお、各試料１～６のセラミックス基板２には、２５ｍｍ角で板厚０．６３５ｍｍのも
のを用い、ヒートシンク５には、３０ｍｍ角で板厚１ｍｍのＪＩＳ規格Ａ６０６３のアル
ミニウム合金の金属板を用いた。
　また、表１において、距離ｔ１１及び距離ｔ２１は、図３のグラフの横軸に示すとおり
、セラミックス基板２との接合面６ａ，７ａから張出部６ｃ，７ｃまでの厚さ方向の距離
を変量させたものである。
【００２８】
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【表１】

【００２９】
　図３に示すように、パワーモジュール用基板の回路層６又は放熱層７に張出部６ｃ，７
ｃを適切な範囲に設けることにより、放熱性を向上させることができることがわかる
　なお、回路層６に張出部６ｃを設けた試料１～３では、板厚ｔ１０が１．０ｍｍ以上２
．０ｍｍ以下の場合、距離ｔ１１が板厚１０の１／４以上１／２以下のときに、高い放熱
性が得られた。放熱層７に張出部７ｃを設けた試料４～６では、板厚ｔ２０が１．０ｍｍ
以上２．０ｍｍ以下の場合、距離ｔ２１が板厚２０の２／５以上７／１０以下のときに、
高い放熱性が得られた。また、放熱層７に張出部７ｃを設けた試料４～６の方が、回路層
６に張出部７ｃを設けた試料１～３よりも、より高い放熱性が得られることがわかった。
【００３０】
（実験２）
　回路層及び放熱層ともに、板厚２．０ｍｍでアルミニウム純度９９．９９質量％の金属
板を用いてパワーモジュール用基板（試料２１，２２）を製造した。これら試料２１，２
２は、共に回路層６のセラミックス基板２との接合面６ａを１９ｍｍ角に形成し、放熱層
７のセラミックス基板２との接合面７ａを２１ｍｍ角に形成した。
　試料２１のパワーモジュール用基板は、図２（ａ）に示すように、回路層６のみ張出部
６ｃを有するものである。また、試料２２のパワーモジュール用基板は、図２（ｂ）に示
すように、放熱層７のみ張出部７ｃを有するものである。
【００３１】
　試料２１においては、回路層６の距離ｔ１１を１．２ｍｍとし、張出部６ｃの突出長さ
ｗ１１の大きさを種々変更したパワーモジュール用基板を複数作製した。また、試料２２
においては、放熱層７の距離ｔ２１を１．２ｍｍとし、張出部７ｃの突出長さｗ２１の大
きさを種々変更したパワーモジュール用基板を複数作製した。そして、それぞれのパワー
モジュール用基板にヒートシンクを接合した後に電子部品を搭載してパワーモジュールを
製造し、電子部品への通電時における電子部品上面の最高温度を測定した。図４に、試料
ごとにまとめた測定結果を示す。
　なお、各試料２１，２２のセラミックス基板２には、２５ｍｍ角で板厚０．６ｍｍのも
のを用いており、回路層６の張出部６ｃは、その突出長さｗ１１が３．０ｍｍを超えると
、セラミックス基板２の外周縁より突き出る形となり、放熱層７においては、張出部７ｃ
の突出長さｗ２１が２．０ｍｍを超えると、セラミックス基板２の外周縁部より突き出る
形となる。
　また、ヒートシンク５には、３０ｍｍ角で板厚１ｍｍのＪＩＳ規格Ａ６０６３のアルミ
ニウム合金の金属板を用いた。
【００３２】
　図４からわかるように、張出部６ｃの長さｗ１１及び張出部７ｃの長さｗ２１は、大き
くなる程に放熱性が高くなる。
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　また、回路層６は、張出部６ｃがセラミックス基板２の外周縁を超えない大きさである
３．０ｍｍ以下に設定しても、十分に高い放熱性を得られる。同様に、放熱層７は、張出
部７ｃがセラミックス基板２の外周縁を超えない大きさである２．０ｍｍ以下に設定して
も、十分に高い放熱性を得られる。このように、ＩＧＢＴなどのモジュール内で隣接する
他のパワーモジュール用基板との間の短絡防止かつ実装密度向上のために、張出部６ａ，
７ａの外周縁をセラミックス基板２の外周縁の大きさと同じか、それよりも小さく設定し
ても、十分な放熱効果を得ることができる。
【００３３】
（実験３）
　回路層及び放熱層ともにアルミニウム純度９９．９９質量％の金属板を用い、表２に示
す条件でパワーモジュール用基板（試料３１～３９）を製造した。このうち試料３１，３
４，３７は、回路層６及び放熱層７ともに張出部が形成されていないものを用いて製造し
た（図５）。また、試料３２，３５，３８のパワーモジュール用基板は、放熱層７のみ張
出部７ｃを形成したものを用いて製造した（図２（ｂ））。試料３３，３６，３９は、回
路層６及び放熱層７ともに張出部６ｃ，７ｃを形成したものを用いて製造した（図１）。
【００３４】
　これら試料３１～３９は、回路層６のセラミックス基板２との接合面６ａを１９ｍｍ角
に形成し、放熱層７のセラミックス基板２との接合面７ａを２１ｍｍ角に形成した。また
、回路層６又は放熱層７に張出部６ｃ，７ｃを設けた試料については、回路層６の張出部
６ｃの突出長さｗ１１を距離ｔ１１と同じ大きさに設け、放熱層７の張出部７ｃの突出長
さｗ２１を距離ｔ２１と同じ大きさに設けた。
　なお、試料３１～３３は、回路層６の板厚ｔ１０及び放熱層７の板厚ｔ２０が１．０ｍ
ｍ、試料３４～３６は板厚ｔ１０及び板厚ｔ２０が１．６ｍｍ、試料３７～３９は板厚ｔ
１０及び板厚ｔ２０が２．０ｍｍの金属板を用いて形成した。また、各試料２１～２９の
セラミックス基板２には、２５ｍｍ角で板厚０．６ｍｍのものを用い、ヒートシンク５に
は、３０ｍｍ角で板厚１ｍｍのＪＩＳ規格Ａ６０６３のアルミニウム合金の金属板を用い
た。
【００３５】
　このように形成した試料３１～３９のそれぞれのパワーモジュール用基板に、ヒートシ
ンクを接合した後に電子部品を搭載して、パワーモジュールを製造した。そして、各試料
２１～２９の電子部品への通電から２秒後の電子部品上面の温度を測定した。表２に測定
結果を示す。なお、表２の「電子部品上面の温度差」は、試料３１，３４，３７の温度を
基準とした各試料の電子部品上面との温度差を示す。
【００３６】



(9) JP 2013-118299 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

【表２】

【００３７】
　表２からわかるように、少なくとも放熱層７に張出部７ｃを設けることで、放熱性を向
上させることができるが、放熱層７のみ張出部７ｃを形成した場合（試料３２，３５，３
８）よりも、回路層６及び放熱層７ともに張出部６ｃ，７ｃを形成した場合（試料３３，
３６，３９）の方が、より高い放熱性が得られる。
【００３８】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、回路層６及び放熱層７に用いる金属層は、アルミニウム以外にアルミニウム合
金、銅又は銅合金も使用可能である。
【００３９】
　また、セラミックス基板と金属板との接合は、ろう付け以外にもＴＬＰ接合法（Ｔｒａ
ｎｓｉｅｎｔ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）と称される過渡液相接合法
によって接合してもよい。この過渡液相接合法においては、金属板の表面に蒸着させた銅
層を、金属板とセラミックス基板及びヒートシンクとの界面に介在させて行う。加熱によ
り、金属板のアルミニウム中に銅が拡散し、金属板の銅層近傍の銅濃度が上昇して融点が
低下し、アルミニウムと銅との共晶域にて接合界面に金属液相が形成される。この金属液
相が形成された状態で温度を一定に保持しておくと、金属液相がセラミックス基板又はヒ
ートシンクと反応するとともに、銅がさらにアルミニウム中に拡散することに伴い、金属
液相中の銅濃度が徐々に低下して融点が上昇し、温度を一定に保持した状態で凝固が進行
する。これにより、金属板とセラミックス基板及びヒートシンクとの強固な接合が得られ
る。
　また、セラミックス基板と銅製の金属板とを、活性金属ろう材を用いて接合する方法を
採用することもできる。例えば、活性金属であるＴｉを含む活性金属ろう材（Ａｇ‐２７
．４質量％Ｃｕ‐２．０質量％Ｔｉ）を用い、銅製の金属板とセラミックス基板との積層
体を加圧した状態のまま真空中で加熱し、活性金属であるＴｉをセラミックス基板に優先
的に拡散させて、Ａｇ‐Ｃｕ合金を介して金属板とセラミックス基板とを接合できる。
【００４０】
　また、ヒートシンクは、平板状のもの、熱間鍛造等によって多数のピン状フィンを一体
に形成したもの、押出成形によって相互に平行な帯状フィンを一体に形成したもの等、適
宜の形状のものを採用することができる。また、ヒートシンクと放熱層との間にさらにア
ルミニウム、アルミニウム合金、銅又は銅合金などの金属板で形成された放熱板若しくは
応力緩衝層を設けることもできる。
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【符号の説明】
【００４１】
　１　パワーモジュール
　２　セラミックス基板
　３　パワーモジュール用基板
　４　電子部品
　５　ヒートシンク
　６　回路層
　６ａ　接合面
　６ｂ　電子部品搭載面
　６ｃ　張出部
　７　放熱層
　７ａ　接合面
　７ｂ　主面
　７ｃ　張出部
　８　はんだ接合層

【図１】 【図２】
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