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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワー半導体デバイスと、
　一方の面及び他方の面に金属パターンが形成された第一セラミック基板と、
　一方の面及び他方の面に金属パターンが形成された第二セラミック基板と、
　前記パワー半導体デバイスを封止する樹脂と、を有し、
　前記パワー半導体デバイスの一方の面が、前記第一セラミック基板の一方側の金属パタ
ーンと接続され、
　前記パワー半導体デバイスの他方の面が、前記第二セラミック基板の一方側の金属パタ
ーンと接続され、
　前記樹脂の熱膨張率は１０ppm／Ｋ以下であり、
　当該樹脂が、前記第一セラミック基板の他方側の金属パターン及び前記第二セラミック
基板の他方側の金属パターンが露出されるように、前記パワー半導体デバイス、前記第一
セラミック基板及び前記第二セラミック基板を覆ってモールド体を形成していることを特
徴とするパワー半導体モジュール。
【請求項２】
　請求項１に記載のパワー半導体モジュールにおいて、
　前記第一セラミック基板の他方側における金属パターンの面と、前記第一セラミック基
板の他方の面を覆っている樹脂が形成する面とは、同一の面を形成し、
　前記第二セラミック基板の他方側における金属パターンの面と、前記第二セラミック基
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板の他方側を覆っている樹脂が形成する面とは、同一の面を形成することを特徴とするパ
ワー半導体モジュール。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれかに記載のパワー半導体モジュールにおいて、
　当該パワー半導体モジュールは、使用温度が１７５℃～２５０℃であることを特徴とす
るパワー半導体モジュール。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載のパワー半導体モジュールにおいて、
　当該パワー半導体モジュールは、一方の面及び他方の面を有する無機部材を有し、
　前記無機部材の一方の面は、前記第一セラミック基板の一方側の金属パターンと接続さ
れ、
　前記無機部材の他方の面は、前記第二セラミック基板の一方側の金属パターンと接続さ
れ、
　前記無機部材の熱膨張率は、２～８ppm／Ｋであることを特徴とするパワー半導体モジ
ュール。
【請求項５】
　請求項４に記載のパワー半導体モジュールにおいて、
　前記無機部材は、Ｓｉ3Ｎ4セラミックであることを特徴とするパワー半導体モジュール
。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載のパワー半導体モジュールにおいて、
　前記第一セラミック基板の一方側の金属パターンはＮｉ－Ｐめっきされ、
　前記第二セラミック基板の一方側の金属パターンはＮｉ－Ｐめっきされ、
　前記パワー半導体デバイスの一方の面及び他方の面はＮｉ－Ｐめっきされ、
　前記Ｎｉ－Ｐめっきされた面同士の間の接合材は、ＳｎＳｂＡｇＣｕはんだであること
を特徴とするパワー半導体モジュール。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかに記載のパワー半導体モジュールにおいて、
　前記第一セラミック基板の一方の面に形成された金属パターンは、電力が入力される入
力端子と接続され、
　前記第二セラミック基板の一方の面に形成された金属パターンは、電力が出力される出
力端子と接続され、
　前記入力端子は、前記モールド体から突出し、
　当該入力端子が突出している方向は、前記第一セラミック基板と平行な方向であり、
　前記出力端子は、前記モールド体から突出し、
　当該出力端子が突出している方向は、前記入力端子が突出している方向とは反対の方向
であることを特徴とするパワー半導体モジュール。
【請求項８】
　請求項７に記載のパワー半導体モジュールを複数有し、
　当該複数のパワー半導体モジュールは、第一のパワー半導体モジュールと、第二のパワ
ー半導体モジュールであり、
　前記第一のパワー半導体モジュールにおける出力端子と、前記第二のパワー半導体モジ
ュールにおける出力端子とは、互いに接続されていることを特徴とするパワー半導体ユニ
ット。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用途に代表される高温環境で使用される大電流制御用半導体装置に係
り、特に半導体デバイスのジャンクション温度が１７５℃～２５０℃で動作する場合でも
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接合部や構成部材の耐熱性に優れ、デバイスのオンオフに伴う温度サイクルやパワーサイ
クルに対する熱疲労寿命に優れたパワー半導体モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大電流をスイッチング制御するＭＯＳＦＥＴやＩＧＢＴのパワーデバイスとスイッチン
グ時に発生する逆電圧を開放するダイオードから構成されるパワー半導体モジュールは、
電力変換器用インバータ装置の主要構成部品として家電から車両用等の幅広い分野で用い
られている。近年、自動車分野のモータ制御化が急速に進められる中、その電流制御機器
であるパワー半導体モジュールが使用される環境が厳しくなってきており、設置場所が冷
却を十分行えない高温雰囲気下であったり、制御する電流容量が増大する方向にある。こ
のため、パワー半導体モジュールの性能として、温度変化の大きい使用環境で長期間に渡
り正常動作を確保できる高い信頼性や、大電流通電に伴う素子からの発熱量増大によるデ
バイスの高温化に耐える高耐熱性が求められている。
【０００３】
　従来のパワー半導体モジュール構造としては、絶縁基板の上に導体板を例えば半田で接
合して形成し、その導体板にパワーデバイスのＮｉ／Ａｕめっきした裏面電極を鉛フリー
の半田で接合し、回路面の主電極と主電極用導体リードとがＡｌまたはＡｕのバンプによ
って接合され、制御電極と制御電極用導体リードがＡｌやＡｕのワイヤで接続され、エポ
キシ樹脂にシリカの充填材を充填したモールド樹脂でトランスファーモールド法によりパ
ワー半導体モジュールが絶縁板の底面を露出した状態で封止された構造が知られている
（特許文献１）。このパワー半導体モジュールの冷却は絶縁基板の下に配置された冷却体
によって行われる。
【０００４】
　また、一方の主面に主電極を有すると共に他方の主面に主電極及び制御電極を有するパ
ワーデバイスとこのパワーデバイスを挟むように設けられ、それぞれ挟む側の面に前記パ
ワーデバイスの電極に接合するための電極パターンが形成された２枚の高熱伝導性絶縁基
板とを備え、前記パワーデバイスの電極と前記高熱伝導性絶縁基板の電極パターンとがろ
う付けにより接合され、外部配線接続用の端子が前記高熱伝導性絶縁基板面に平行に外部
にのびるように設けられ、２枚の高熱伝導性絶縁基板の間に絶縁性樹脂を充填した構造が
知られている（特許文献２）。また、このデバイス構造において、高熱伝導性絶縁基板に
凸部を設け、この凸部の先端部を他方の高熱伝導性絶縁基板に接合した構造も開示されて
いる。パワー半導体モジュールの冷却は上下の高熱伝導性絶縁基板の上下に配置された冷
却体によって行われる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２４７３８３号公報
【特許文献２】特開平１０－５６１３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　下側に電極パターンを形成した絶縁基板を配置してパワーデバイスを搭載し、パワーデ
バイス上面の主回路の電極に導体リードを接合した片面をモールド樹脂で封止した構造で
は、パワーデバイスが発熱したときの放熱経路が下側に偏るためパワー半導体モジュール
内の温度分布が上下非対称となり、またデバイスの上下の部材の熱膨張率を同一に合わせ
ることが困難なため、温度が安定した定常状態や過渡的な状態においてパワー半導体モジ
ュールに反り変形が発生し、デバイスと導体板の接合部に熱歪が発生する。この熱歪はパ
ワーデバイスの動作時に繰り返し発生し、接合部が熱疲労により破断してしまうという問
題がある。また、反り変形が発生すると絶縁板と冷却体との密着性が悪くなり、冷却性能
が低下してパワーデバイス温度が上昇し、デバイスの損傷やデバイス特性の低下を招くと
いった問題を生じる。
【０００７】
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　一方、パワーデバイスを挟むように絶縁配線基板を配置し、パワーデバイスの上下の電
極と絶縁配線基板の電極パターンとがろう付けにより接合されたパワー半導体モジュール
では、上下の部材を低熱膨張率の部材で同一に揃えることができ、また上下両面から冷却
する構造のため温度分布を上下対称にできる。そのため、パワー半導体モジュールがそり
変形を生じることがなく、デバイスと電極パターンの接合に発生する熱歪を小さく抑える
ことができ、接合部の熱疲労による破断を防ぐことができる。しかし、絶縁配線基板の間
に絶縁性の樹脂を充填した場合、樹脂の熱膨張率がパワーデバイスの熱膨張率より大きな
材料しかないため、パワー半導体モジュールの温度が樹脂の硬化温度である１５０℃より
高い１７５℃～２５０℃の高温になると樹脂の膨張によって絶縁基板を上下に広げる力が
発生し、パワーデバイスと上下の電極パターンとの接合部に大きな引張力が発生し、接合
部が破断してしまうという問題がある。これは、樹脂が絶縁配線基板を押し上げるように
働く面積が、絶縁配線基板を支える面積、すなわち前記デバイスの接合面積に比べて非常
に大きいことが原因している。また、両面冷却のためにパワー半導体モジュールの上下に
冷却体を配置し、それらを上下の高熱伝導性絶縁基板に押し付けて冷却性能を確保する構
造においては、低温時に押圧力を支える部材がパワーデバイスのみとなって応力が集中し
、特に接合面積が小さいパワーデバイスの回路面側が機械的損傷を受け易いという問題が
ある。また、パワー半導体モジュールの使用温度が２５０℃に近い温度では、樹脂の耐熱
性が得られないため絶縁配線基板の間が絶縁性冷媒で満たされた構造が考えられるが、こ
の場合は特にデバイスに加わる押圧力の問題が顕箸となる。押圧力を小さくすれば機械的
損傷を防げるが、冷却性能が著しく低下してしまうという別の問題が生じてしまう。
【０００８】
　本発明の第１の目的は、絶縁配線基板上にパワーデバイスを接合して搭載したパワー半
導体モジュールにおいて、パワー半導体モジュールの使用温度が１７５℃～２５０℃の高
温になった場合でも、パワー半導体モジュールの反り変形を防いでパワーデバイスの接合
部に発生する熱応力を低減して熱疲労寿命を大幅に改善でき、しかも絶縁配線基板と冷却
体間の密着性を確保して高い冷却性能を維持できるパワー半導体モジュールを提供するこ
とである。
【０００９】
　本発明の第２の目的は、パワーデバイスを絶縁配線基板で挟みパワーデバイスの電極と
電極パターンを接合したパワー半導体モジュールにおいて、パワー半導体モジュールの使
用温度が１７５℃～２５０℃の高温になった場合でも、パワーデバイスの接合部に加わる
引張方向の熱応力を低減すると同時に、冷却体の押し付け力で発生するパワーデバイスヘ
の押圧力を低減し、高信頼のパワー半導体モジュールを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の目的を達成するために、回路面に形成された主電極と制御電極と、回路面とは反
対側の面に形成された裏面電極とを有するパワー半導体デバイスと、セラミック基板の両
面に金属パターンが形成され、該金属パターンと前記パワー半導体デバイスの裏面電極と
が接合されたセラミック配線基板と、セラミック基板の両面に金属パターンが形成され、
該金属パターンと前記パワー半導体デバイスの主電極及び制御電極とが接合されたリード
部材と、前記セラミック配線基板のパワー半導体デバイスと接合されていない側の金属パ
ターン及び前記リード部材のパワー半導体デバイスと接合されていない側の金属パターン
が外部に露出するように、前記セラミック配線基板，パワー半導体デバイス及びリード部
材を封止する熱膨張率が１０ppm ／Ｋ以下のモールド樹脂とを有することを特徴とするパ
ワー半導体モジュールとした。また、前記リード部材の上の前記モールド樹脂に埋設され
るかその上部に接着された低熱膨張セラミック基板から構成されたパワー半導体モジュー
ルとした。
【００１１】
　セラミック配線基板とリード部材を同様の構成とし、その間を熱膨張率が１０ppm ／Ｋ
以下のモールド樹脂で封止した構成とすることによりモジュールが高温になった場合でも
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反り変形を抑制できる構造とした。また、セラミック配線基板の反対側に低熱膨張のセラ
ミック基板を配置したことで、パワー半導体モジュールの縦構造の部材構成を熱膨張率的
にほぼ上下対称にすることができ、モジュールが高温になった場合でも反り変形の発生を
抑制することができ、パワー半導体デバイスの接合部の熱疲労による破断を防止できる。
また、冷却体との間に隙間を生じることがなく、広い温度域に渡って冷却性能を高い状態
に維持できる。
【００１２】
　第２の目的を達成するために、低熱膨張セラミック基板の両面に電気良導体の金属パタ
ーンが形成されたセラミック配線基板と、少なくとも１個のパワー半導体デバイスと、熱
膨張率が２～６ppm ／Ｋで絶縁性の無機部材と、熱膨張率が１０ppm ／Ｋ以下の絶縁性樹
脂部材とから成り、前記セラミック配線基板が前記デバイスの上下に配置され、前記デバ
イスの上下の電極が上下の金属パターンに固相温度２６０℃以上で降伏強度が金属パター
ンの材質より高い合金相で接合され、前記デバイスの周囲に前記無機部材が配置され、セ
ラミック配線基板間の空間が前記樹脂部材で充填された構成のパワー半導体モジュールと
した。
【００１３】
　さらには、前記無機部材を上下のセラミック配線基板に前記デバイスの接合材と同様の
合金層で接合した構成とした。
【００１４】
　セラミック配線基板間にパワー半導体デバイスの他に前記デバイスと同等の熱膨張率を
有する絶縁性の無機部材を配置しているため、セラミック配線基板間に樹脂を充填したと
きの樹脂で埋める空間が少なくなっており、パワー半導体モジュールが高温になったとき
に樹脂が膨張してセラミック配線基板を押し上げる力が小さくなるため、前記デバイスの
接合部が破断することがなくなるのである。一方、パワー半導体モジュールが低温になっ
たときに、外部の冷却体から加えられる押圧力を前記デバイスと前記無機部材が支えるこ
とになるため、圧力の分散が図られて前記デバイスが破損する可能性を低減できるのであ
る。
【００１５】
　さらに、前記無機部材を上下のセラミック配線基板に接合した構造では、樹脂が膨張し
たときにセラミック配線基板を押し上げる力を前記デバイスの接合部と前記無機部材の接
合部で分担して受け持つため、各接合部に加わる引張応力が小さくなり、接合が破断する
ことを防ぐことが可能となるのである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、パワー半導体デバイスの上下に低熱膨張のセラミック基板を配置し、
その基板間に熱膨張率が１０ppm ／Ｋ以下の低熱膨張部材を配置し配置したことにより、
パワー半導体モジュールの使用温度が１７５℃～２５０℃の高温になった場合でも、セラ
ミック配線基板上にパワーデバイスを接合して搭載したパワー半導体モジュールの反り変
形を防いでパワーデバイスの接合部に発生する熱応力を低減して熱疲労寿命を大幅に改善
でき、しかもセラミック配線基板と冷却体間の密着性を確保して高い冷却性能を維持でき
るパワー半導体モジュールを提供できるのである。
【００１７】
　さらには、デバイスの周辺に熱膨張率２～８ppm ／Ｋの無機部材を配置したことにより
、パワー半導体デバイスをセラミック配線基板で挟みパワーデバイスの電極と電極パター
ンを接合したパワー半導体モジュールにおいて、パワー半導体モジュールの使用温度が
１７０℃～２５０℃の高温になった場合でも、パワーデバイスの接合部に加わる引張方向
の熱応力を低減すると同時に、冷却体の押し付け力で発生するパワーデバイスヘの押圧力
を低減し、高信頼のパワー半導体モジュールを提供できるのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
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　以下、本発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、各１ヶのパワートランジスターデバイスとダイオードデバイスから構成された
本発明によるパワー半導体モジュールの一実施例を示す。（ａ）はモジュールの断面図、
（ｂ）は上側セラミック配線基板のデバイス側の面の金属パターンを透視した図、（ｃ）
は上側配線基板と樹脂を除去したときの上面図、（ｄ）は下側配線基板の上面図である。
図において、低熱膨張セラミック基板３の上下にＣｕからなる金属パターン４，５，６が
形成されたセラミック配線基板８の上にＩＧＢＴチップ１とダイオードチップ２が
ＳｎＳｂＡｇＣｕからなる高温半田１７で接合されている。金属パターン４，５，６の表
面には厚さ約５μｍの無電解Ｎｉ－Ｐめっきが施され、各チップのＡｌ電極の表面にも同
様の無電解Ｎｉ－Ｐめっきが施されている。無電解Ｎｉ－Ｐめっき同士がＳｎ－３５Ｓｂ
－１１Ａｇ－９Ｃｕの合金で接合された構造となっている。これらチップの上側の電極は
Ｔｉ／Ｎｉの層を介して、下と同様のＳｎＳｂＡｇＣｕからなる高温半田で上側の低熱膨
張セラミック基板９に形成されたＣｕからなる金属パターン１０に接合されている。金属
パターン上には下側と同様に無電解Ｎｉ－Ｐめっきが施されている。各チップの周囲には
、Ｓｉ3Ｎ4セラミックからなり上下面にＴｉ／Ｎｉのメタライズが施された絶縁性の無機
部材１３，１４，１５，１６がセラミック配線基板８，１２に挟まれた空間を埋めるよう
に配置され、両配線基板の金属パターンに各チップの接合材と同じＳｎＳｂＡｇＣｕ高温
半田で接合されている。Ｓｉ3Ｎ4セラミックの熱膨張率は約３ppm ／Ｋで、ＩＧＢＴやダ
イオードチップの熱膨張率とほぼ同等である。上下のセラミック配線基板の金属パターン
には、外部入出力端子としてＣｕからなる金属リード（入力端子，制御端子，出力端子）
２１，２２，２３が接合されている。熱膨張率が１０ppm ／Ｋ以下となるように低熱膨張
の無機フィラーを高い比率で配合した熱硬化性のモールド樹脂が、金属リードの一部とセ
ラミック配線基板の外側の金属パターン６，１１の面が露出状態で形成されている。IGBT
チップの回路側の電極は主電極２６と制御電極２５からなっており、それぞれの電極は絶
縁分離されたそれぞれの金属パターン４，５に接合されている。図２は、図１のパワー半
導体モジュールを上から見た図である。樹脂でモールドされた上面には無電解Ｎｉ－Ｐめ
っきされた金属パターン１１が表面に露出し、入力端子２１，制御端子２２，出力端子
２３が樹脂から突き出すように形成されている。図３は、図２のパワー半導体モジュール
を２個組合わせて、直流を変動波形に変換するインバータ構成を示す。この構成を２組用
意すれば、直流電流を交流電流に変換するインバータ装置が得られる。
【００２０】
　本実施例によれば、セラミック配線基板をパワー半導体デバイスの上下に配置して構成
部材の熱膨張率が上下対称となるように構成しているため大きな反り変形が発生せず、デ
バイス周辺にはデバイスと同等の熱膨張率を有する無機部材を配置してセラミック配線基
板間に働く圧縮や引張の力をデバイスやその接合部以外に分散させることができ、その結
果、モジュールが低温から高温に変動したときのデバイスの接合部に発生する熱歪を低減
することができ、熱疲労寿命の大幅な長寿命化や、２００℃を超える温度に曝されたとき
の耐熱性を得られるのである。また、接合材料をＳｎ－３５Ｓｂ－１１Ａｇ－９Ｃｕ合金
とし、接合される面のメタライズ構成をＮｉあるいは無電解Ｎｉ－Ｐとしたことにより、
高温での化合物成長の抑制や高温での強度低下を防ぐことができ、長時間に渡り高温に曝
された場合でも接合部が強度的に劣化することがなく、高温信頼性に優れたパワー半導体
モジュールを提供できるのである。
【００２１】
　図４は、パワー半導体モジュールの上側の電気的接続導体を下側のセラミック配線基板
の構成部材と同じにした本発明によるパワー半導体モジュールの他の実施例を示す。(ａ)
はパワー半導体モジュールの断面図、（ｂ）はモジュールからモールド樹脂を除去した時
の上面図である。図において、ＡｌＮの低熱膨張セラミック基板６３の両面にＡｌからな
る金属パターン６４，６５，６６，６７，６８，６９が形成され、その表面には無電解
Ｎｉ－Ｐめっきが施されている。金属パターン６４，６５の上には、ＩＧＢＴチップとダ
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イオードチップが１対ずつ接合して搭載され、それぞれのチップを挟むようにＳｉ3Ｎ4の
無機部材６２が配置されて接合・搭載されている。その上には、１対のチップと無機部材
を覆う小さい寸法のセラミック配線基板７５が配置され、チップおよび無機部材が配線基
板７５の金属パターン７２に接合されている。チップ上のセラミック配線基板７５の下側
の金属パターンは、セラミック基板７１からはみ出すように形成された導体部材７３，
７６によって、下側のセラミック配線基板７０の金属パターンに接続されている。また、
下側の基板の金属パターンには外部入出力端子としての金属リード７７，７８，７９，
８０，８１が接合されている。下側のセラミック配線基板の片側には、上側のセラミック
配線基板をわずかに覆うような高さまで、熱膨張率が１０ppm ／Ｋ以下となるように調整
された熱硬化性のモールド樹脂が形成されている。
【００２２】
　本実施例によれば、デバイスの上下に熱膨張率がほぼ同等に調整された低熱膨張のセラ
ミック配線基板が配置されているため、デバイスがある領城での反り変形が生じることが
なく、配線基板自体も低熱膨張であるためデバイスの接合部に大きな熱歪が発生せず、高
信頼のパワー半導体モジュールを提供できる。また、上下のセラミック配線基板を、デバ
イスの他に低熱膨張の無機部材でも一体となるように接合・補強しているため、押圧力や
樹脂が膨張した特に発生する引張り力がデバイスの接合部に全てかかるということが無く
なり、接合部やデバイスの損傷を防げるという効果があるのである。なお、部分的にセラ
ミック配線基板と樹脂が上下非対称になっている領城があるが、樹脂のモールド厚さがデ
バイスと上部のセラミック配線基板の厚さ分程度と薄くできるため、モジュール全体の反
り変形を小さくでき、下側のセラミック配線基板に冷却体を密着させて冷却する実装構造
の場合に両者の間に発生する隙間を狭くでき、冷却性能の大幅な低下を防ぐことができる
という利点がある。
【００２３】
　図５は、図４のパワー半導体モジュール構造において、上側のセラミック配線基板の上
に、下側のセラミック配線基板と同等寸法の低熱膨張セラミック基板を配置して樹脂でモ
ールドしたパワー半導体モジュールの断面構造を示す。図において、ＡｌＮのセラミック
基板とＡｌ金属パターンから構成されたセラミック配線基板９１の上にはパワー半導体デ
バイスと低熱膨張の無機部材が接合して搭載され、その上に小さい寸法の電気的接続用の
セラミック配線基板が接合して搭載されている。その上に隙間を空けてＡｌＮのセラミッ
ク基板９３が配置され、そのセラミック基板を覆うようにモールド樹脂９２が形成されて
いる。
【００２４】
　本実施例によれば、モジュールの上側に低熱膨張のセラミック基板を配置したことで熱
膨張率的に上下対称の構成とすることができ、パワー半導体モジュールのそり変形を防い
で冷却性能の低下や配線基板とデバイスの接合部の熱疲労寿命の低下を防いで高信頼のパ
ワー半導体モジュールを提供できるのである。また、本実施例では、低熱膨張性のセラミ
ック基板をモールド樹脂に埋設させた構造としたが、モールド樹脂からセラミック基板の
片面が外部に露出する構造や、モールド樹脂の上にセラミック基板が接着する構造として
も良い。
【００２５】
　図６は、構成部材に低熱膨張率の樹脂を使わないで構成した本発明によるパワー半導体
モジュールの他の一実施例を示す。図において、パワー半導体デバイス１０１，１０２を
挟むようにセラミック配線基板１０４，１０５が接合して配置され、デバイスの周辺には
低熱膨張の無機部材１０３が配置され上下のセラミック配線基板に接合して固着されてい
る。この接合体は、上下に高熱伝導部材１０７，１０８を配置した気密容器１０６に封入
されている。気密容器には、セラミック部材１０９，１１０で電気的に気密容器と絶縁さ
れた複数の入出力端子１１１，１１３が設置されている。また、気密容器内にはＳＦ6 な
どの絶縁性ガスかあるいは高沸点の絶縁性液体が封入されている。図７は、図６の半導体
モジュールを冷却板で加圧実装した状態を示す図である。図において、複数の電気的入出
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ラミック部材で絶縁されて形成されている。冷却板１１６，１１７で気密容器を挟んで押
し付け圧力を加え、高熱伝導部材１０７，１０８で内部の接合体を挟んで固定している。
【００２６】
　本実施例によれば、構成部材を全て無機部材としているため、モジュールの耐熱性を
２５０℃以上に上げることが可能で、高耐熱性のパワー半導体モジュールを提供すること
ができる。また、外の冷却体を強い力で押し付けてもデバイスの周囲に配置した無機部材
が圧力を支えてくれるため、デバイスが損傷することを防止できるのである。また、パワ
ー半導体モジュールの接合体と気密容器の金属部材とが接合されないため、両者の熱膨張
率の差により発生する熱応力によってモジュールが損傷することがなく、２５０℃以上の
高温域まで使用可能で、かつ高信頼のパワー半導体モジュールを提供できるのである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明によるパワー半導体モジュールの一実施例。
【図２】図１のパワー半導体モジュールの上面図。
【図３】図１のパワー半導体モジュールを組立てた１相分のインバータ装置の一構成例。
【図４】本発明によるパワー半導体モジュールの他の一実施例。
【図５】本発明によるパワー半導体モジュールの他の一実施例。
【図６】本発明によるパワー半導体モジュールの他の一実施例。
【図７】図６のパワー半導体モジュールの実装の一実施例。
【符号の説明】
【００２８】
　１…ＩＧＢＴチップ、２…ダイオードチップ、３，９…低熱膨張セラミック基板、４，
５，６，１０，１１…金属パターン、８，１２…セラミック配線基板、１３，１４，１５
，１６…無機部材、１７…高温半田、２１，２２，２３…金属リード、２５…制御電極、
２６…主電極。
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