
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部に露出した底面と前記底面に対向する上面とを備えるヒートシンクと、
　前記ヒートシンクの前記上面上に接合された絶縁基板と、
　前記絶縁基板の上面上に接合された導通板と、
　前記導通板の上面の第１表面部分に第１導電層を介して電気的に接続された第１主電極
と、前記導通板の前記上面の法線方向に該当する第１方向に関して前記第１主電極と対向
する第２主電極とを備える第１半導体チップと、
　前記導通板の前記上面の内で前記第１表面部分に隣接した第２表面部分に第２導電層を
介して電気的に接続された第１端部を有し且つ前記第１端部から第２端部に向けて前記第
１方向に延在する第１部分と、前記第１部分の前記第２端部に連結しており且つ前記第１
部分と共にＬ字状を成す様に前記第１方向と直交する第２方向に延在する第２部分とを有
する金属基体と、
　前記金属基体の前記第２部分の上面に第３導電層を介して電気的に接続された第１主電
極と、前記第１方向に関して前記第１主電極と対向する第２主電極とを備える第２半導体
チップと、
　前記底面の露出部分を除く前記ヒートシンクと、前記絶縁基板と、前記導通板と、前記
第１半導体チップと、前記金属基体と、前記第２半導体チップとをその内部空間内に密閉
する容器とを備えており、
　前記金属基体の前記第２部分の下面は前記第１半導体チップの前記第２主電極の上面上
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方に位置しており、
　前記第２半導体チップの母材は、シリコンよりもバンド間エネルギーギャップが大きい
ワイドギャップ半導体であることを特徴とする、
半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置であって、
　前記第１半導体チップの母材もまた前記ワイドギャップ半導体であることを特徴とする
、
半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、１つのパッケージ内に内包されている第１及び第２半導体チップを備える半導
体装置であって、しかも、両半導体チップの内の少なくとも一方がワイドギャップ半導体
（例えば、炭化シリコン又は窒化ガリウム）をその母材（ベース材）とする半導体装置に
関するものである。本発明における以下の記載は、主に高圧用途に使用される半導体装置
に焦点を当てているが、この発明はその様なパワー半導体装置に限定されるものではなく
、あらゆるタイプの半導体装置を対象としている。
【０００２】
【従来の技術】
電圧型インバータ応用では、一般的に、スイッチング機能を有するスイッチングチップと
環流ダイオードチップとは、互いに逆並列に接続されている。
【０００３】
図９は、電圧型インバータに使用されている従来のモジュール型素子４００の構造を示す
縦断面図である。モジュール型素子４００の各能動素子は、シリコンをその母材として作
られている。即ち、密閉容器４１７内に内包されたスイッチングチップ４０１とダイオー
ドチップ４０２とは、共にシリコンを用いて作られている。スイッチングチップ４０１は
、その表面上に形成された陰極電極４０３及び制御電極４０４と、その裏面上に形成され
た陽極電極４０５とを、有する。他方、ダイオードチップ４０２は、その表面上に形成さ
れた陽極電極４０６と、その裏面上に形成された陰極電極４０７とを、有する。そして、
スイッチングチップ４０１の陽極電極４０５とダイオードチップ４０２の陰極電極４０７
とは、導通板４０８に半田層４０９で半田付けされることで、相互に電気的に接続されて
いる。又、スイッチングチップ４０１の陰極電極４０３と制御電極４０４とは、それぞれ
、ボンディングワイヤ４１３によって陰極導通バー４１０と制御導通バー４１１とに接続
されており、ダイオード４０２の陽極電極４０６はボンディングワイヤ４１３によって陰
極導通バー４１０に接続されている。又、導通板４０８は、絶縁基板４１４を介して、冷
却機能を有するヒートシンク４１５に接続されている。加えて、導通板４０８は、金属体
４１６を介して、陽極導通バー４１２にも電気的に接続されている。
【０００４】
この様な構造により、各チップ４０１，４０２におけるエネルギー損失によって発生する
熱は、裏面の電極４０５，４０７から、半田層４０９、導通板４０８、絶縁基板４１４、
及びヒートシンク４１５より成る経路を通って、外部に放熱される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図９に例示される従来のモジュール型素子においては、構造上、スイッチ
ングチップ４０１及びダイオードチップ４０２は共に導通板４０８に電気的に且つ機械的
に接続されているため、スイッチングチップ４０１又は／及びダイオードチップ４０２を
、低損失化実現可能なワイドギャップ半導体を用いて作成してみても、素子冷却機構の簡
素化は何ら実現され得ないし、しかも、密閉容器４１７ないしはモジュール型素子４００
自体の大幅な小形軽量化も達成され得ないのである。従って、図９の構造を有するモジュ
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ール型素子のチップを単にワイドギャップ半導体チップに置き換えてみても、半導体装置
のコスト低減化は図れないのである。
【０００６】
本発明はこの様な問題点を解決するために成されたものであり、その第１の目的は、シリ
コンをその母材とする半導体チップのみから成る能動素子を有する従来のモジュール型素
子では放熱設計上配置することが出来なかった位置に半導体チップを配置可能とすること
により、素子冷却機構の大幅な簡素化を図ることにある。
【０００７】
又、本発明の第２の目的は、ワイドギャップ半導体チップを有するモジュール型素子の小
形軽量化及び低コスト化を図ることにある。
【００１０】

　請求項 記載の発明は、半導体装置であって、外部に露出した底面と前記底面に対向す
る上面とを備えるヒートシンクと、前記ヒートシンクの前記上面上に接合された絶縁基板
と、前記絶縁基板の上面上に接合された導通板と、前記導通板の上面の第１表面部分に第
１導電層を介して電気的に接続された第１主電極と、前記導通板の前記上面の法線方向に
該当する第１方向に関して前記第１主電極と対向する第２主電極とを備える第１半導体チ
ップと、前記導通板の前記上面の内で前記第１表面部分に隣接した第２表面部分に第２導
電層を介して電気的に接続された第１端部を有し且つ前記第１端部から第２端部に向けて
前記第１方向に延在する第１部分と、前記第１部分の前記第２端部に連結しており且つ前
記第１部分と共にＬ字状を成す様に前記第１方向と直交する第２方向に延在する第２部分
とを有する金属基体と、前記金属基体の前記第２部分の上面に第３導電層を介して電気的
に接続された第１主電極と、前記第１方向に関して前記第１主電極と対向する第２主電極
とを備える第２半導体チップと、前記底面の露出部分を除く前記ヒートシンクと、前記絶
縁基板と、前記導通板と、前記第１半導体チップと、前記金属基体と、前記第２半導体チ
ップとをその内部空間内に密閉する容器とを備えており、前記金属基体の前記第２部分の
下面は前記第１半導体チップの前記第２主電極の上面上方に位置しており、前記第２半導
体チップの母材は、シリコンよりもバンド間エネルギーギャップが大きいワイドギャップ
半導体であることを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
例えば炭化シリコン又は窒化ガリウムより構成されるワイドギャップ半導体は、シリコン
に代わる半導体チップの母材（ベース材）として、注目されている。その理由は、次の通
りである。
【００１６】
（利点１）先ず、炭化シリコン又は窒化ガリウムと言う様なワイドギャップ半導体は、シ
リコンに比べて大きなバンド間エネルギーギャップを有する結果、高い熱的安定性を有す
る。即ち、炭化シリコン又は窒化ガリウムをその母材として製造されたデバイスは、１０
００ケルビンと言う高温下においても動作可能である。この様な高温動作可能と言う特徴
を利用することにより、具体的には、炭化シリコン又は窒化ガリウム等のワイドギャップ
半導体より成る半導体チップ（ワイドギャップ半導体チップ）を、密封容器内の、冷却効
果が比較的低い箇所に配置することにより、デバイスの高密度配置化を図り、以ってヒー
トシンク等の素子冷却機構の簡素化を図ることが、期待される。
【００１７】
（利点２）更に、炭化シリコン又は窒化ガリウムはシリコンよりも約１０倍高い降伏電界
を有するので、シリコンを材料としたデバイスと比較して、ワイドギャップ半導体チップ
では、ある電圧阻止能力に必要な空乏層幅を非常に薄く設定することが出来る。従って、
カソード電極とアノード電極間の距離をシリコンの場合よりも短くすることが出来るので
、電極間距離にほぼ比例した電流通電時の電圧降下は小さくなる。言いかえれば、ワイド
ギャップ半導体チップでは、電流通電時に発生する定常損失を小さくすることが出来る（
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チップ自体を小型化出来る）。この効果により、炭化シリコン又は窒化ガリウムを利用し
たダイオード又は／及びスイッチングデバイスは、シリコンを利用したダイオード及びス
イッチングデバイスに比べて、スイッチング損失と定常損失との間に成立する二律背反の
関係を大幅に改善出来ると言う利点を有する（スイッチング損失と定常損失との間の二律
背反関係を改善出来ると期待されている）。
【００１８】
そこで、本発明では、ワイドギャップ半導体チップが有する上記利点を実現するべく、（
Ａ）ワイドギャップ半導体チップを別の半導体チップ直上に配置する（実施の形態１，３
）、あるいは、（Ｂ）ワイドギャップ半導体チップを別の半導体チップが配置されている
平面の上方に配置する（実施の形態２）と言う構成を、採用している。これにより、ワイ
ドギャップ半導体チップは、シリコンチップの場合よりも軽微な冷却機構によって冷却さ
れても、十分にその機能を発揮し得る。以下、各実施の形態毎に、その詳細を添付図面と
共に記載する。
【００１９】
（実施の形態１）
図１は、本実施の形態に係る半導体装置ないしはモジュール型素子１００の構成を示す縦
断面図である。図１は、シリコンをその母材として作られた半導体スイッチングチップ（
単にスイッチングチップと称す）ないしは第１半導体チップ１０１と、シリコンよりもバ
ンド間エネルギーギャップが大きいワイドギャップ半導体をその母材として作られたダイ
オードチップないしは第２半導体チップ１０２とを、密閉容器１１７内に配置する構成を
示している。
【００２０】
図１において、冷却機能を有するヒートシンク１１５は、その周縁部分を除いて外部に露
出した底面１１５ＢＳと、底面１１５ＢＳに対向する上面１１５ＴＳと、両面１１５ＢＳ
、１１５ＴＳで挟まれた側面１１５ＳＳとを備える。このヒートシンク１１５の上面１１
５ＴＳ上には、絶縁基板１１４が、接着剤（図示せず）によって接合・配設されている。
ここで、上面１１５ＴＳと絶縁基板１１４の下面とは、面積的には互いに等しい。更に、
絶縁基板１１４の上面上には、導通板１０８が、接着剤（図示せず）によって接合・配設
されている。ここでも、上面１１５ＴＳと絶縁基板１１４の上面と導通板１０８の下面と
は、面積的には互いに等しい。
【００２１】
更に、スイッチングチップ１０１は、その裏面上に形成された陽極電極ないしは第１主電
極１０５と、その表面上に形成された陰極電極ないしは第２主電極１０３及び制御電極１
０４とを有する。ここで、陰極電極１０３は、陽極電極１０５に対向しており、且つ、面
積的に陽極電極１０５よりも小さい（Ｓ１＞Ｓ２）。そして、スイッチングチップ１０１
の陽極電極１０５は、半田もしくは鑞剤より成る第１導電層１０９Ａを介して、導通板１
０８の上面上に電気的に接続されている。又、制御電極１０４は、ボンディングワイヤ１
１３を介して、密閉容器１１７上に設けられた制御導通バー１１１に接続されており、陰
極電極（１０３）は、ボンディングワイヤ１１３を介して、密閉容器１１７上に設けられ
た陰極導通バー１１０に接続されている。
【００２２】
更に、ダイオードチップ１０２は、その裏面上に形成された陽極電極ないしは第１主電極
１０６と、その表面上に形成された陰極電極ないしは第２主電極１０７とを、有する。こ
こで、陽極電極１０６は、スイッチングチップ１０１の陰極電極１０３よりも面積的に小
さく（Ｓ２＞Ｓ３）、陽極電極１０６に対向する陰極電極１０７は、面積的に陽極電極１
０６と互いに等しい。そして、ダイオードチップ１０２の陽極電極１０６は、半田もしく
は鑞剤より成る第２導電層１０９Ｂを介して、スイッチングチップ１０１の陰極電極１０
３上に電気的に接続されている。又、ダイオードチップ１０２の陰極電極１０７は、ボン
ディングワイヤ１１６によって、密閉容器１１７上に設けられた陽極導通バー１１２に電
気的に接続されており、しかも、導通板１０８の上面もまた、ボンディングワイヤ１１６
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によって、陽極導通バー１１２に電気的に接続されている。
【００２３】
そして、密閉容器１１７は、底面１１５ＢＳの露出部分を除くヒートシンク１１５全体と
、絶縁基板１１４全体と、導通板１０８全体と、スイッチングチップ１０１全体と、ダイ
オードチップ１０２全体とを、その内部空間内に密閉している。その際、ダイオードチッ
プ１０２の陰極電極１０７の上方部分は、密閉容器１１７の内部空間に該当している。
【００２４】
以上の構成により、スイッチングチップ１０１におけるエネルギー損失によって生じた第
１熱は、裏面の陽極電極１０５及び第１導電層１０９Ａから、直接的に、導通板１０８、
絶縁基板１１４及びヒートシンク１１５より成る素子冷却機構ないしは経路を通って、底
面１１５ＢＳの露出部分から外部に放熱される。
【００２５】
これに対して、ダイオードチップ１０２におけるエネルギー損失によって発生した第２熱
は、裏面の陽極電極１０６及び第２導電層１０９Ｂを介して一旦スイッチングチップ１０
１内に伝わり、その後、スイッチングチップ１０１内で発生する上記第１熱と共に、上記
の素子冷却機構（１０８，１１４，１１５）へと伝わることにより、外部に放熱される。
【００２６】
この様に、ダイオードチップ１０２は、スイッチングチップ１０１を介在させた上で、間
接的に上記の素子冷却機構（１０８，１１４，１１５）によって冷却されるのである。こ
のため、ダイオードチップ１０２の動作温度はスイッチングチップ１０１のそれよりも高
温となるが、ダイオードチップ１０２はワイドギャップ半導体をその母材として形成され
ているため、高温でも正常に動作可能であり、何ら問題は生じない。即ち、通常のシリコ
ンより成る半導体チップでは、使用出来る限界温度は約１５０℃であるけれども、ワイド
ギャップ半導体チップの場合には、理論的に５００℃～６００℃までは使用可能である。
【００２７】
以上の様に、本実施の形態によれば、シリコンより構成されるスイッチングチップ１０１
を上記の素子冷却機構（１０８，１１４，１１５）によって直接的に冷却する一方、ワイ
ドギャップ半導体より構成されるダイオードチップ１０２を間接的に冷却するだけで足り
るので、図９の従来技術の場合と比較してより軽微な冷却方式で以って、当該モジュール
型素子１００の機能を十分に発揮させることが可能となる。即ち、素子冷却機構の簡素化
を達成することが出来る。
【００２８】
しかも、図１の素子冷却機構（１０８，１１４，１１５）は図９の素子冷却機構（４０８
，４１４，４１５）と比較して寸法的に小さく且つ重量的にも軽いと共に、図１のダイオ
ードチップ１０２もまた図９のダイオードチップ４０２と比較して小型・軽量であるので
、モジュール型素子１００の小型化・軽量化・低コスト化を図ることが出来る。具体的に
は、図１のモジュール型素子１００を採用する場合には、同素子１００を図９に示したモ
ジュール型素子４００の約２／３の大きさに小型化することが出来る。尚、実際の各部１
０３～１０７、１０９Ａ及び１０９Ｂの厚みは導通板１０８のそれと比べて無視できる程
に薄いので（それは、導通板１０８の厚みの数十分の一程度）、両チップ１０１，１０２
を図１の様に２段重ねに上積み配設しても、その高さは図９の各チップ４０１，４０２の
高さと殆ど違わない。
【００２９】
ここで、特開平１１－２７４４８２号公報の図５には、隣り合うチップ同士の絶縁性をよ
り一層高めると言う観点から、導電板を介在させて、ＳｉＣダイオードチップとＳｉスイ
ッチングチップとが縦に並んで配置されている構造が、提案されている。ここで、同公報
の図５の構造及びその説明文中においては、各チップより生ずる熱を外部に放出するため
の冷却機構を設ける点が何ら開示・提案されてはいないが、若しこの構造にその様な冷却
機構を設けるとするならば、縦に並んだ複数のチップの内で一番外側に位置するＳｉＣダ
イオードチップに接続された導電板の外側の露出面に接触する様に、ヒートシンク等が配
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設されるものと、考えられる。しかしながら、この様な構成では、ＳｉＣダイオードチッ
プが上記露出導通板を介して直接的にヒートシンク等によって冷却されることとなるので
、高温動作可能と言うワイドギャップ半導体チップの持つ利点が全く活かされないことと
なり、この特性を利用してモジュール型素子の小型化・軽量化を図ることも到底期待出来
ないと言う難点がある。この点で、図１に例示した本実施の形態に係るモジュール型素子
１００は、上記公報の図５の構造よりも格段に実用性に富んだ半導体装置を提供し得るの
である。
【００３０】
又、上記公報の図５の構造では、面積的に互いに同一寸法のＳｉＣダイオードチップとＳ
ｉスイッチングチップとを絶縁構造物により被覆することにより、両チップをその間に介
在する導電板に接触させているので、上記公報の図５におけるＳｉＣダイオードチップを
既述した図９のモジュール型素子に組み合わせても、これにより得られるモジュール型素
子は、本実施の形態に係るモジュール型素子とは、構造上、かけ離れたものとなる。
【００３１】
尚、スイッチングチップ１０１の母材もまた、上記ワイドギャップ半導体としても良い。
この場合には、スイッチングチップ１０１についても、その小型化・軽量化を図ることが
出来るので、これによって、モジュール型素子１００全体の更なる小型化・軽量化に貢献
することが出来る。
【００３２】
（変形例）
図２は、実施の形態１の変形例に係るモジュール型素子１００Ａの構成を模式的に示す透
視上面図である。図２に示す様に、素子冷却機構（１１５＋１１４＋１０８）における導
通板１０８の上面１０８Ｓ内の第１領域Ｒ１上には、第１半導体チップ１０１が配設され
ており、その第２主電極１０３上には第２半導体チップ１０２が配設されている（図１参
照）。同様に、第１領域Ｒ１以外の上面１０８Ｓ内の各他領域（例えば領域Ｒｎ）上にも
、第１半導体チップ１０１及び第２半導体チップ１０２が配設されている（図１参照）。
【００３３】
この様に、本変形例では、第１半導体チップ１０１とその第２主電極上に配設された第２
半導体チップ１０２とを一組とする複数の半導体チップ群ＣＧ１が、共通の素子冷却機構
（１１５＋１１４＋１０８）上に配設されており、且つ、各半導体チップ群ＣＧ１は、制
御導通バー１１１、陰極導通バー１１０及び陽極導通バー１１２を共有している。つまり
、陽極導通バー１１２と陰極導通バー１１０との間に、上記の複数の半導体チップ群ＣＧ
１が並列接続されている。
【００３４】
従って、本変形例によれば、図１に示す一組のチップだけの場合と比較して、大電流化を
図ることが出来ると言う利点がある。
【００３５】
（実施の形態２）
図３は、本実施の形態に係るモジュール型素子３００の構成を示す縦断面図である。当該
モジュール型素子３００は、（１）密閉容器３１７の内部空間の内で、素子冷却機構の上
に配置された第１半導体チップの上方位置乃至は上層位置に、ワイドギャップ半導体をそ
の母材とする第２半導体チップを配置すると共に、（２）第２半導体チップを支持するＬ
字状の金属基体の一端部を上記素子冷却機構に結合することで、当該金属基体を第２半導
体チップから生じる熱の放熱経路にも利用する点を、その特徴点としている。以下、図３
に基づき、その詳細を記載する。
【００３６】
モジュール型素子３００の素子冷却機構は、ヒートシンク３１５と、絶縁基板３１４と、
導通板３０８とから成る。これらの内で、冷却機構の主要部を成すヒートシンク３１５は
、その周縁部分を除いて外部に露出したフラットな底面３１５ＢＳと、第１方向Ｄ１に関
して底面３１５ＢＳに対向するフラットな上面３１５ＴＳと、両面３１５ＢＳ、３１５Ｔ
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Ｓで挟まれて第１方向Ｄ１に延在する側面３１５ＳＳとを備える。又、絶縁基板３１４は
、ヒートシンク３１５の上面３１５ＴＳ上に、接着剤（図示せず）によって接合・配設さ
れている。更に、導通板３０８は、絶縁基板３１４の上面上に、接着剤（図示せず）によ
って接合・配設されている。ここで、第１方向Ｄ１は、当該素子冷却機構の上面、従って
導通板３０８の上面３０８ＵＳの法線方向に相当している。
【００３７】
この導通板３０８の上面３０８ＵＳの内で、略中央部分を占める第１表面部分Ｐ１に、第
１半導体チップ３０１の下面上に全面的に形成された第１主電極ないしは陽極電極３０５
が、半田又はロー材から成る第１導電層３０９Ａを介して、電気的に接続されている。こ
こでは、第１半導体チップ３０１は、シリコンをその母材として有する、スイッチングチ
ップ（例えばＩＧＢＴ又はＭＯＳＦＥＴ）である。そして、第１半導体チップ３０１は、
その上面上に、第１方向Ｄ１に関して第１主電極３０５と対向する、第２主電極ないしは
陰極電極３０３と制御電極３０４とを備える。ここで、第２主電極３０３及び制御電極３
０４は共に、面積的には、第１半導体チップ３０１よりも小さく、しかも、両電極３０３
，３０４の各上面の上面３０８ＵＳからの高さは、図３では記号Ｈ１として表されている
。加えて、第２主電極３０３は、ボンディングワイヤ３１３によって、密閉容器３１７の
上面上に設けられた陰極導通バー３１０に接続されており、制御電極３０４は、ボンディ
ングワイヤ３１３によって制御導通バー３１１に接続されている。
【００３８】
これに対して、導通板３０８の上面３０８ＵＳの内で、第１表面部分Ｐ１に第２方向Ｄ２
に関して隣接した、外周縁付近に位置する第２表面部分Ｐ２上に、金属基体３２５の第１
部分３２５Ｐ１の第１端部Ｅ１が、半田又は鑞材より成る第２導電層３０９Ｂを介して、
電気的に接続されている。しかも、この第１部分３２５Ｐ１は、第１端部Ｅ１から第２端
部Ｅ２に向けて、第１方向Ｄ１に沿って延在している。即ち、第１端部Ｅ１を除く第１部
分３２５Ｐ１は、長手方向Ｄ１及び短手方向Ｄ３に広がった両表面を有し、且つ、第２方
向Ｄ２に沿って厚みを有する。更に、金属基体３２５は、第１部分３２５Ｐ１に連結した
第２部分３２５Ｐ２を有する。即ち、第２部分３２５Ｐ２は、第１部分３２５Ｐ１の第２
端部Ｅ１に連結した一端部分を有し、且つ、上記一端部分から第１方向Ｄ１に直交する第
２方向Ｄ２に沿って延在した他端部分Ｅ３を有する。換言すれば、第２部分３２５Ｐ２は
、長手方向Ｄ２及び短手方向Ｄ３に広がった両表面３２５ＬＳ、３２５ＵＳを有し、且つ
、第１方向Ｄ１に沿って厚みを有する。従って、金属基体３２５は、Ｄ１－Ｄ２平面に関
して略Ｌ字状の縦断面を有する。しかも、金属基体３２５の第２部分３２５Ｐ２の下面３
２５ＬＳは、第１半導体チップ３０１の第２主電極３０３の上面３０３ＵＳ上方、及び制
御電極３０４の上面３０４ＵＳ上方に位置している。つまり、上面３０８ＵＳからの下面
３２５ＬＳの高さＨ２は、第２主電極３０３の高さＨ１よりも大きい。そして、他端部分
Ｅ３付近の上面３２５ＵＳは、ボンディングワイヤ３１６によって陽極導通バー３１２に
電気的に接続されている。
【００３９】
更に、金属基体３２５の第２部分３２５Ｐ２の上面３２５ＵＳにおける略中央領域上に、
半田又は鑞材より成る第３導電層３０９Ｃを介して、第２半導体チップ３０２の第１主電
極ないしは陰極電極３０７が、電気的に接続されている。ここでは、第２半導体チップ３
０２はダイオードチップであり、その母材は、シリコンよりもバンド間エネルギーギャッ
プが大きいワイドギャップ半導体である。又、第２半導体チップ３０２は、第１方向Ｄ１
に関して第１主電極３０７と対向する第２主電極ないしは陽極電極３０６を備える。この
第２主電極３０６は、ボンディングワイヤ３１３によって、陰極導通バー３１０に接続さ
れている。
【００４０】
そして、密閉容器３１７は、底面３１５ＢＳの露出部分を除くヒートシンク３１５全体と
、絶縁基板３１４全体と、導通板３０８全体と、第１半導体チップ３０１全体と、金属基
体３２５全体と、第２半導体チップ３０２全体とを、その内部空間内に密閉している。
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【００４１】
以上の構造により、第１半導体チップ３０１におけるエネルギー損失によって発生した熱
は、第１導電層３０９Ａを介して、素子冷却機構（３１５＋３１４＋３０８）によって直
接的に冷却される。他方、第２半導体チップ３０２のエネルギー損失によって発生した熱
は、一旦、第３導電層３０９Ｃを介して金属基体３２５に伝わり、その後、第２半導体層
３０９Ｂを介して素子冷却機構（３１５＋３１４＋３０８）へと伝わり、底面３１５ＢＳ
の露出部分から外部に放熱される。
【００４２】
この様に、第２半導体チップ３０２側で発生する熱は、金属基体３２５と言う中間の放熱
経路の存在により、間接的に素子冷却機構（３１５＋３１４＋３０８）によって冷却され
る。換言すれば、第２半導体チップ３０２は、第１半導体チップ３０１と比較して、ヒー
トシンク３１５からより遠方の冷却されにくい上層位置（即ち、放熱設計上、シリコンチ
ップをそこに配置出来ない位置）に配置されている。このため、第２半導体チップ３０２
の動作温度は第１半導体チップ３０１のそれよりも高温となるが、第２半導体チップ３０
２の母材はワイドギャップ半導体であるため、実施の形態１と同様に、第２半導体チップ
３０２はその様な高温下においても正確に動作可能である。
【００４３】
以上の通り、本実施の形態では、第２半導体チップ３０２がワイドギャップ半導体チップ
であることを利用して第２半導体チップ３０２を金属基体３２５上に配置しているので、
図９に例示した従来技術と比較して、ダイオードが占めていたスペースに相当する分だけ
、素子冷却機構（３１５＋３１４＋３０８）の簡素化、小型化及び軽量化を図ることが出
来ると共に、第２半導体チップ３０２自身の小型化及び軽量化をも図ることが出来る結果
、モジュール型素子３００の小型化、軽量化及び低コスト化を達成することが可能となる
。具体的には、図３のモジュール型素子３００を、図９に示したモジュール型素子４００
の約２／３の大きさに小型化することが出来る。又、モジュール型素子３００の厚みに関
しても、各導通バー３１０～３１２、３２５の形状及び寸法を最適化することにより、そ
れを図９のモジュール型素子４００のそれと同じ程度にまで薄く設定することが出来る。
【００４４】
しかも、本実施の形態によれば、第２半導体チップ３０２は、寸法的に、第１半導体チッ
プ３０１のサイズによって制限を受けないと言う利点が得られる。この点、実施の形態１
（図１）では、第２半導体チップ１０２は第１半導体チップ１０１の陰極電極１０３の上
に搭載されている関係上、必然的に、第２半導体チップ１０２のサイズは第１半導体チッ
プ１０１の陰極電極１０３の寸法によって制限される。
【００４５】
ここで、特開平１１－２７４４８２号公報の図６には、チップ間の配線の長さをより短く
して損失を更に低減すると言う観点から、複数のスイッチング素子チップを下層に配置し
てそれぞれのチップを配線で接続すると共に、これらのスイッチング素子チップの上層に
ＳｉＣダイオードチップを配置し、当該ＳｉＣダイオードチップの各電極を下層の対応す
るスイッチング素子チップの電極に配線で接続すると言う構造が、提案されている。しか
しながら、同公報の図６及びその説明文章中には、上層のＳｉＣダイオードチップで発生
する熱を外部に放熱すると言う考え及びそれを実現するための構成が何ら提案されてはい
ないのである。
【００４６】
尚、第１半導体チップ３０１の母材もまた、上記ワイドギャップ半導体としても良い。こ
の場合には、第１半導体チップ３０１についても、その小型化・軽量化を図ることが出来
るので、これによって、モジュール型素子３００全体の更なる小型化・軽量化に貢献する
ことが出来る。
【００４７】
又、金属基体３２５上に、複数のダイオードチップを配置する様にしても良い。
【００４８】

10

20

30

40

50

(8) JP 3850739 B2 2006.11.29



（変形例１）
図４は、実施の形態２の変形例１に係るモジュール型素子３００Ａの構造を示す縦断面図
である。本変形例では、ワイドギャップ半導体から成る母材を有し且つ金属基体３２５上
に配置された第２半導体チップ３０１はスイッチングチップであり、その第１及び第２主
電極はそれぞれ陽極電極３０５及び陰極電極３０３に該当する。これに対して、導通板３
０８上に第１導電層３０９Ａを介して配置される第１半導体チップ３０２は、シリコン又
はワイドギャップ半導体から成る母材を有するダイオードチップであり、その第１及び第
２主電極はそれぞれ陰極電極３０７及び陽極電極３０６に該当する。本変形例においても
、実施の形態２と同様の作用・効果が得られる。
【００４９】
尚、本変形例においても、複数のスイッチングチップを金属基体３２５上に配置する様に
しても良い。
【００５０】
（変形例２）
図５は、実施の形態２の変形例２に係るモジュール型素子３００Ｂの構成を模式的に示す
透視上面図である。図５に示す様に、第１半導体チップ３０１と金属基体３２５上に配設
された第２半導体チップ３０２とを一組とする複数の半導体チップ群ＣＧ２が、一つの（
共通の）素子冷却機構（３１５＋３１４＋３０８）上に配設されている。しかも、各半導
体チップ群ＣＧ２は、各導通バー３１１、３１０、３１２を共有している。即ち、陽極導
通バー３１２と陰極導通バー３１０との間に、複数の半導体チップ群ＣＧ２が並列接続さ
れている。
【００５１】
又、図４の変形例１を本変形例に同様に適用しても良い。
【００５２】
本変形例によれば、図３又は図４に示す一組のチップだけの場合と比較して、大電流化を
図ることが出来ると言う利点がある。
【００５３】
（実施の形態３）
図６は、本実施の形態に係る圧接型のモジュール型素子（半導体装置）２００の構成を示
す縦断面図である。図６は、ワイドギャップ半導体から成る母材を有するスイッチングチ
ップ２０１（第１半導体チップに相当）と、同じくワイドギャップ半導体から成る母材を
有するダイオードチップ２０２（第２半導体チップに相当）とを、外部からの押圧によっ
て密閉容器２１７内に配置する一例を示している。
【００５４】
スイッチングチップ２０１は、その表面上に形成された陰極電極（第２主電極）２０３及
び制御電極２０４と、その裏面上に形成された陽極電極（第１主電極）２０５とを有する
。これらの電極の内で、制御電極２０４は、ボンディングワイヤないしは第３配線２２５
によって、密閉容器２１７に設けられた制御導通バー２１１に接続されている。他方、ダ
イオードチップ２０２は、その表面上に形成された陰極電極（第２主電極）２０７と、そ
の裏面上に形成された陽極電極（第１主電極）２０６とを有する。
【００５５】
先ず、外部への放熱機能を有する第１導電性基体（例えば金属より成る）２２３は、その
周縁部分を除いて外部に露出した底面２２３ＢＳと、荷重負荷方向２２４に関して底面２
２３ＢＳに対向する上面２２３ＵＳと、両面２２３ＢＳ、２２３ＵＳに挟まれた側面２２
３ＳＳとを備える。ここで、荷重負荷方向２２４とは、底面２２３ＢＳ及び後述する上面
２２２ＵＳの法線方向に相当する。しかも、底面２２３ＢＳは、外部の陽極導通バー２１
２に電気的に接続される。
【００５６】
又、第１金属基体２２０は、本装置２００をユーザが実際に使用する際にユーザによって
外部から加えられる荷重（押圧）により圧接されて第１導電性基体２２３の上面２２３Ｕ
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Ｓに機械的に完全に接触し、従って、同面２２３ＵＳに完全に導通し得る下面と、荷重負
荷方向２２４に関して当該下面に対向する上面２２０ＵＳと、側面とを備える。
【００５７】
更に、スイッチングチップ２０１の陽極電極２０５は第１金属基体２２０の上面２２０Ｕ
Ｓ上に配置されており、実使用時には、同電極２０５は、上記荷重の負荷（押圧）により
生ずる圧接により、第１金属基体２２０の上面２２０ＵＳに機械的に完全に接触し、従っ
て、同面２２０ＵＳに電気的に完全に導通する。ここで、荷重負荷方向２２４に直交する
平面である陽極電極２０５の上面及び下面は、面積的には、第１導電性基体２２３の底面
２２３ＢＳ及び上面２２３ＵＳよりも小さい。この点は、陰極電極２０３についても、同
様である。つまり、スイッチングチップ２０１は、面積的に、第１導電性基体２２３より
も小さい（面積Ｓ１＞面積Ｓ２）。
【００５８】
更に、第２金属基体２１９の下面はスイッチングチップ２０１の陰極電極２０３上に配置
されており、実使用時には、同下面は、上記荷重の負荷（押圧）により圧接されて、スイ
ッチングチップ２０１の陰極電極２０３に機械的に完全に接触し得る。即ち、第２金属基
体２１９は、圧接により、陰極電極２０３と完全に電気的に導通する。
【００５９】
更に、ダイオードチップ２０２の陽極電極２０６が、突出部２１９ＰＰを除く第２金属基
体２１９の上面上に配置されており、実使用時には、同電極２０６は、上記荷重の負荷（
押圧）により圧接されて、突出部２１９ＰＰを除く第２金属基体２１９の上記上面部分に
機械的に接触し、同基体２１９と電気的に導通する。換言すれば、陽極電極２０６は、圧
接時に第２金属基体２１９と完全に導通する様に、第２金属基体２１９の上面上に配設さ
れている。
【００６０】
以上の通り、圧接時には、スイッチングチップ２０１の陰極電極２０３とダイオードチッ
プ２０２の陽極電極２０６とは、その間に挟まれた第２金属基体２１９を通じて、互いに
電気的に接続される。
【００６１】
更に、第３金属基体２１８の下面が、ダイオードチップ２０２の陰極電極２０７上に配置
されており、実使用時には、同下面は、上記荷重の負荷（押圧）により圧接されて、ダイ
オードチップ２０２の陰極電極２０７に機械的に接触し、これにより、同基体２１８は陰
極電極２０７に電気的に完全に導通する。そして、第３金属基体２１８の側面は、ボンデ
ィングワイヤ等の第１配線２１６によって、第１金属基体２２０の上面２２０ＵＳに電気
的に接続されている。
【００６２】
更に、絶縁基板２２１の下面が、第３金属基体２１８の上面上に配置されており、実使用
時には、同基板２２１の下面は、上記荷重の負荷（押圧）により圧接されて、第３金属基
体２１８の上面に機械的に完全に接触する。
【００６３】
更に、外部への放熱機能を有する第２導電性基体（例えば金属より成る）２２２の下面２
２２ＬＳが、絶縁基板２２１の上面上に配置されており、実使用時には、同下面２２２Ｌ
Ｓは、上記荷重の負荷（押圧）により圧接されて、絶縁基板２２１の上面に機械的に完全
に接触する。そして、第２導電性基体２２２の、周縁部分を除いて外部に露出する上面２
２２ＵＳは、外部の陰極導通バー２１０に接続可能であり、しかも、その下面２２２ＬＳ
は、ボンディングワイヤ等の第２配線２１３によって、第２金属基体２１９の突出部２１
９ＰＰに電気的に接続されている。加えて、第２導電性基体２２２の下面２２２ＬＳ及び
上面２２２ＵＳは、面積的に、ダイオードチップ２０２の陽極電極２０６及び陰極電極２
０７よりも大きい（面積Ｓ４＞面積Ｓ３）。
【００６４】
更に、密閉容器２１７は、底面２２３ＢＳの露出部分を除く第１導電性基体２２３全体と
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、第１金属基体２２０全体と、スイッチングチップ２０１全体と、第２金属基体２１９全
体と、ダイオードチップ２０２全体と、第３金属基体２１８全体と、絶縁基板２２１全体
と、上面２２２ＵＳの露出部分を除く第２導電性基体２２２全体と、第１配線２１６全体
と、第２配線２１３全体と、第３配線２２５全体とを、その内部空間内に密閉している。
【００６５】
図６に示す、密閉後の圧接を行わない状態における圧接型半導体装置２００では、対面す
る両内蔵パーツの電気的接触又は機械的接触は完全な状態ではない。但し、対面する両内
蔵パーツは完全なオープン状態にあるわけではなく、その間の接触抵抗により、不完全な
がらも電気的接触又は機械的接触を有している。
【００６６】
対面する両内蔵パーツの完全な電気的接触又は完全な機械的接触を確保するためには、ユ
ーザ側で、その使用時に、圧接型半導体装置２００内の各パーツを圧接する必要性がある
。そこで、ユーザは、その使用時に、第２導電性基体２２２と第１導電性基体２２３とに
対して、矢印２２４で示す荷重負荷方向に、外部から加重を加えている。即ち、モジュー
ル型素子２００は、荷重負荷方向２２４に荷重が加えられた図６に示す状態で使用される
。この荷重負荷により、両導電性基体２２２、２２３間に挟まれている各部２２１，２１
８，２０２，２１９，２０１，２２０は、対向する部分に圧接されて完全に機械的に固定
される。
【００６７】
以上の通り、図６のモジュール型素子２００では、一方のチップデバイスの主電極が第２
金属基体２１９を介して他方のチップデバイスの主電極に接触しているため、放熱効率が
従来の圧接型モジュールと比較して低下せざるを得ない。即ち、ダイオードチップ２０２
の損失により発生する熱は、主として、陰極電極２０７、第３金属基体２１８、絶縁基板
２２１、及び第２導電性基体２２２を経て、モジュール外部へと排熱される。他方、スイ
ッチングチップ２０１の損失により発生する熱は、陽極電極２０５、第１金属基体ないし
はバッファ板２２０及び第１導電性基体２２３を経て、モジュール外部へと排熱される。
このため、各チップデバイスの動作温度は、従来の場合よりも高温となってしまう。
【００６８】
この点、シリコンを母材とする半導体チップのみを能動素子として用いる従来の圧接型モ
ジュールの場合には、対向する一対の導電性基体の間に、スイッチングチップとダイオー
ドチップとが並列的に配置されているので、各半導体チップの損失による熱は、両電極側
から排熱される。
【００６９】
しかしながら、図６のモジュール型素子２００では、スイッチングチップ２０１及びダイ
オードチップ２０２は、共に高温動作可能なワイドギャップ半導体チップ（理論的には約
５００℃～６００℃まで動作可能）から構成されているので、両チップ２０１，２０２は
、その様な高温下においても、正常に動作可能である。
【００７０】
以上の構成により、本実施の形態は、次の様な利点を奏する。即ち、▲１▼ヒートシンク
を用いないので、軽微な素子冷却構造を提供出来ると共に、▲２▼一方のチップの上に他
方のチップを対面配置しているので、両チップを挟みこむ一対の導電性基体を従来の場合
のそれらよりも十分に小さく且つ十分に軽量化することが出来（図６の第１及び第２導電
性基体２２３，２２２参照）、加えて、ワイドギャップ半導体チップ２０１，２０２を従
来のシリコン半導体チップよりも小型化・軽量化出来る結果、小型・軽量・低コストのモ
ジュール型素子を提供することが出来る。▲３▼更に、両チップ２０１，２０２間に第２
金属基体２１９を設けているので、全体の熱容量を増大させることが出来る上に、第２配
線２１３の取り出しを可能とし得る。▲４▼更に、各チップ２０１，２０２の各電極に対
するワイヤボンディングを回避できるので、ボンディングワイヤにおける電気的損失の発
生が無くなると言う利点が得られる。▲５▼更に、圧接により完全な電気的接触を実現す
るので、使用温度によっては半田が溶けてしまうと言う様な問題は生じない。このため、
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より熱的に過酷な条件下においても本装置２００を使用することが出来ると言う利点があ
る。▲６▼又、各チップ２０１，２０２の放熱経路が別々に確保されていると言う点では
、寧ろ放熱効率を高め得ると言う効果が期待出来る。
【００７１】
尚、両半導体チップ２０１，２０２の内でどちらか一方の半導体チップの発熱量が多い場
合には、発熱量の多い方の半導体チップのみをワイドギャップ半導体チップとしても良い
（他方の半導体チップはシリコン半導体チップとする）。
【００７２】
（変形例１）
図７は、実施の形態３の変形例１に係るモジュール型素子２００Ａの構成を示す縦断面図
であり、図７中、図６と同一の参照記号は同一のものを示す。本変形例の特徴点は、密閉
容器２１７内に内蔵されている全てのパーツ２２３，２２０，２０１，２１９，２０２，
２１８，２２１，２２２を、半田又はロー材から成る導電層又は樹脂等より成る接着剤に
よって完全に一体化することにより、使用時にユーザ側で本装置２００Ａを圧接する必要
性が無い様に、改良した点にある。即ち、モジュール型素子２００Ａは、（１）第１導電
性基体２２３の上面２２３ＵＳと第１金属基体２２０の下面とを互いに機械的に接合する
接合層（接着剤又は半田等の導電層より成る）２２８と、（２）第１金属基体２２０の上
面２２０ＵＳと第１半導体チップ２０１の第１主電極２０５とを互いに接合して電気的に
導通させる第１導電層２２９と、（３）第１半導体チップ２０１の第２主電極２０３と第
２金属基体２１９の下面とを互いに接合して電気的に導通させる第２導電層２２６と、（
４）第２金属基体２１９の上面と第２半導体チップ２０２の第１主電極２０６とを互いに
接合して電気的に導通させる第３導電層２２７と、（５）第２半導体チップ２０２の第２
主電極２０７と第３金属基体２１８の下面とを互いに接合して電気的に導通させる第４導
電層２３０と、（６）第３金属基体２１８の上面と絶縁基板２２１の下面とを接着する第
１接着剤２３１と、（７）絶縁基板２２１の上面と第２導電性基体２２２の下面２２２Ｌ
Ｓとを接着する第２接着剤２３２とを、更に有する。
【００７３】
（変形例２）
図８は、実施の形態３の変形例２に係るモジュール型素子２００Ｂの構成を模式的に示す
透視上面図である。本変形例では、各半導体チップ群ＣＧ３に共通した一対の導電性基体
２２２，２２３間に、図６に示すスイッチングチップ２０１とダイオードチップ２０２と
を一組とする複数の半導体チップ群ＣＧ３を、並列的に配置した点に特徴がある。各半導
体チップ群ＣＧ３は、図６に示す各導通バー２１０，２１１，２１２を共有している。
【００７４】
勿論、図７の変形例１を本変形例に適用することは可能である。その場合は、既述した通
り、ユーザによる荷重負荷（圧接）は不用である。
【００７５】
本変形例によれば、図６又は図７に示す一組のチップだけの場合と比較して、大電流化を
図ることが出来ると言う利点がある。
【００７６】
（まとめ）
本発明に係るモジュール型素子においては、炭化シリコンや窒化ガリウム等のワイドギャ
ップ半導体をその母材とする少なくとも一つの半導体チップをモジュール型素子に搭載し
ているので、放熱設計上は従来のシリコンチップを配置することが出来ない位置にチップ
を配置する事が可能となる。これにより、従来装置と比較して、小型・軽量且つ低コスト
のモジュール型素子を提供することが出来る。
【００７９】

　請求項 記載の発明によれば、金属基体を利用することにより、第２半導体チップを、
その機能を低下させることなく、放熱設計上シリコン半導体チップをそこに配置できない
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上層位置に配置し、且つ、金属基体を介在させて第２半導体チップをヒートシンク、絶縁
基板及び導通板より成る素子冷却機構によって間接的に冷却することが出来、これにより
、当該素子冷却機構の簡素化を達成することが出来る。従って、本発明は、素子冷却機構
を簡素化出来る分だけ、半導体装置の小型化・軽量化・低コスト化を実現することが出来
る。加えて、本発明は、第２半導体チップをワイドギャップ半導体チップとすることで第
２半導体チップの小型化を実現出来るので、その分だけ、更に半導体装置の小型化を推進
することが出来る。更に、本発明によれば、第２半導体チップは第１半導体チップの上方
に配置されているので、第２半導体チップは第１半導体チップのサイズによる制限を何ら
受けることはないと言う効果がある。
【００８０】
　請求項 記載の発明によれば、第１半導体チップ自体の小型化をも実現出来るので、そ
の分だけ更に一層、半導体装置の小型化を推進することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１に係るモジュール型素子の構成を示す縦断面図である。
【図２】　実施の形態１の変形例に係るモジュール型素子の構成を模式的に示す透視平面
図である。
【図３】　本発明の実施の形態２に係るモジュール型素子の構成を示す縦断面図である。
【図４】　実施の形態２の変形例１に係るモジュール型素子の構成を示す縦断面図である
。
【図５】　実施の形態２の変形例２に係るモジュール型素子の構成を模式的に示す透視平
面図である。
【図６】　本発明の実施の形態３に係るモジュール型素子の構成を示す縦断面図である。
【図７】　実施の形態３の変形例１に係るモジュール型素子の構成を示す縦断面図である
。
【図８】　実施の形態３の変形例２に係るモジュール型素子の構成を模式的に示す透視平
面図である。
【図９】　従来技術に係るモジュール型素子の構造を示す縦断面図である。
【符号の説明】
１０１，２０１，３０１，４０１　スイッチングチップ、１０２，２０２，３０２，４０
２　ダイオードチップ、１０３，２０３，３０３，４０３　スイッチングチップの陰極電
極、１０４，２０４，３０４，４０４　スイッチングチップの制御電極、１０５，２０５
，３０５，４０５　スイッチングチップの陽極電極、１０６，２０６，３０６，４０６　
ダイオードチップの陽極電極、１０７，２０７，３０７，４０７　ダイオードチップの陰
極電極、１０８，３０８，４０８導通板、１１０，２１０，３１０，４１０　陰極導通バ
ーもしくは陰極外部取り出し電極、１１１，２１１，３１１，４１１　制御導通バーもし
くは制御外部取り出し電極、１１２，２１２，３１２，４１２　陽極導通バーもしくは陽
極外部取り出し電極、１１４，３１４，４１４　絶縁基板、１１５，３１５，４１５
ヒートシンク、１１７，２１７，３１７，４１７　密封容器。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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