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(57)【要約】
【課題】冷熱サイクルの負荷による熱抵抗の増加や絶縁
基板の割れの発生を長期間にわたって抑制できるヒート
シンク付パワーモジュール用基板およびヒートシンク付
パワーモジュール用基板の製造方法を提供する。
【解決手段】絶縁基板２１と、絶縁基板２１の一方の面
に形成された回路層２２と、絶縁基板２１の他方の面に
形成された金属層２３とを備えたパワーモジュール用基
板２０と、パワーモジュール用基板２０の金属層２３の
絶縁基板２１とは反対側の面に接合層３０を介して接合
されたヒートシンク４０とを備えてなるヒートシンク付
パワーモジュール用基板１０であって、接合層３０は、
銀粒子の焼結体であって、相対密度が６０％以上９０％
以下の範囲内にある多孔質体であり、厚さが１０μｍ以
上５００μｍ以下の範囲内にあるヒートシンク付パワー
モジュール用基板。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、該絶縁基板の一方の面に形成された回路層と、前記絶縁基板の他方の面に
形成された金属層とを備えたパワーモジュール用基板と、前記パワーモジュール用基板の
前記金属層の前記絶縁基板とは反対側の面に接合層を介して接合されたヒートシンクとを
備えてなるヒートシンク付パワーモジュール用基板であって、
　前記接合層は、銀粒子の焼結体であって、相対密度が６０％以上９０％以下の範囲内に
ある多孔質体であり、厚さが１０μｍ以上５００μｍ以下の範囲内にあることを特徴とす
るヒートシンク付パワーモジュール用基板。
【請求項２】
　前記金属層が、アルミニウム又はアルミニウム合金からなるアルミニウム板、あるいは
銅又は銅合金からなる銅板で構成されていることを特徴とする請求項１に記載のヒートシ
ンク付パワーモジュール用基板。
【請求項３】
　前記金属層が、前記アルミニウム板で構成され、前記アルミニウム板の前記絶縁基板と
は反対側の面に銀めっき層又は金めっき層が形成されていることを特徴とする請求項２に
記載のヒートシンク付パワーモジュール用基板。
【請求項４】
　請求項１に記載のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法であって、
　絶縁基板と、該絶縁基板の一方の面に形成された回路層と、前記絶縁基板の他方の面に
形成された金属層とを備えたパワーモジュール用基板の前記金属層の前記絶縁基板とは反
対側の面およびヒートシンクのうちの少なくとも一方の表面に、平均粒径が０．１μｍ以
上１μｍ以下の範囲内にある銀粒子を７０質量％以上９５質量％以下の範囲内の量にて含
むペースト状接合材組成物の層を形成するペースト状接合材組成物層形成工程と、
　前記パワーモジュール用基板と前記ヒートシンクとを、前記ペースト状接合材組成物の
層を介して積層する積層工程と、
　積層された前記パワーモジュール用基板と前記ヒートシンクとを、積層方向に１ＭＰａ
以下の圧力下で、１５０℃以上３００℃以下の温度にて加熱する加熱工程と、
　を備えることを特徴とするヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒートシンク付パワーモジュール用基板およびヒートシンク付パワーモジュ
ール用基板の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インバータ等に用いられるパワー半導体素子は、作動時の発熱量が大きい。このため、
パワー半導体素子を実装する基板としては、高耐熱性のセラミックスからなる絶縁基板と
、この絶縁基板の一方の面に形成された回路層と、絶縁基板の他方の面に形成された金属
層とを備えたパワーモジュール用基板が用いられる。このパワーモジュール用基板では、
回路層にパワー半導体素子を実装し、金属層に熱伝導材を介してヒートシンクを接触させ
て、パワー半導体素子にて発生した熱をヒートシンクにて放熱させることが行なわれてい
る。熱伝導材としては、熱伝導性が高いグリースが広く利用されている。このグリースを
介して、パワーモジュール用基板とヒートシンクとを接触させた場合、パワー半導体素子
のＯＮ／ＯＦＦなどによって引き起される冷熱サイクルによって、パワーモジュール用基
板に反りが発生すると、パワーモジュール用基板とグリースとの間に隙間が生じ、パワー
モジュール用基板とヒートシンクとの間の熱伝導性が低下するおそれがあった。
【０００３】
　このため、パワーモジュール用基板の金属層とヒートシンクとを、はんだ材を用いて直
接接合することが検討されている。特許文献１には、パワーモジュール用基板とヒートシ
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ンクとを、Ｓｎ－Ａｇ系、Ｓｎ－Ｉｎ系、若しくはＳｎ－Ａｇ－Ｃｕ系等の各種はんだ材
を用いて接合したヒートシンク付パワーモジュール用基板が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２２２７８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　パワーモジュール用基板とヒートシンクをはんだ材を用いて接合した従来のヒートシン
ク付パワーモジュール用基板は、長期間にわたって冷熱サイクルが負荷されると、パワー
モジュール用基板とヒートシンクとの間の線膨張係数の差によって生じる内部応力により
、はんだ材が破損して、パワーモジュール用基板とはんだ材との間の熱伝導性が部分的に
低下することがあった。この部分的な熱伝導性の低下が生じると、パワーモジュール用基
板とヒートシンクとの間の熱抵抗が増加し、パワーモジュール用基板内に熱が蓄積され易
くなり、また半導体素子の温度が増大して、パワーモジュール用基板へ損傷を与え、絶縁
基板の割れを発生させる可能性があった。
【０００６】
　この発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、冷熱サイクルの負荷による
熱抵抗の増加や絶縁基板の割れの発生を長期間にわたって抑制できるヒートシンク付パワ
ーモジュール用基板およびヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明のヒートシンク付パワーモジュール用基板は、絶
縁基板と、該絶縁基板の一方の面に形成された回路層と、前記絶縁基板の他方の面に形成
された金属層とを備えたパワーモジュール用基板と、前記パワーモジュール用基板の前記
金属層の前記絶縁基板とは反対側の面に接合層を介して接合されたヒートシンクとを備え
てなるヒートシンク付パワーモジュール用基板であって、前記接合層は、銀粒子の焼結体
であって、相対密度が６０％以上９０％以下の範囲内にある多孔質体であり、厚さが１０
μｍ以上５００μｍ以下の範囲内にあることを特徴としている。
【０００８】
　このような構成とされた本発明のヒートシンク付パワーモジュール用基板によれば、接
合層は、銀粒子の焼結体で構成されているので、融点が高く、溶融しにくい。また、接合
層を構成する銀粒子の焼結体は、相対密度が６０％以上９０％以下の範囲内にある多孔質
体で、かつ厚さが１０μｍ以上５００μｍ以下の範囲内とされているので、冷熱サイクル
負荷時に、パワーモジュール用基板とヒートシンクとの間の線膨張係数の差によって生じ
る内部応力が緩和され、接合層が破損しにくくなる。よって、本発明のヒートシンク付パ
ワーモジュール用基板は、冷熱サイクルの負荷による熱抵抗の増加や絶縁基板の割れの発
生を長期間にわたって抑制することができる。
【０００９】
　ここで、本発明のヒートシンク付パワーモジュール用基板においては、前記金属層が、
アルミニウム又はアルミニウム合金からなるアルミニウム板、あるいは銅又は銅合金から
なる銅板で構成されていることが好ましい。
　この場合、金属層が、アルミニウム又はアルミニウム合金からなるアルミニウム板、あ
るいは銅又は銅合金からなる銅板で構成されているので、熱導電性が高く、回路層に実装
された半導体素子にて発生した熱を効率よくヒートシンクに伝達させることができる。
【００１０】
　また、本発明のヒートシンク付パワーモジュール用基板において、前記金属層が、前記
アルミニウム板で構成されている場合は、前記アルミニウム板の前記絶縁基板とは反対側
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の面に銀めっき層又は金めっき層が形成されていることが好ましい。
　この場合、アルミニウム板（金属層）の絶縁基板とは反対側の面には銀めっき層又は金
めっき層が形成されているので、金属層と接合層（銀粒子の焼結体）との接合力が高くな
る。
【００１１】
　本発明のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法は、上述のヒートシンク付
パワーモジュール用基板の製造方法であって、絶縁基板と、該絶縁基板の一方の面に形成
された回路層と、前記絶縁基板の他方の面に形成された金属層とを備えたパワーモジュー
ル用基板の前記金属層の前記絶縁基板とは反対側の面およびヒートシンクのうちの少なく
とも一方の表面に、平均粒径が０．１μｍ以上１μｍ以下の範囲内にある銀粒子を７０質
量％以上９５質量％以下の範囲内の量にて含むペースト状接合材組成物の層を形成するペ
ースト状接合材組成物層形成工程と、前記パワーモジュール用基板と前記ヒートシンクと
を、前記ペースト状接合材組成物の層を介して積層する積層工程と、積層された前記パワ
ーモジュール用基板と前記ヒートシンクとを、積層方向に１ＭＰａ以下の圧力下で、１５
０℃以上３００℃以下の温度にて加熱する加熱工程と、を備えることを特徴としている。
【００１２】
　このような構成とされた本発明のヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法に
よれば、パワーモジュール用基板とヒートシンクとを、平均粒径が０．１μｍ以上１μｍ
以下の範囲内にある銀粒子を７０質量％以上９５質量％以下の範囲内の量にて含むペース
ト状接合材組成物の層を介して積層した積層体を、積層方向に１ＭＰａ以下の圧力下で、
１５０℃以上３００℃以下の温度にて加熱するので、銀粒子を過剰に緻密化させずに、か
つ確実に焼結させることができる。これにより、パワーモジュール用基板の金属層とヒー
トシンクとの間に、銀粒子の焼結体であって相対密度が６０％以上９０％以下の範囲内に
ある多孔質体である接合層を生成させることが可能となる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、冷熱サイクルの負荷による熱抵抗の増加や絶縁基板の割れの発生を長
期間にわたって抑制できるヒートシンク付パワーモジュール用基板およびヒートシンク付
パワーモジュール用基板の製造方法を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板を用いたパワ
ーモジュールの概略説明図である。
【図２】本発明の一実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法の
フロー図である。
【図３】本発明例９で製造したヒートシンク付パワーモジュール用基板の接合層の断面Ｓ
ＥＭ写真である。
【図４】本発明例１７で製造したヒートシンク付パワーモジュール用基板の接合層の断面
ＳＥＭ写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の実施形態について添付した図面を参照して説明する。
　図１は、発明の一実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板を用いたパワ
ーモジュールの概略説明図である。
　図１において、パワーモジュール１は、ヒートシンク付パワーモジュール用基板１０と
、ヒートシンク付パワーモジュール用基板１０の一方側（図１において上側）の面にはん
だ層２を介して接合された半導体素子３とを備えている。ここで、はんだ層２は、例えば
Ｓｎ－Ａｇ系、Ｓｎ－Ｉｎ系、若しくはＳｎ－Ａｇ－Ｃｕ系のはんだ材（いわゆる無鉛は
んだ材）とされている。
【００１６】
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　ヒートシンク付パワーモジュール用基板１０は、パワーモジュール用基板２０と接合層
３０を介して接合されているヒートシンク４０と、を備えている。
【００１７】
　パワーモジュール用基板２０は、絶縁基板２１と、絶縁基板２１の一方の面に形成され
た回路層２２と、絶縁基板２１の他方の面に形成された金属層２３とを有する。
【００１８】
　絶縁基板２１は、回路層２２と金属層２３との間の電気的接続を防止するものであって
、例えばＡｌＮ（窒化アルミニウム）、Ｓｉ３Ｎ４（窒化珪素）、Ａｌ２Ｏ３（アルミナ
）等の絶縁性の高いセラミックスで構成されている。また、絶縁基板２１の厚さは、０．
２ｍｍ以上１．５ｍｍ以下の範囲内に設定されており、本実施形態では０．６３５ｍｍに
設定されている。
【００１９】
　回路層２２は、絶縁基板２１の一方の面（図１において上面）に、アルミニウム又はア
ルミニウム合金からなるアルミニウム板、あるいは銅又は銅合金からなる銅板が接合され
ることにより構成されている。アルミニウム板としては、純度９９質量％以上のアルミニ
ウム（Ａ１０５０、Ａ１０８０等）および純度９９．９９質量％以上の高純度アルミニウ
ム（４Ｎ－Ａｌ）を用いることができる。銅板としては、無酸素銅および純度９９．９９
９９質量％以上の高純度銅（６Ｎ－Ｃｕ）を用いることができる。回路層２２の厚さは０
．１ｍｍ以上１．０ｍｍ以下の範囲内に設定されており、本実施形態では、０．３ｍｍに
設定されている。また、この回路層２２には、回路パターンが形成されており、その一方
の面（図１において上面）が、半導体素子３が搭載される搭載面２２Ａとされている。な
お、本実施形態では、回路層２２の搭載面２２Ａとはんだ層２との間に、ニッケルめっき
層（図示なし）が設けられていてもよい。
【００２０】
　金属層２３は、絶縁基板２１の他方の面（図１において下面）に、アルミニウム又はア
ルミニウム合金からなるアルミニウム板、あるいは銅又は銅合金からなる銅板が接合され
ることにより構成されている。アルミニウム板としては、純度９９質量％以上のアルミニ
ウム（Ａ１０５０、Ａ１０８０等）および純度９９．９９質量％以上の高純度アルミニウ
ム（４Ｎ－Ａｌ）を用いることができる。銅板としては、無酸素銅および純度９９．９９
９９質量％以上の高純度銅（６Ｎ－Ｃｕ）を用いることができる。金属層２３の厚さは０
．１ｍｍ以上１．０ｍｍ以下の範囲内に設定されており、本実施形態では、０．３ｍｍに
設定されている。
【００２１】
　本実施形態では、金属層２３の絶縁基板２１側とは反対側の面が、接合層３０を介して
ヒートシンク４０が接合される接合面２３Ａとされている。なお、金属層２３がアルミニ
ウム板で構成されている場合は、接合面２３Ａに銀めっき層又は金めっき層（図示なし）
が設けられていることが好ましい。銀めっき層又は金めっき層を設けることによって、金
属層２３と接合層３０との間の接合力が強くなり、ヒートシンク付パワーモジュール用基
板の信頼性をさらに向上させることができる。銀めっき層及び金めっき層の暑さは０．０
５μｍ以上１μｍ以下の範囲内にあることが好ましい。なお、金属層２３が銅板で構成さ
れている場合でも、接合面２３Ａに銀めっき層又は金めっき層を設けてもよい。
【００２２】
　ヒートシンク４０は、前述のパワーモジュール用基板２０を冷却するためのものである
。ヒートシンク４０は、その一方の面（図１において上面）が、パワーモジュール用基板
２０の金属層２３と接合層３０を介して接合される天板部４１とされている。ヒートシン
ク４０の内部には、冷却媒体が流通する流路４２が備えられている。なお、流路４２を設
ける代わりに、ヒートシンク４０の天板部４１以外の面をフィン構造としてもよい。
【００２３】
　ヒートシンク４０は、アルミニウム又はアルミニウム合金あるいは銅又は銅合金から構
成されている。本実施形態では、ヒートシンク４０は、アルミニウム合金から構成されて
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いる。アルミニウム合金としては、Ａ３００３合金、Ａ１１００合金、Ａ３００３合金、
Ａ５０５２合金、Ａ７Ｎ０１合金、Ａ６０６３合金を用いることができる。ヒートシンク
４０の天板部４１の表面は、銀めっき層又は金めっき層（図示なし）が設けられていても
よい。銀めっき層又は金めっき層を設けることによって、ヒートシンク４０と接合層３０
との間の接合力が強くなり、ヒートシンク付パワーモジュール用基板の信頼性をさらに向
上させることができる。
【００２４】
　接合層３０は、銀粒子の焼結体で構成されている。微細な銀粒子は比較的低温で焼結す
るが、その銀粒子の焼結体は熱的な安定性が向上し、通常のパワー半導体素子で発生する
熱では溶融しない。また、接合層３０を構成する銀粒子の焼結体は、多数の気孔を有する
多孔質体であり、相対密度が６０％以上９０％以下の範囲内、好ましくは６２％以上８８
％以下の範囲内にある。この接合層３０内の気孔によって、接合層３０は、バルクの銀に
比べて弾性率が低くなり、冷熱サイクル負荷時に、パワーモジュール用基板２０とヒート
シンク４０との間の線膨張係数の差によって生じる内部応力が緩和される。このため、接
合層３０は、冷熱サイクル負荷時に破損しにくくなる。相対密度が６０％未満であると、
焼結体である接合層３０の機械強度が低下し、冷熱サイクル負荷時に、接合層３０に破損
が生じるおそれがある。一方、相対密度が９０％を超えると、接合層３０の弾性率がバル
クの銀と同程度になり、冷熱サイクル負荷時の接合層３０による内部応力の緩和機能が低
下するおそれがある。なお、接合層３０の相対密度は、銀の真密度に対する接合層３０の
密度（実測値）の百分率である。
【００２５】
　接合層３０は、厚さが１０μｍ以上５００μｍ以下の範囲内とされている。接合層３０
の厚さが１０μｍ未満であると、冷熱サイクル負荷時の接合層３０内の内部応力の緩和能
力が低下し、接合層３０に破損が生じるおそれがある。一方、接合層３０の厚さが５００
μｍを超えると、接合層３０の機械強度が低下して、冷熱サイクル負荷時に接合層３０に
破損が生じるおそれがある。
【００２６】
　次に、本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法について、
図２を参照して説明する。
　図２は、本発明の一実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法
のフロー図である。本発実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方
法は、ペースト状接合材組成物層形成工程Ｓ０１と、積層工程Ｓ０２と、加熱工程Ｓ０３
と、を備える。
【００２７】
（ペースト状接合材組成物層形成工程Ｓ０１）
　ペースト状接合材組成物層形成工程Ｓ０１では、パワーモジュール用基板の金属層の絶
縁基板とは反対側の面およびヒートシンクのうちの少なくとも一方の表面に、ペースト状
接合材組成物の層を形成する。ペースト状接合材組成物の層を形成する方法としては、塗
布法、浸漬法などの方法を用いることができる。後述の加熱工程Ｓ０３において、ペース
ト状接合材組成物層が加熱されることによって接合層３０が生成する。
【００２８】
　ペースト状接合材組成物は、溶媒と銀粒子とを含む。
　ペースト状接合材組成物の溶媒は、後述の加熱工程Ｓ０３において、蒸発除去できるも
のであれば特に制限はない。溶媒としては、例えば、アルコール系溶媒、グリコール系溶
媒、アセテート系溶媒、炭化水素系溶媒、アミン系溶媒を用いることができる。アルコー
ル系溶媒の例としては、α－テルピネオール、イソプロピルアルコールが挙げられる。グ
リコール系溶媒の例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレ
ングリコールが挙げられる。アセテート系溶媒の例としては、酢酸ブチルトールカルビテ
ートが挙げられる。炭化水素系溶媒の例としては、デカン、ドデカン、テトラデカンが挙
げられる。アミン系溶媒の例としては、ヘキシルアミン、オクチルアミン、ドデシルアミ
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ンが挙げられる。これらの溶媒は１種を単独で使用してもよいし、２種以上を組合せて使
用してもよい。
【００２９】
　銀粒子としては、平均粒径が０．１μｍ以上１μｍ以下の範囲内にあるものを用いる。
銀粒子の平均粒径が０．１μｍ未満であると、ペースト状接合材組成物層の厚さを厚くす
るのが難しく、また、後述の加熱工程Ｓ０３において、銀粒子の焼結が進み易くなり、生
成する接合層３０の相対密度が高くなりすぎるおそれがある。一方、銀粒子の平均粒径が
１μｍを超えると、後述の加熱工程Ｓ０３において、銀粒子の焼結が進みにくくなり、生
成する接合層３０の相対密度が低くなりすぎるおそれがある。
【００３０】
　銀粒子は、酸化および凝集を防止するための保護材で被覆されていてもよい。保護材と
しては、炭素数が２以上８以下の有機物を用いることができる。有機物はカルボン酸であ
ることが好ましい。カルボン酸の例としては、グリコール酸、クエン酸、リンゴ酸、マレ
イン酸、マロン酸、フマル酸、コハク酸、酒石酸が挙げられる。保護材の含有量は、１質
量％以下であることが好ましい。
【００３１】
　ペースト状接合材組成物の銀粒子の含有量は、７０質量％以上９５質量％以下の範囲内
の量である。７０質量％未満であると、ペースト状接合材組成物の粘度が低くなりすぎて
、ペースト状接合材組成物層の厚さを厚くするのが難しく、また、後述の加熱工程Ｓ０３
において、銀粒子の焼結が進みにくくなり、生成する接合層３０の相対密度が低くなりす
ぎるおそれがある。一方、銀粒子の含有量が９５質量％を超えると、ペースト状接合材組
成物の粘度が高くなりすぎて、ペースト状接合材組成物層を形成しにくくなるおそれがあ
る。
【００３２】
　ペースト状接合材組成物層の厚さは、ペースト状接合材組成物の銀粒子の平均粒径や含
有量によって異なるため、一律に定めることはできないが、後述の加熱工程Ｓ０３での加
熱により生成する接合層の厚さが１０μｍ以上５００μｍ以下の範囲内となる厚さであれ
ばよい。
【００３３】
（積層工程Ｓ０２）
　積層工程Ｓ０２では、パワーモジュール用基板とヒートシンクとを、ペースト状接合材
組成物層形成工程Ｓ０１で形成したペースト状接合材組成物層を介して積層する。積層さ
れたパワーモジュール用基板とヒートシンクとの間に介在するペースト状接合材組成物層
の厚さは均一であることが好ましい。
【００３４】
（加熱工程Ｓ０３）
　加熱工程Ｓ０３では、積層工程Ｓ０２で積層されたパワーモジュール用基板とヒートシ
ンクとの積層体を加熱する。
　積層体の加熱温度は、１５０℃以上３００℃以下、好ましくは１７０℃以上２７０℃以
下の温度である。加熱温度が１５０℃未満であると、ペースト状接合材組成物層の銀粒子
が焼結しにくくなり、接合層を形成できなくなるおそれがある。一方、加熱温度が３００
℃を超えると、ペースト状接合材組成物層の銀粒子の焼結が過剰に進行して、生成する接
合層の相対密度が高くなりすぎるおそれがある。
【００３５】
　積層体の加熱は、積層方向に１ＭＰａ以下の圧力下で行なう。積層体を積層方向に加圧
しなくてもよい。積層方向に１ＭＰａを超える圧力で加圧した状態で積層体を加熱すると
、銀粒子の焼結が過剰に進行して、生成する接合層の相対密度が高くなりすぎるおそれが
ある。
【００３６】
　このようして積層体が加熱されることによって、ペースト状接合材組成物層内の銀粒子
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が焼結して、本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板が製造される。
【００３７】
　以上のような構成とされた本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板１
０によれば、パワーモジュール用基板２０の金属層２３は、アルミニウム又はアルミニウ
ム合金からなるアルミニウム板で構成されているので、回路層２２に実装された半導体素
子３にて発生した熱を効率よくヒートシンク４０に伝達させることができる。また、接合
層３０は、銀粒子の焼結体で構成されているので、融点が高く、溶融しにくい。さらに、
接合層３０を構成する銀粒子の焼結体は、相対密度が６０％以上９０％以下の範囲内にあ
る多孔質体で、かつ厚さが１０μｍ以上５００μｍ以下の範囲内とされているので、冷熱
サイクル負荷時のパワーモジュール用基板２０とヒートシンク４０との間の線膨張係数の
差によって生じる内部応力が緩和され、接合層３０が破損しにくくなる。よって、本実施
形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板１０は、冷熱サイクルの負荷による熱
抵抗の増加や絶縁基板２１の割れの発生を長期間にわたって抑制することができる。
【００３８】
　また、本実施形態であるヒートシンク付パワーモジュール用基板１０の製造方法によれ
ば、パワーモジュール用基板２０とヒートシンク４０とを、平均粒径が０．１μｍ以上１
μｍ以下の範囲内にある銀粒子を７０質量％以上９５質量％以下の範囲内の量にて含むペ
ースト状接合材組成物の層を介して積層した積層体を、積層方向に１ＭＰａ以下の圧力下
で、１５０℃以上３００℃以下の温度にて加熱するので、銀粒子を過剰に緻密化させずに
、かつ確実に焼結させることができる。これにより、パワーモジュール用基板２０の金属
層２３とヒートシンク４０との間に、銀粒子の焼結体であって相対密度が６０％以上９０
％以下の範囲内にある多孔質体である接合層３０を生成させることが可能となる。
【００３９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されることはなく、
その発明の技術的思想を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
　例えば、本実施形態のヒートシンク付パワーモジュール用基板１０では、回路層２２に
半導体素子３が実装されているが、これに限定されることはなく、例えば、ＬＥＤなどの
半導体素子以外の電子部品が実装されていてもよい。
【実施例】
【００４０】
　本発明の有効性を確認するために行った確認実験の結果について説明する。
【００４１】
［本発明例１］
（１）パワーモジュール用基板の作製
　絶縁基板に回路層と金属層とを接合して、パワーモジュール用基板を作製した。絶縁基
板の材質は窒化アルミニウム（ＡｌＮ）とした。回路層の材質は無酸素銅とした。金属層
の材質はＡ１０５０とした。絶縁基板のサイズは４０ｍｍ×４０ｍｍ、回路層のサイズは
３７ｍｍ×３７ｍｍ、金属層のサイズは３７ｍｍ×３７ｍｍとした。
【００４２】
　絶縁基板と回路層は、Ａｇ－２７．４質量％Ｃｕ－２．０質量％Ｔｉからなる活性ろう
材を用いて、１０－３Ｐａの真空中にて、８５０℃で１０分間加熱することによって接合
した。
【００４３】
　絶縁基板と金属層は、Ａｌ―７．５質量％Ｓｉからなるろう材箔（厚さ１００μｍ）を
用いて、積層方向に１２ｋｇｆ／ｃｍ２で加圧した状態で、１０－３Ｐａの真空中にて、
６５０℃で３０分間加熱することによって接合した。
【００４４】
（２）ペースト状接合材組成物の調製
　エチレングリコール（ＥＧ）と平均粒径０．５μｍの銀粉とを用意した。ＥＧを１５質
量部、銀粉を８５質量部の割合で、混練機を用いて混練してペースト状接合材組成物を調
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製した。混練機による混練は、２０００ｒｐｍの回転速度で５分間、３回行なった。
【００４５】
（３）ヒートシンク付パワーモジュール用基板
　ヒートシンクとして、５０ｍｍ×６０ｍｍ×５ｍｍｔのＡ３００３合金製で、内部に冷
却媒体の流路を有するアルミニウム板を準備した。
【００４６】
　先ず、上記（１）で作製したパワーモジュール用基板の金属層の接合面と、準備したヒ
ートシンクの天板部にそれぞれ銀めっきを施して、厚さが０．１～０．５μｍとなるよう
に銀めっき層を形成した。次に、ヒートシンクの銀めっき層の表面に、（２）で調製した
ペースト状接合材組成物を塗布して、ペースト状接合材組成物層を形成した。ペースト状
接合材組成物層の厚さは、加熱により生成する接合層の厚さが１００μｍとなる厚さとし
た。次いで、ヒートシンクのペースト状接合材組成物層の上に、パワーモジュール用基板
の金属層の銀めっき層を搭載して、パワーモジュール用基板とヒートシンクとを積層した
。そして、パワーモジュール用基板とヒートシンクの積層体を加熱器に投入し、大気雰囲
気中にて、加熱温度が２５０℃で、積層方向への加圧を行なわない接合条件にて６０分間
加熱して、ヒートシンク付パワーモジュール用基板を製造した。
【００４７】
［本発明例２～９および比較例１～１１］
　パワーモジュール用基板の回路層および金属層の材質とめっき層の種類、ペースト状接
合材組成物の接合材の種類、溶媒と接合材の配合量、ヒートシンクのめっき層の種類を、
下記の表１に示すように変更し、パワーモジュール用基板とヒートシンクとを接合する際
の接合条件、接合層の厚さを下記の表２に示すように変更したこと以外は、本発明例１と
同様にしてヒートシンク付パワーモジュール用基板を製造した。なお、比較例１１のペー
スト状接合材組成物の接合材として用いたＳＡＣはんだは、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ系はんだ材
である。
【００４８】
［評価］
　本発明例１～９および比較例１～１１で製造したヒートシンク付パワーモジュール用基
板について、接合層の厚さと相対密度を下記の方法により測定した、また、ヒートシンク
付パワーモジュール用基板に対して、下記の方法により冷熱サイクル試験を行ない、冷熱
サイクル後の基板の割れと冷熱サイクル前後の熱抵抗変化率を測定した。その結果を表２
に示す。
【００４９】
（接合層の厚さ）
　マイクロメーター（精密測長器）を用いて、パワーモジュール用基板とヒートシンクの
厚さを予め測長し、接合後のヒートシンク付パワーモジュール用基板全体の厚さを測長し
た。ヒートシンク付パワーモジュール用基板全体の厚さから予め測長したパワーモジュー
ル用基板とヒートシンクの厚さを差し引いた値を、接合層の厚さとした。
【００５０】
（接合層の相対密度）
　ヒートシンク付パワーモジュール用基板から接合層を採取した。採取した接合層のサイ
ズを計測し、計測したサイズと上記の方法により測定した接合層の厚さから採取した接合
層の体積を求めた。次いで、その採取した接合層を、硝酸を用いて溶解した。得られた溶
解液の体積と銀濃度から、採取した接合層に含まれる銀の質量を求めた。
　そして、採取した接合層の体積と銀の質量を用いて、接合層の相対密度を下記の式より
算出した。
　　接合層の相対密度（％）＝｛（銀の質量／接合層の体積）／銀の真密度｝×１００
【００５１】
（冷熱サイクル試験）
　冷熱サイクル試験は、下記の条件で行った。３０００サイクル後の絶縁基板の割れの有
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無を評価した。その結果を表２に示す。
　評価装置：エスペック株式会社製ＴＳＢ－５１
　液相：フロリナート
　温度条件：－４０℃×５分　←→　１２５℃×５分
【００５２】
（熱抵抗の測定）
　ヒートシンク付パワーモジュール用基板の回路層にヒータチップを取り付け、ヒートシ
ンクの流路に冷却媒体［エチレングリコール：水＝９：１（質量比）］を流通させた。次
いで、ヒータチップを１００Ｗの電力で加熱した。熱電対を用いてヒータチップの温度と
、ヒートシンクを流通する冷却媒体の温度を測定した。そして、ヒータチップの温度と冷
却媒体の温度差を電力で割った値を熱抵抗とした。冷熱サイクル試験の前後で、熱抵抗の
変化率が５％以下であるものを「○」とし、５％を超えたものを「×」と判定した。その
判定結果を表２に示す。なお、測定条件を以下に示す。
　温度差：８０℃
　温度範囲：５５℃～１３５℃（ＩＧＢＴ素子内の温度センスダイオードで測定）
　通電時間：６秒
　冷却時間：４秒
【００５３】
（接合層の構造）
　ヒートシンク付パワーモジュール用基板を、積層方向に沿って切断し、接合層の切断面
を、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）を用いて観察した。
　図３に、本発明例９で製造したヒートシンク付パワーモジュール用基板の接合層の断面
のＳＥＭ写真を示す。図３のＳＥＭ写真から、接合層は、銀粒子の焼結体であって、多数
の気孔を有する多孔質体であることが確認された。なお、本発明例１～８で製造したヒー
トシンク付パワーモジュール用基板の接合層についても同様に、銀粒子の焼結体であって
、多数の気孔を有する多孔質体であることが確認された。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
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【表２】

【００５６】
　銀粒子の平均粒径が本発明の範囲よりも小さいペースト状接合材組成物を用いて製造し
た比較例１のヒートシンク付パワーモジュール用基板は、接合層の相対密度が本発明の範
囲よりも高くなった。これは、銀粒子が微細であるため、銀粒子の焼結が進行し易くなっ
ためであると推察される。一方、銀粒子の平均粒径が本発明の範囲よりも大きいペースト
状接合材組成物を用いて製造した比較例２のヒートシンク付パワーモジュール用基板は、
接合層の相対密度が本発明の範囲より低くなった。これは、銀粒子間の隙間が大きくなっ
たためであると推察される。
【００５７】
　銀粒子の含有量が本発明の範囲よりも少ないペースト状接合材組成物を用いて製造した
比較例３のヒートシンク付パワーモジュール用基板は、接合層の相対密度が本発明の範囲
より低くなった。これは、相対的に溶媒の量が多くなったため、銀粒子間に隙間が形成さ
れ易くなったためであると推察される。一方、銀粒子の含有量が本発明の範囲よりも多い
ペースト状接合材組成物を用いた比較例４では、ペースト状接合材組成物層を、ヒートシ
ンクの天板部に形成することができなかった。これは、ペースト状接合材組成物の粘度が
高くなりすぎたためであると推察される。
【００５８】
　積層体の加熱温度が本発明の範囲よりも低い比較例５では、接合層を形成することがで
きなかった。これは、銀粒子が焼結しなかったためである。一方、積層体の加熱温度が本
発明の範囲よりも高い接合条件で製造した比較例６のヒートシンク付パワーモジュール用
基板は、接合層の相対密度が本発明の範囲より高くなった。これは、銀粒子の焼結が過剰
に進行したためであると推察される。さらに、積層方向に本発明の範囲よりも大きい圧力
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を付与する接合条件で製造した比較例７のヒートシンク付パワーモジュール用基板は、接
合層の相対密度が本発明の範囲より高くなった。これは、銀粒子同士が強く密着した状態
で焼結が進行したためであると推察される。
【００５９】
　これに対して、ペースト状接合材組成物の銀粒子の平均粒径と含有量が本発明の範囲と
され、積層体の加熱温度と積層方向に付与する圧力が本発明の範囲とされた本発明例１～
９においては、得られたヒートシンク付パワーモジュール用基板は、接合層の相対密度が
本発明の範囲にあった。
【００６０】
　また、接合層の相対密度が本発明の範囲よりも大きい比較例１、６、７は、熱抵抗変化
率が大きく、冷熱サイクル後の絶縁基板に割れが生じた。これは、接合層の弾性率がバル
クの銀と同程度になり、接合層による内部応力の緩和機能が低下し、冷熱サイクル負荷時
に接合層が破損したためであると推察される。一方、接合層の相対密度が本発明の範囲よ
りも低い比較例２、３もまた熱抵抗変化率が大きく、冷熱サイクル後の絶縁基板に割れが
生じた。これは、接合層の機械強度が低下し、冷熱サイクル負荷時において、接合層に破
損が生じたためであると推察される。
【００６１】
　また、接合層の厚さが本発明の範囲よりも薄い比較例８は熱抵抗変化率が大きく、冷熱
サイクル後の絶縁基板に割れが生じた。これは、接合層による内部応力の緩和機能が低下
し、冷熱サイクル負荷時に接合層が破損したためであると推察される。一方、接合層の厚
さが本発明の範囲よりも厚い比較例９もまた熱抵抗変化率が大きく、冷熱サイクル後の絶
縁基板に割れが生じた。これは、接合層の機械強度が低下して、冷熱サイクル負荷時に接
合層が破損したためであると推察される。
【００６２】
　また、銀粒子の代わりに銅粒子を用いた比較例１０では、３５０℃の加熱温度では接合
層を形成することはできなかった。一方、銀粒子の代わりにＳＡＣはんだ粒子を用いた比
較例１１では、接合層は形成できたが、製造されたヒートシンク付パワーモジュール用基
板は、熱抵抗変化率が大きく、冷熱サイクル後の絶縁基板に割れが生じた。これは、接合
層（ＳＡＣはんだ）は耐熱性が低く、高温時に機械的強度が低下した結果、冷熱サイクル
負荷時にパワーモジュール用基板とヒートシンクとの間の線膨張係数の差によって生じる
内部応力により、接合層が破損したためであると推察される。
【００６３】
　これに対して、接合層の相対密度と厚さが本発明の範囲とされた本発明例１～９におい
ては、熱抵抗変化率が小さく、冷熱サイクル後の絶縁基板に割れが生じなかった。
　以上のことから、本発明例によれば、冷熱サイクルの負荷による熱抵抗の増加や絶縁基
板の割れの発生を長期間にわたって抑制できるヒートシンク付パワーモジュール用基板お
よびヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法を提供することが可能であること
が確認された。
【００６４】
［本発明例１０］
（１）パワーモジュール用基板の作製
　絶縁基板に回路層と金属層とを接合して、パワーモジュール用基板を作製した。絶縁基
の材質は窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）とした。回路層の材質は無酸素銅とした。金属層の材
質は純度９９．９９９９質量％以上の高純度銅（６Ｎ－Ｃｕ）とした。絶縁基板のサイズ
は４０ｍｍ×４０ｍｍ、回路層のサイズは３７ｍｍ×３７ｍｍ、金属層のサイズは３７ｍ
ｍ×３７ｍｍとした。
【００６５】
　回路層と絶縁基材との間および絶縁基材と金属層との間のそれぞれに、Ａｇ－２７．４
質量％Ｃｕ－２．０質量％Ｔｉからなる活性ろう材を配設した。次いで、回路層、絶縁基
材、金属層をこの順で積層し、得られた積層体を積層方向に４９ｋＰａ（０．５ｋｇｆ／
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して接合して、パワーモジュール用基板を作製した。
【００６６】
（２）ペースト状接合材組成物の調製
　本発明例１と同様にして、エチレングリコール（ＥＧ）１５質量部と、平均粒径０．５
μｍの銀粉８５質量部とを含むペースト状接合材組成物を調製した。
【００６７】
（３）ヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造
　ヒートシンクとして、５０ｍｍ×６０ｍｍ×５ｍｍｔのＡ３００３合金製で、内部に冷
却媒体が流路を有するアルミニウム板を準備した。
【００６８】
　先ず、上記（１）で作製したパワーモジュール用基板の金属層の接合面と、準備したヒ
ートシンクの天板部にそれぞれ銀めっきを施して、厚さが０．１～０．５μｍとなるよう
に銀めっき層を形成した。次に、ヒートシンクの銀めっき層の表面に、（２）で調製した
ペースト状接合材組成物を塗布して、ペースト状接合材組成物層を形成した。ペースト状
接合材組成物層の厚さは、加熱により生成する接合層の厚さが５０μｍとなる厚さとした
。次いで、ヒートシンクのペースト状接合材組成物層の上に、パワーモジュール用基板の
金属層の銀めっき層を搭載して、パワーモジュール用基板とヒートシンクとを積層した。
そして、パワーモジュール用基板とヒートシンクの積層体を加熱器に投入し、大気雰囲気
中にて、加熱温度が２００℃で、積層方向への加圧を行なわない接合条件にて６０分間加
熱して、ヒートシンク付パワーモジュール用基板を製造した。
【００６９】
［本発明例１１～１８および比較例１２～２１］
　パワーモジュール用基板の回路層の材質、ペースト状接合材組成物の接合材の種類、溶
媒と接合材の配合量、ヒートシンクのめっき層の種類を、下記の表３に示すように変更し
、パワーモジュール用基板とヒートシンクとを接合する際の接合条件、接合層の厚さを下
記の表４に示すように変更したこと以外は、本発明例１０と同様にしてヒートシンク付パ
ワーモジュール用基板を製造した。なお、本発明例１１では、金属層にめっき層を形成し
なかった。
【００７０】
［評価］
　本発明例１０～１８および比較例１２～２４で製造したヒートシンク付パワーモジュー
ル用基板について、接合層の厚さと相対密度、ヒートシンク付パワーモジュール用基板の
冷熱サイクル試験後の熱抵抗変化率と基板割れを、本発明例１と同様にして測定した。そ
の結果を表4に示す。
【００７１】
　また、本発明例１０～１８で製造したヒートシンク付パワーモジュール用基板について
は接合層の構造を、本発明例１と同様にして観察した。
　図４に、本発明例１７で製造したヒートシンク付パワーモジュール用基板の接合層の断
面のＳＥＭ写真を示す。図４のＳＥＭ写真から、接合層は、銀粒子の焼結体であって、多
数の気孔を有する多孔質体であることが確認された。なお、本発明例１０～１６、１８で
製造したヒートシンク付パワーモジュール用基板の接合層についても同様に、銀粒子の焼
結体であって、多数の気孔を有する多孔質体であることが確認された。
【００７２】
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【００７３】
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【表４】

【００７４】
　銀粒子の平均粒径が本発明の範囲よりも小さいペースト状接合材組成物を用いて製造し
た比較例１２のヒートシンク付パワーモジュール用基板は、接合層の相対密度が本発明の
範囲より高くなった。これは、銀粒子が微細であるため、銀粒子の焼結が進行し易くなっ
ためであると推察される。一方、銀粒子の平均粒径が本発明の範囲よりも大きいペースト
状接合材組成物を用いて製造した比較例１３のヒートシンク付パワーモジュール用基板は
、接合層の相対密度が本発明の範囲より低くなった。これは、銀粒子間の隙間が大きくな
ったためであると推察される。
【００７５】
　銀粒子の含有量が本発明の範囲よりも少ないペースト状接合材組成物を用いて製造した
比較例１４のヒートシンク付パワーモジュール用基板は、接合層の相対密度が本発明の範
囲より低くなった。これは、相対的に溶媒の量が多くなったため、銀粒子間に隙間が形成
され易くなったためであると推察される。
【００７６】
　積層体の加熱温度が本発明の範囲よりも高い接合条件で製造した比較例１５のヒートシ
ンク付パワーモジュール用基板は、接合層の相対密度が本発明の範囲より高くなった。こ
れは、銀粒子の焼結が過剰に進行したためであると推察される。さらに、積層方向に本発
明の範囲よりも大きい圧力を付与する接合条件で製造した比較例１６のヒートシンク付パ
ワーモジュール用基板は、接合層の相対密度が本発明の範囲より高くなった。これは、銀
粒子同士が強く密着した状態で焼結が進行したためであると推察される。
【００７７】
　これに対して、ペースト状接合材組成物の銀粒子の平均粒径と含有量が本発明の範囲と
され、積層体の加熱温度と積層方向に付与する圧力が本発明の範囲とされた本発明例１０
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～１８においては、得られたヒートシンク付パワーモジュール用基板は、接合層の相対密
度が本発明の範囲にあった。
【００７８】
　また、接合層の相対密度が本発明の範囲よりも大きい比較例１２、１５、１６は、熱抵
抗変化率が大きく、冷熱サイクル後の絶縁基板に割れが生じた。これは、接合層の弾性率
がバルクの銀と同程度になり、接合層による内部応力の緩和機能が低下し、冷熱サイクル
負荷時に接合層が破損したためであると推察される。一方、接合層の相対密度が本発明の
範囲よりも低い比較例１３、１４もまた熱抵抗変化率が大きく、冷熱サイクル後の絶縁基
板に割れが生じた。これは、接合層の機械強度が低下し、冷熱サイクル負荷時において、
接合層に破損が生じたためであると推察される。
【００７９】
　また、接合層の厚さが本発明の範囲よりも薄い比較例１７は熱抵抗変化率が大きく、冷
熱サイクル後の絶縁基板に割れが生じた。これは、接合層による内部応力の緩和機能が低
下し、冷熱サイクル負荷時に接合層が破損したためであると推察される。一方、接合層の
厚さが本発明の範囲よりも厚い比較例１８もまた熱抵抗変化率が大きく、冷熱サイクル後
の絶縁基板に割れが生じた。これは、接合層の機械強度が低下して、冷熱サイクル負荷時
に接合層が破損したためであると推察される。
【００８０】
　銀粒子の代わりにＳＡＣはんだ粒子を用いた比較例１９では、製造されたヒートシンク
付パワーモジュール用基板は、熱抵抗変化率が大きく、冷熱サイクル後の絶縁基板に割れ
が生じた。これは、接合層（ＳＡＣはんだ）は耐熱性が低く、高温時に機械的強度が低下
した結果、冷熱サイクル負荷時にパワーモジュール用基板とヒートシンクとの間の線膨張
係数の差によって生じる内部応力により、接合層が破損したためであると推察される。
【００８１】
　また、加熱温度を１４０℃とした比較例２０では、冷熱サイクル後の絶縁基板に割れは
生じなかったが、熱抵抗変化率が大きくなった。これは、接合層の相対密度が５８％とや
や低く、接合層の機械的強度がやや低いため、冷熱サイクル負荷時に、接合層に部分的な
割れが発生し、接合層全体としては破損しながったが、接合層の熱抵抗が上昇したと推察
される。一方、加熱温度を３２０℃とした比較例２１では、熱抵抗変化率は小さくなった
が、冷熱サイクル後の絶縁基板に割れが生じた。これは、接合層の相対密度が９２％とや
や高く、接合層による内部応力の緩和機能がやや低下したため、接合層に割れや破損は生
じなかったが、パワーモジュール用基板とヒートシンクとの間の線膨張係数の差によって
生じる内部応力を緩和する作用が低下し、基板が割れたと推察される。
【００８２】
　これに対して、接合層の相対密度と厚さが本発明の範囲とされた本発明例１０～１８に
おいては、熱抵抗変化率が小さく、冷熱サイクル後の絶縁基板に割れが生じなかった。
　以上のことから、本発明例によれば、冷熱サイクルの負荷による熱抵抗の増加や絶縁基
板の割れの発生を長期間にわたって抑制できるヒートシンク付パワーモジュール用基板お
よびヒートシンク付パワーモジュール用基板の製造方法を提供することが可能であること
が確認された。
【符号の説明】
【００８３】
　１　パワーモジュール
　２　はんだ層
　３　半導体素子
　１０　ヒートシンク付パワーモジュール用基板
　２０　パワーモジュール用基板
　２１　絶縁基板
　２２　回路層
　２２Ａ　搭載面



(18) JP 2019-87607 A 2019.6.6

　２３　金属層
　２３Ａ　接合面
　３０　接合層
　４０　ヒートシンク
　４１　天板部
　４２　流路

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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