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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１の電極、第２の電極、及び第３の電極を有する半導体素子を実装するた
めの回路基板であって、
　前記半導体素子の前記第１の電極と電気的に接続するための第１の導体ポストと、
　前記第１の導体ポストと接続する第１の金属板と、
　前記半導体素子の前記第２の電極と電気的に接続するための第２の導体ポストと、
　前記第２の導体ポストと接続する第２の金属板と、
　前記半導体素子の前記第３の電極と電気的に接続するための第３の導体ポストと、
　前記第３の導体ポストと接続する第３の金属板と、
　前記第１の導体ポストと前記第２の導体ポストとの間、前記第２の導体ポストと前記第
３の導体ポストとの間、及び前記第３の導体ポストと前記第１の導体ポストとの間の少な
くとも１箇所にあって、前記第１乃至第３の金属板の少なくとも２つを連結し電気的には
絶縁する固定樹脂と、
を備える、
　ことを特徴とする回路基板。
【請求項２】
　前記第１乃至第３の金属板の少なくとも１つと前記固定樹脂とを覆う補強樹脂を有する
、
　ことを特徴とする請求項１に記載の回路基板。
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【請求項３】
　前記第１の金属板と前記第１の導体ポスト、前記第２の金属板と前記第２の導体ポスト
、及び前記第３の金属板と前記第３の導体ポストの少なくとも１組は、互いに同一の材料
からなる、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の回路基板。
【請求項４】
　前記第１の金属板と前記第１の導体ポスト、前記第２の金属板と前記第２の導体ポスト
、及び前記第３の金属板と前記第３の導体ポストの少なくとも１組は、金属板に設けられ
た貫通孔に導体ポストが挿入された状態で、互いに接続している、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の回路基板。
【請求項５】
　前記第１乃至第３の金属板のうち、少なくとも１つは、他の金属板よりも柔軟性を有す
る、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の回路基板。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の回路基板と、
　少なくとも第１の電極、第２の電極、及び第３の電極を有する半導体素子と、
　を備え、
　前記第１乃至第３の金属板の少なくとも１つは、前記半導体素子と対向するように配置
され、前記第１乃至第３の導体ポストの少なくとも１つを介して、前記半導体素子と電気
的に接続される、
　ことを特徴とする半導体モジュール。
【請求項７】
　前記第１乃至第３の導体ポストの少なくとも１つは、半田を介して、前記半導体素子と
電気的に接続される、
　ことを特徴とする請求項６に記載の半導体モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板及び半導体モジュールに関し、特に自動車電装や情報機器・電気機
器などで用いられるスイッチング素子や、例えばパワーＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Semi
conductor Field Effect Transistor）、ＧＴＯ（Gate Turn Off Thyristor）、パワート
ランジスタ、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor：絶縁ゲート型バイポーラ
トランジスタ）素子等のパワー系半導体素子などを実装するための回路基板及び半導体モ
ジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大電流・大電圧の動作環境下で使用されるＩＧＢＴ（絶縁ゲート型バイポーラトランジ
スタ）等の半導体素子を実装する場合には、部品を安定に保持することに加えて、高い放
熱性や繰り返し熱サイクルへの耐久性が必要となる。
【０００３】
　例えば特許文献１には、放熱性を高めるための導体ポストを有する半導体モジュールが
開示されている。この半導体モジュールは、複数の貫通孔を有する絶縁基板（支持基板）
と、絶縁基板の貫通孔に配置された導体ポスト（銅ピン）と、絶縁基板に実装された半導
体素子と、を備える。そして、導体ポストと半導体素子の電極とが電気的に接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２３７４２９号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術では、エンジンに高負荷がかかるような場合には、絶縁性の支
持基板では熱容量が低く、熱抵抗が高いので、半導体素子から発生する高温の熱を充分に
放熱することができず、半導体素子の破損や異常動作を招く、という問題がある。さらに
、絶縁性の支持基板と導体ポストを配置しているため、支持基板と導体ポストとの熱膨張
係数の違いに起因する反りや熱膨張差から繰り返し応力がかかることによって支持基板と
導体ポストとの接合部にクラックが発生するなど長期的な電気接続信頼性が低い。
【０００６】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、放熱性を高め、長期の
信頼性を得ることのできる回路基板及び半導体モジュール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】
　本発明に係る回路基板は、少なくとも第１の電極、第２の電極、及び第３の電極を有す
る半導体素子を実装するための回路基板であって、前記半導体素子の前記第１の電極と電
気的に接続するための第１の導体ポストと、前記第１の導体ポストと接続する第１の金属
板と、前記半導体素子の前記第２の電極と電気的に接続するための第２の導体ポストと、
前記第２の導体ポストと接続する第２の金属板と、前記半導体素子の前記第３の電極と電
気的に接続するための第３の導体ポストと、前記第３の導体ポストと接続する第３の金属
板と、前記第１の導体ポストと前記第２の導体ポストとの間、前記第２の導体ポストと前
記第３の導体ポストとの間、及び前記第３の導体ポストと前記第１の導体ポストとの間の
少なくとも１箇所にあって、前記第１乃至第３の金属板の少なくとも２つを連結し電気的
には絶縁する固定樹脂と、を備える。
【０００９】
　前記第１乃至第３の金属板の少なくとも１つと前記固定樹脂とを覆う補強樹脂を有する
、構成としてもよい。
【００１０】
　前記第１の金属板と前記第１の導体ポスト、前記第２の金属板と前記第２の導体ポスト
、及び前記第３の金属板と前記第３の導体ポストの少なくとも１組は、互いに同一の材料
からなる、構成としてもよい。
【００１１】
　前記第１の金属板と前記第１の導体ポスト、前記第２の金属板と前記第２の導体ポスト
、及び前記第３の金属板と前記第３の導体ポストの少なくとも１組は、金属板に設けられ
た貫通孔に導体ポストが挿入された状態で、互いに接続している、構成としてもよい。
【００１２】
　前記第１乃至第３の金属板のうち、少なくとも１つは、他の金属板よりも柔軟性を有す
る、構成としてもよい。
【００１３】
　本発明に係る半導体モジュールは、前記回路基板と、少なくとも第１の電極、第２の電
極、及び第３の電極を有する半導体素子と、を備え、前記第１乃至第３の金属板の少なく
とも１つは、前記半導体素子と対向するように配置され、前記第１乃至第３の導体ポスト
の少なくとも１つを介して、前記半導体素子と電気的に接続される。
【００１４】
　前記第１乃至第３の導体ポストの少なくとも１つは、半田を介して、前記半導体素子と
電気的に接続される、構成としてもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、回路基板が導体ポストと金属板とから構成されているので、半導体素
子から発生する熱を効率よく拡散できる。しかも、金属材料によって構造部材が構成され
ているので、衝撃・振動に強く長期信頼性の高い回路基板、半導体モジュールを提供する
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ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本発明の実施形態に係る半導体モジュールを示す図である。
【図１Ｂ】図１Ａ中のＸ－Ｘ’断面図である。
【図１Ｃ】図１Ａ中のＹ－Ｙ’断面図である。
【図１Ｄ】図１Ａ中のＺ－Ｚ’断面図である。
【図１Ｅ】図１Ａの半導体モジュールから、回路基板を切り離した分解図である。
【図２Ａ】本発明に係る導体ポストの側面図である。
【図２Ｂ】本発明に係る導体ポストの上面図である。
【図２Ｃ】本発明に係る導体ポストの変形例を示す断面図である。
【図２Ｄ】図２Ｃの導体ポストと金属板との接触部を示す断面図である。
【図２Ｅ】本発明に係る導体ポストの変形例の端部を示す図である。
【図２Ｆ】図２Ｅの導体ポストの平面図である。
【図２Ｇ】図２Ｆの導体ポストのＡ－Ａ’断面図である。
【図３Ａ】本発明に係る第１～第３の金属板を金型治具に固定する工程を説明するための
金属板位置での断面図である。
【図３Ｂ】図３ＡのＡ－Ａ’断面図である。
【図３Ｃ】固定樹脂を流し込む工程を説明するための断面図である。
【図３Ｄ】本発明に係る第１～第３の導体ポストを差し込むための孔を穿設する工程を説
明するための断面図である。
【図３Ｅ】第１治具及び第２治具を用意する工程を説明するための図である。
【図３Ｆ】導体ポストを孔に嵌入させる工程を説明するための図である。
【図３Ｇ】第２治具を取り外す工程を説明するための図である。
【図３Ｈ】加圧プレス工程を説明するための図である。
【図３Ｉ】半田ボールを搭載する工程を説明するための図である。
【図３Ｊ】補強樹脂を形成する工程を説明するための図である。
【図４Ａ】放熱器を製造する工程を説明するための断面図である。
【図４Ｂ】放熱器を製造する工程を説明するための断面図である。
【図４Ｃ】放熱器を製造する工程を説明するための断面図である。
【図４Ｄ】放熱器を製造する工程を説明するための断面図である。
【図５Ａ】本発明に係る半導体モジュールを製造する工程を説明するための図である。
【図５Ｂ】本発明に係る半導体モジュールを製造する工程を説明するための図である。
【図６Ａ】ＩＧＢＴ素子に加えて、ＦＷＤ素子が実装された本発明の半導体モジュールを
説明するための図である。
【図６Ｂ】図６Ａの半導体モジュールから、回路基板を切り離した分解図である。
【図７Ａ】本発明に係る回路基板の変形例を示す断面図である。
【図７Ｂ】本発明に係る回路基板の変形例を示す断面図である。
【図７Ｃ】本発明に係る回路基板の変形例を示す断面図である。
【図７Ｄ】本発明に係る回路基板の変形例を示す断面図である。
【図７Ｅ】本発明に係る回路基板の変形例を示す断面図である。
【図７Ｆ】本発明に係る回路基板の変形例を示す断面図である。
【図７Ｇ】本発明に係る回路基板の変形例を示す断面図である。
【図８Ａ】導体ポストを治具にセットする工程の変形例を説明するための図である。
【図８Ｂ】導体ポストを治具にセットする工程の変形例を説明するための図である。
【図９Ａ】本発明に係る回路基板の製造方法の変形例を説明するための図である。
【図９Ｂ】本発明に係る回路基板の製造方法の変形例を説明するための図である。
【図９Ｃ】本発明に係る回路基板の製造方法の変形例を説明するための図である。
【図９Ｄ】本発明に係る回路基板の製造方法の変形例を説明するための図である。
【図９Ｅ】本発明に係る回路基板の製造方法の変形例を説明するための図である。
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【図９Ｆ】本発明に係る回路基板の製造方法の変形例を説明するための図である。
【図９Ｇ】本発明に係る回路基板の製造方法の変形例を説明するための図である。
【図９Ｈ】本発明に係る回路基板の製造方法の変形例を説明するための図である。
【図１０】本発明に係る第１の金属板及び第３の金属板を形成する工程の変形例を説明す
るための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態に係る回路基板及び半導体モジュールについて、図面を参照し
て説明する。
【００１８】
　図１Ａに、本実施形態の半導体モジュール１０００を示す。なお、図１Ａでは、回路基
板１０と半導体素子５０の接続が見やすくなるように、第２の金属板１２を波線で示すと
ともに透視している。図１Ｂは図１ＡのＸ－Ｘ’断面図であり、図１Ｃは図１ＡのＹ－Ｙ
’断面図であり、図１Ｄは図１ＡのＺ－Ｚ’断面図である。図１Ｅは、半導体モジュール
１０００から回路基板１０を切り離し、矢印により導体ポスト３１～３３の接続部分を示
している。
【００１９】
　本実施形態の半導体モジュール１０００は、図１Ａ～図１Ｅに示すように、回路基板１
０と、半導体素子５０と、放熱器１００と、を備える。半導体モジュール１０００は、例
えばＦＣＨＥＶ（燃料電池ハイブリッド車）等のＨＶ（ハイブリッド車）に搭載され、例
えばバッテリーからの電力の昇圧のため、又はモータ制御のためのスイッチング素子に用
いられる。半導体素子５０は、例えば矩形板状のＩＧＢＴ素子、ＧＴＯサイリスタ素子な
どである。なお、同様の構造は２つの電極を有する半導体素子の高速ダイオード（ＦＷＤ
：Free Wheeling Diode）でもとることができる。
【００２０】
　半導体素子５０の下面には、放熱器１００が設けられる。これにより、放熱性が高まり
、半導体素子５０の温度上昇が低減されて、破損や異常動作等が抑制される。一方、半導
体素子５０の上面には、回路基板１０が電気的に接続される。
【００２１】
　回路基板１０は、第１の金属板１１と、第２の金属板１２と、第３の金属板１３と、絶
縁性の固定樹脂２１と、補強樹脂２２と、第１～第３の導体ポスト３１～３３と、を備え
る。
【００２２】
　第１～第３の金属板１１～１３の材料は、高伝導率、高熱容量の導体材料であればよい
。第１～第３の金属板１１～１３の材料としては、例えばＣｕ、Ｃｕ－Ｃｒ合金、Ｃｕ－
Ｎｉ－Ｓｉ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金などが挙げられる。第２の金属板１２は、ＩＰＭ（Inte
lligent Power Module）基板などの制御板との実装性、設計の自由度を考慮すると、第１
及び第３の金属板１１及び１３よりも導電性かつ柔軟性を有するものが好ましく、例えば
、金属箔やフレキシブル配線板が好ましい。ただし、第１～第３の金属板１１～１３の材
料は、これらの材料に限定されない。
【００２３】
　第１及び第３の金属板１１及び１３は、それぞれ例えば厚さ１．０ｍｍ程度の銅板から
なる。ＦＣＨＥＶ（燃料電池ハイブリッド車）等のＨＶ（ハイブリッド車）では、非常に
大きな電流が流れるため、放熱のために熱容量を大きくする必要がある。第２の金属板１
２は、例えば厚さ０．２ｍｍ程度の銅板からなる。第２の金属板１２へ柔軟性持たせるこ
とができ、実装性も向上する。
【００２４】
　固定樹脂２１及び補強樹脂２２は、例えばビスマレイミドトリアジン樹脂（ＢＴ樹脂）
からなり、図１Ｂ～図１Ｄに示すように、例えば第１～第３の金属板１１～１３を固定す
るためのものである。固定樹脂２１、補強樹脂２２を併用することにより、金属板や、部



(6) JP 5500936 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

品を更に安定して保持することができるようになる。固定樹脂２１は、第１～第３の金属
板１１～１３の間に配置され、第１～第３の金属板１１～１３を機械的には接続し電気的
には絶縁する。補強樹脂２２は、第１～第３の金属板１１～１３と固定樹脂２１とを覆う
。固定樹脂２１及び補強樹脂２２によって固定されることで、第１～第３の金属板１１～
１３間の連結強度は高まる。なお、固定樹脂２１及び補強樹脂２２は、絶縁性と耐熱性を
有する樹脂であればよい。固定樹脂２１又は補強樹脂２２の材料としては、例えば、エポ
キシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド、シリコン樹脂などが挙げられ
る。固定樹脂２１、補強樹脂２２は、必要に応じて形成するものであり、それらの形状や
材料等は、用途等に応じて変更可能である。
【００２５】
　固定樹脂２１及び第１～第３の金属板１１～１３には、所定の位置に第１～第３の導体
ポスト３１～３３を挿入（例えば嵌入）するための孔（穴）が形成される。その孔は例え
ば貫通孔又は有底孔である。これにより、図１Ｂ～図１Ｄに示すように、第１～第３の導
体ポスト３１～３３の一端と第１～第３の金属板１１～１３とがそれぞれ半田２５を介し
て電気的に接続される。なお、半田２５は第１～第３の導体ポスト３１～３３の一端に配
置され、詳しくは第１～第３の金属板１１～１３の接触部にも流れ込んでいる（図２Ｄ参
照）。半田はどのような物であっても構わない。例えば、Ｓｎ－Ｃｕ系、Ｂｉ－Ｓｎ系、
Ｓｎ－Ｐｂ系、Ｚｎ－Ａｌ系、Ｓｎ－Ｚｎ系などが利用できる。第１～第３の導体ポスト
３１～３３が第１～第３の金属板１１～１３の各々に嵌合することで、両者は高い信頼性
をもって接続される。補強樹脂２２は、第１～第３の導体ポスト３１～３３の挿入孔を覆
うことが好ましい。半田２５の剥離を防ぎ、接続信頼性を保つことができるからである。
導体ポストの材質は、どのような物であっても構わない。例えば、Ｃｕ、Ｃｕ－Ｃｒ合金
、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金、Ａｌ、Ａｌ合金などが利用できる。
【００２６】
　半導体素子５０はコレクタ電極５１、ゲート電極５２、エミッタ電極５３を有する。半
導体素子５０及びスペーサー５４は、放熱器１００に形成された金属層１０４上に実装さ
れている。スペーサー５４は、導体であればどのような物であっても良く、Ｃｕ、Ｃｕ合
金の他、樹脂、金属、セラミックからなるコア材に銅などの金属をメッキしたものでもよ
い。コレクタ電極５１は、金属層１０４と電気的に接続し、スペーサー５４及び第１の導
体ポスト３１を介して第１の金属板１１と電気的に接続している。ゲート電極５２は、第
２の導体ポスト３２を介して第２の金属板１２と電気的に接続している。エミッタ電極５
３は、第３の導体ポスト３３を介して第３の金属板１３と電気的に接続している。第１～
第３の金属板１１～１３は、半導体素子５０の表面と略平行に配置される。なお、スペー
サー５４は、第１の導体ポスト３１の長さに応じて設けられるものであり、（導体ポスト
の長さを統一しない場合など）場合によっては設けなくてもよい。
【００２７】
　放熱器１００は、例えばセラミック（例えば窒化アルミニウム：ＡｌＮ、窒化ケイ素：
ＳｉＮ、アルミナ：Ａｌ２Ｏ３、ベリリア：ＢｅＯなど）からなる基板１００ａと、基板
１００ａの上下面に形成された金属層１０４と、から構成される。放熱器１００には、半
導体素子５０が実装される。上述したように、金属層１０４は、スペーサー５４、第１の
導体ポスト３１を介して第１の金属板１１と電気的に接続されている。なお、金属層１０
４は、放熱器１００の上面、実装側のみに形成してもよく、両面に形成してもよい。（両
面に形成されている場合には、少なくとも実装側のみ第１の金属板１１と電気的に接続さ
れていればよい。）さらに、放熱器１００の基板１００ａとしては、セラミックなどの無
機材料に限定されることは無く、樹脂や金属であってもよいが、高い放熱性を備えた材料
が好ましい。金属を用いた場合には、金属層１０４を設けなくてもよい。
【００２８】
　図２Ａ、図２Ｂは、第１～第３の導体ポスト３１～３３の断面図、上面図である。第１
～第３の導体ポスト３１～３３は、鍔部５００と、頭部５０１ａと、脚部５０１ｂと、を
備える。なお、第１～第３の導体ポスト３１～３３は必要に応じて形状を変化させてもよ
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い。頭部５０１ａの長さと脚部５０１ｂの長さとは略同一のものが好ましいが、これに限
定されることはない。
【００２９】
　さらに、図２Ｃに示すように、第１～第３の導体ポスト３１～３３の鍔部５００の表面
５００ｓや、頭部５０１ａ又は脚部５０１ｂの表面５０１ｓは、凹凸面であることが好ま
しい。こうすることで、第１～第３の導体ポスト３１～３３の表面積が増し、図２Ｄに示
すように、第１～第３の導体ポスト３１～３３を第１～第３の金属板１１～１３の孔３１
ａ～３３ａ（貫通孔）に挿入し、半田２５を形成した際に、第１～第３の導体ポスト３１
～３３と第１～第３の金属板１１～１３との間の接触面積が大きくなる。その結果、接続
信頼性を高めることができる。
【００３０】
　さらに、第１～第３の導体ポスト３１～３３の頭部５０１ａ及び脚部５０１ｂ（各端部
）には、図２Ｅ～図２Ｇに示すように、切り欠き部５０１ｃを形成することが望ましい。
接触面積を増やすだけでなく、半田リフロー時のエア抜きとしても有効である。
【００３１】
　第１～第３の導体ポスト３１～３３の径は接続する電極に応じて変えてもよい。例えば
、大電流が流れるコレクタ電極５１、エミッタ電極５３と接続する第１の導体ポスト３１
、第３の導体ポスト３３の径は、比較的少電流の流れるゲート電極５２と接続する第２の
導体ポスト３２の径に比べ小さいほうが好ましい。第１～第３の導体ポスト３１～３３と
半導体素子５０との接触面積が小さいほどクラックが入りにくくなるため接続信頼性を高
めることができるからである。さらに、第１及び第３の導体ポスト３１及び３３の全体の
断面積は、大電流を流す必要があるためゲート電極５２と接続する第２の導体ポスト３２
よりも（本数を増やすなどして）大きくすることが望ましい。第１及び第３の導体ポスト
３１及び３３のジュール抵抗を小さく抑えることができるからである。
【００３２】
　第１～第３の金属板１１～１３から第１～第３の導体ポスト３１～３３が突出する方向
（第１～第３の導体ポスト３１～３３の長手方向）は、互いに平行であることが好ましい
。また、第１～第３の導体ポスト３１～３３の先端面も、互いに平行であることが好まし
い。こうすることで、放熱器１００と回路基板１０とが平行に配置された場合に、半導体
素子５０及びスペーサー５４の表面と第１～第３の導体ポスト３１～３３とを直角に交わ
らせることができるからである。その結果、第１～第３の導体ポスト３１～３３の回転方
向の方向性を合わせることなく、第１～第３の金属板１１～１３を半導体素子５０等と接
続することができる。
【００３３】
　第１～第３の金属板１１～１３は、第１～第３の導体ポスト３１～３３を介して半導体
素子５０、放熱器１００表面の導体層に接続されている。このため、半導体モジュール１
０００が高温に曝され使用される樹脂のガラス転位温度を超えたとしても、第１～第３の
金属板１１～１３は単独で部品や金属板自身を安定して保持することができる。また、樹
脂基板とは異なり、熱変形が保持される（変形したままになる）ことが無い。特に、振動
、衝撃の加わる自動車等の輸送機器などの環境下では安定して保持する効果を発揮するこ
とができる。
【００３４】
　以下、回路基板１０の製造方法について説明する。
【００３５】
　図３Ａ及び図３Ｂに示すように、第１～第３の金属板１１～１３を金型治具１０３１の
所定の位置に配置し、金型治具１０３２で第１～第３の金属板１１～１３を固定する。次
に、図３Ｃに示すように、金型治具１０３１又は１０３２に設けた注入口（図示しない）
から固定樹脂２１を流し込む。次に、図３Ｄに示すように、加熱・硬化後、金型治具１０
３１、１０３２を取り外し、所定位置に第１～第３の導体ポスト３１～３３を差し込むた
めの孔３１ａ、３２ａ、３３ａ（孔３２ａ、３３ａのみ図示）を穿設する。
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【００３６】
　続けて、図３Ｅ～図３Ｇに示すように、第１治具１０１１及び第２治具１０１２を用い
て、第１～第３の金属板１１～１３の各々に第１～第３の導体ポスト３１～３３を嵌入す
る。
【００３７】
　図３Ｅに示すように、第１治具１０１１及び第２治具１０１２を用意する。第１治具１
０１１は、第１～第３の導体ポスト３１～３３の軸径と同等又は僅かに大きい径の孔１０
１１ａを有する。孔１０１１ａは、第１～第３の導体ポスト３１～３３を嵌入する位置に
対応して形成される。第２治具１０１２は、第１～第３の導体ポスト３１～３３の鍔部５
００（図２Ａ）を孔１０１２ａに収容するための治具である。図３Ｆに示すように、第１
治具１０１１及び１０１２を振動させることにより、第１～第３の導体ポスト３１～３３
（第２及び第３の導体ポスト３２及び３３のみ図示）を孔１０１１ａに嵌入させる。
【００３８】
　図３Ｇに示すように、第２治具１０１２を取り外した後、図３Ｈに示すように、固定樹
脂２１により固定された第１～第３の金属板１１～１３を押さえ治具１０１３を用いて加
圧プレスする。これにより、第１～第３の導体ポスト３１～３３が第１～第３の金属板１
１～１３の各々に形成された孔へ嵌入（プレスフィット挿入）される。その結果、両者が
嵌合する。
【００３９】
　続けて、図３Ｉに示すように、半田マスク１０１４を用いて、第１～第３の導体ポスト
３１～３３上にボール状の半田２５（半田ボール）を搭載する。半田マスクは、導体ポス
トに対応する位置に穿孔した薄い板材を使うことできる。また、半田ボールは、例えば、
Ｓｎ－Ｃｕ系、Ｂｉ－Ｓｎ系、Ｓｎ－Ｐｂ系、Ｚｎ－Ａｌ系、Ｓｎ－Ｚｎ系などの半田を
ボール状にしたものであり、半田の必要量に応じて、数十μｍ～１ｍｍ程度まで大きさを
選択することができる。そして、半田マスクを取り外した後に例えば２００～２５０℃で
リフローすることによって半田２５が溶融し、孔３１ａ、３２ａ、３３ａの隙間へと入り
込む（図２Ｄ）。その結果、第１～第３の金属板１１～１３と第１～第３の導体ポスト３
１～３３とが強固に接続する。その後、図３Ｊに示すように、半田２５を含む金属板１１
～１３全面に補強樹脂２２を形成する。以上により、回路基板１０が完成する。
【００４０】
　次に、放熱器１００の製造方法について説明する。
【００４１】
　図４Ａに示すように、セラミックからなる基板１００ａを準備する。続いて、図４Ｂに
示すように、例えばＡｒプラズマ、ＤＧ４～５ｋＷ、５～１５分間のスパッタリングによ
り、基板１００ａの両面に、厚さ０．１μｍのチタン（Ｔｉ）からなる第１下地層１０２
ａと、厚さ１．０μｍの銅からなる第２下地層１０２ｂと、を順に形成する。これにより
、第１下地層１０２ａ及び第２下地層１０２ｂからなる下地層１０２が形成される。第１
及び第２下地層１０２ａ及び１０２ｂは、それぞれベタパターンとして形成する。
【００４２】
　次に、図４Ｃに示すように、下地層１０２上の全面に、電解めっき膜１０４ｃを形成す
る。具体的には、例えば基板１００ａを陰極、銅板電極を陽極として、硫酸銅の溶液に浸
し、電流量３Ａ／ｄｍ２、３０分間の電解銅めっきを行う。その後、電解めっき膜１０４
ｃの所定位置に、エッチングレジスト１０２１ａを形成する。エッチングレジストは、回
路パターンを形成している。エッチングレジストとしては、例えば耐酸性インクをスクリ
ーン印刷する印刷法や、電解めっき膜１０４ｃ全面を感光剤やドライフィルムなどで覆い
、導体パターン部だけを露光し、現像定着を行って、耐酸性被覆を残す写真法などが利用
できる。
【００４３】
　次に、図４Ｄに示すように、エッチングレジスト１０２１ａから露出した電解めっき膜
１０４ｃ及び下地層１０２をエッチングにより除去することにより、金属層１０４ａ及び
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下地層１０３が形成される。その結果、金属層１０４ａ及び下地層１０３からなる金属層
１０４が完成する。下地層１０３は、第１下地層１０３ａ及び第２下地層１０３ｂからな
り、ベタパターンではなく、回路パターンとなっている。銅のエッチング液としては、Ｃ
ｕＣｌ２溶液、Ｔｉのエッチングにはフッ硝酸溶液（フッ素：硝酸：水＝１：１：１８）
を利用できる。以上により、放熱器１００が完成する。
【００４４】
　最後に、図５Ａ（図１Ｂの断面に対応）及び図５Ｂ（図１Ｃの断面に対応）に示すよう
に、放熱器１００上に搭載された半導体素子５０及びスペーサー５４と、回路基板１０と
を半田５２ａ～５４ａを介して実装することにより、本願発明の半導体モジュール１００
０が完成する。第２及び第３の導体ポスト３２及び３３と半導体素子５０との接続、及び
第１の導体ポスト３１とスペーサー５４との接続には、半田５２ａ～５４ａ（図１Ｂ～図
１Ｄ）が用いられる。半田５２ａ～５４ａは、例えばＳｎ－Ｃｕ系、Ｂｉ－Ｓｎ系、Ｓｎ
－Ｐｂ系、Ｚｎ－Ａｌ系、Ｓｎ－Ｚｎ系などの半田を溶融した槽に、第１～第３の導体ポ
スト３１～３３の先端部を浸漬することで形成することができる。また、半導体素子５０
（ゲート電極５２、エミッタ電極５３）及び放熱器１００（スペーサー５４）上に前記半
田ボールを用いるなどして半田層を形成してもよい。
【００４５】
　なお、上記実施形態に限定されず、例えば以下のように変更して実施してもよい。
【００４６】
　半導体素子を複数用いてもよい。また、種類の異なる複数の半導体素子を用いてもよい
。例えば図６Ａ、図６Ｂに示すように、ＩＧＢＴ素子（半導体素子５０）に加えて、別途
ＦＷＤ素子６０をＩＧＢＴ素子のエミッタ、コレクタ間に並列に実装してもよい。ＦＷＤ
素子６０の上面は半導体素子５０と同様に第１～第３の導体ポスト３１～３３を介して第
１～第３の金属板１１～１３と電気的に接続する。ＩＧＢＴ素子と並列にＦＷＤ素子６０
を配置することにより、ＩＧＢＴ素子のスイッチングで発生するノイズ（逆電流）を緩和
することができる。
【００４７】
　図６Ａ、図６Ｂの例では、ＦＷＤ素子６０は、第１面に電極６１を有し、第１面とは反
対側の第２面に電極６２を有する。ＦＷＤ素子６０は、放熱器１００に形成された金属層
１０４上に実装される。電極６１は、第３の導体ポスト３３を介して第３の金属板１３と
電気的に接続される。電極６２は、金属層１０４及び第１の導体ポスト３１を介して第１
の金属板１１と電気的に接続される。
【００４８】
　図７Ａに示すように、孔３１ａ、３２ａ、３３ａ（孔３２ａ、３３ａのみ図示）は、固
定樹脂２１を貫通しない有底の孔としてもよい。この場合、固定樹脂２１が、補強樹脂２
２の役割も果たすことができ、工程数を低減することができるとともに、半田２５（図１
Ｂ、図１Ｃに記載）の剥離を防ぎ、接続信頼性を保つことができる。
【００４９】
　第１～第３の金属板１１～１３に穿設する第１～第３の導体ポスト３１～３３を嵌入す
るための孔３１ａ、３２ａ、３３ａ（図２Ｄに記載）は、図７Ｂに示すように、第１～第
３の金属板１１～１３（第２、第３の金属板１２、１３のみを図示）を露出する有底孔で
あってもよい。そして、その有底孔に、断面形状がＴ字型の導体ポスト３２Ｔ、３３Ｔを
接続してもよい。このようにすることで、第１～第３の導体ポスト３１～３３の傾きを抑
え、より確実に第１～第３の金属板１１～１３と電気的に接続することができる。
【００５０】
　図７Ｃに示すように、第２の金属板１２に代えて、固定樹脂２１、補強樹脂２２で覆わ
れる部分の厚みが第１及び第３金属板１１及び１３と略同一である第２の金属板１２ｂを
用いてもよい。こうすることで、第１～第３の導体ポスト３１～３３が確実に略同一平面
上に形成され、第２の導体ポスト３２と第２の金属板１２ｂとの接触面積が大きくするこ
とができる。その結果、接続信頼性が向上する。また、第２の金属板１２ｂの固定樹脂２
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１、補強樹脂２２で覆われていない部分の厚みが第１及び第３金属板１１及び１３よりも
薄くすることで、第２の金属板１２ｂへ柔軟性持たせることができ、実装性も向上する。
【００５１】
　金属板を加工することにより、第１～第３の金属板１１～１３と同一の材料で第１～第
３の導体ポスト３１～３３を形成してもよい。例えば図７Ｄに示すように、第２、第３の
金属板１２ｃ、１３ｂを加工して、同一材料で第２、第３の導体ポスト３２Ｐ、３３Ｐを
形成してもよい。こうすることにより、各金属板に挿入用の孔を形成する工程、導体ポス
ト挿入工程などの工程を行う必要が無くなるため、工程数を削減できる。
【００５２】
　第１～第３の金属板１１～１３の厚みを全て同一にしてもよい。例えば図７Ｅに示すよ
うに、第２の金属板１２に代えて、第２の金属板１２ｄを用いてもよい。こうすることで
、第１～第３の導体ポスト３１～３３が確実に略同一平面上に形成することができ、第２
の導体ポスト３２と第２の金属板１２ｄとの接触面積が大きく接続信頼性が向上する。さ
らに、固定樹脂２１も厚みを略均一に形成することができるため、熱膨張におけるクラッ
ク、破断を防ぐことができる。
【００５３】
　また、例えば図７Ｆに示すように、第１及び第３の金属板１１及び１３と略同一となる
ように、第２の金属板１２下面に設けられる固定樹脂２１の厚みを調整してもよい。すな
わちこの場合、第１及び第３金属板１１及び１３上には固定樹脂２１が被覆されていない
。その後、図７Ｇに示すように、第２の金属板１２を固定樹脂２１で接続し、第１～第３
の導体ポスト３１～３３を挿入し、上下面を補強樹脂２２で覆ってそれらを固定してもよ
い。こうすることで、第１～第３の導体ポスト３１～３３が確実に略同一平面上に形成さ
れ、第１～第３の導体ポスト３１～３３の鍔部５００（図２Ａ）と各金属板が確実に接触
させることができる。その結果、接続信頼性が向上する。さらに、補強樹脂２２を上下面
に形成できるため強度が向上する。
【００５４】
　第１～第３の導体ポスト３１～３３の形状は、図２Ａ～図２Ｇに示したものに限られず
任意である。例えば第１～第３の導体ポスト３１～３３の形状は、多角柱状であってもよ
い。また、第１～第３の導体ポスト３１～３３の形状は、互いに異なる形状であってもよ
い。ただし、第１～第３の導体ポスト３１～３３を、同一の形状にすることで、製造が容
易になる。
【００５５】
　第１～第３の導体ポスト３１～３３が互いに異なる形状を有する場合には、第１～第３
の導体ポスト３１～３３は、例えば図８Ａ及び図８Ｂに示すような方法で治具にセットさ
れる。
【００５６】
　図８Ａに示すように、第３の導体ポスト３３以外の第１及び第２の導体ポスト３１及び
３２が挿入されるべき貫通孔を、第２治具１０１５を用いて塞いでおき、第３の導体ポス
ト３３を第１治具１０１１に立設した後、図８Ｂに示すように、第３治具１０１６を用い
て第２の導体ポスト３２を第１治具１０１１に立設することが好ましい。また、第１～第
３の導体ポスト３１～３３の向きに注意しながら１本ずつ立設してもよい。
【００５７】
　上記実施形態において、各部の材質、サイズ等は、任意に変更可能である。例えば第１
～第３の金属板１１～１３の厚さは、互いに同一であってもよい。固定樹脂２１、補強樹
脂２２は、互いに異なる長さ、形状を有していてもよい。また、第１～第３導体ポスト３
１～３３の材料は、導体であれば任意である。例えば銅以外の金属を用いてもよい。
【００５８】
　その他の点についても、回路基板１０、半導体素子５０、又は放熱器１００等の構成（
構成要素、寸法、材質、形状、層数、又は配置等）は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲に
おいて任意に変更することができる。
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【００５９】
　上記実施形態の工程は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において任意に順序を変更する
ことができる。また、用途等に応じて、必要ない工程を割愛してもよい。
【００６０】
　回路基板１０は、金型治具１０３１、１０３２（図３Ａ～図３Ｃ）を用いずに、例えば
図９Ａに示すような方法で製造してもよい。
【００６１】
　図９Ａに示すように、まず、下治具１００１上に、離型紙１００２、補強樹脂２１ａを
順に積層する。続けて、図９Ｂに示すように、補強樹脂２１ａ上に第１及び第３の金属板
１１及び１３（第３の金属板１３のみ図示）を積層する。その後、図９Ｃに示すように、
第１の金属板１１と第３の金属板１３との間（図１Ａ参照）に補強樹脂層２１ｂを積層す
る。次に、図９Ｄに示すように、高さ合わせ用のスペーサー１００３を配置し、所定の位
置に第２の金属板１２を積層する。そして、図９Ｅに示すように、その上から離型紙１０
０４を積層して加熱プレスを行う。その後、図９Ｆに示すように、下治具１００１、離型
紙１００２、１００４を取り外す。続けて、図９Ｇに示すように、レーザー照射又はザグ
リ加工等により第１～第３の導体ポスト３１～３３の鍔部と接触するための開口１０１２
ｂを形成する。そして、導体ポスト挿入用の孔３１ａ、３２ａ、３３ａ（図２Ｄに記載）
を形成する。その後、前述した導体ポスト挿入工程を経て、図９Ｈに示すように、回路基
板１０が完成する。
【００６２】
　また、第１の金属板１１、第３の金属板１３については、図１０に示すように、第１の
金属板１１と第３の金属板１３とが一体型となった金属板１４を用いて樹脂固定を行なっ
た後、Ｂ－Ｂ’断面で切断することで、第１の金属板１１と第３の金属板１３とを互いに
分離してもよい。
【００６３】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、設計上の都合やその他の要因によって必
要となる様々な修正や組み合わせは、「請求項」に記載されている発明や「発明を実施す
るための形態」に記載されている具体例に対応する発明の範囲に含まれると理解されるべ
きである。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　回路基板
　１１　第１の金属板
　１２　第２の金属板
　１３　第３の金属板
　２１　固定樹脂
　２２　補強樹脂
　２５　半田
　３１　第１の導体ポスト
　３２　第２の導体ポスト
　３３　第３の導体ポスト
　３１ａ～３３ａ　孔
　５０　半導体素子
　５１　コレクタ電極（第１の電極）
　５２　ゲート電極（第２の電極）
　５３　エミッタ電極（第３の電極）
　５４　スペーサー
　５２ａ～５４ａ　半田
　６０　ＦＷＤ素子
　１００　放熱器
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　１００ａ　基板
　１０４　金属層
　５００　鍔部
　５０１ａ　頭部
　５０１ｂ　脚部
　５０１ｃ　切り欠き部
　１０００　半導体モジュール

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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