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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックス基板から成る絶縁性基板上に金属板から成る導体部を設けた半導体回路基
板において、導体部の半導体素子搭載部の表面粗さが、算術平均粗さＲａで０．３μｍ以
下であり、十点平均粗さＲｚｊｉｓで２．５μｍ以下であり、最大高さＲｚで２．０μｍ
以下であり、かつ算術平均うねりＷａが０．５μｍ以下であり、上記絶縁性基板の厚さを
ｔ１、前記導体部の厚さをｔ２としたとき、０．１≦ｔ２／ｔ１≦５０であり、上記導体
部が、銅、銅合金、アルミニウムおよびアルミニウム合金のいずれか１種からなることを
特徴とする半導体回路基板。
【請求項２】
　前記導体部の側面端部の断面角度が４５°以下であることを特徴とする請求項１に記載
の半導体回路基板。
【請求項３】
　前記導体部が金属板から成る一方、前記絶縁性基板がセラミックス基板から成り、上記
金属板とセラミックス基板とを接合する接合層は上記金属板からのはみ出し領域の幅が０
．２ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１ないし請求項２のいずれか１項に記載の半
導体回路基板。
【請求項４】
　前記絶縁性基板が、アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、窒化珪素基板および絶縁樹
脂基板のいずれか１種で構成されることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか
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１項に記載の半導体回路基板。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の半導体回路基板の導体部に半導体素子
を搭載したことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　前記半導体素子がＳｉ素子、ＧａＮ素子およびＳｉＣ素子から選択される１種以上であ
ることを特徴とする請求項５記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記半導体素子が接合材を介して前記導体部に接合されていることを特徴とする請求項
５ないし請求項６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記半導体素子が接合材を介さずに前記導体部に直接接合されていることを特徴とする
請求項５ないし請求項６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　セラミックス基板から成る絶縁性基板上に金属板から成る導体部を形成する導体部形成
工程と、上記導体部の半導体素子搭載部の表面粗さを算術平均粗さＲａで０．３μｍ以下
にし、十点平均粗さＲｚｊｉｓで２．５μｍ以下にし、最大高さＲｚで２．０μｍ以下に
し、かつ算術平均うねりＷａを０．５μｍ以下にする表面加工工程と、上記絶縁性基板の
厚さをｔ１、上記導体部の厚さをｔ２としたとき、０．１≦ｔ２／ｔ１≦５０でとなるよ
うに厚さを調整する工程とを具備し、上記導体部を、銅、銅合金、アルミニウムおよびア
ルミニウム合金のいずれか１種の金属板から形成することを特徴とする半導体回路基板の
製造方法。
【請求項１０】
　前記表面加工工程が、研磨工程であることを特徴とする請求項９記載の半導体回路基板
の製造方法。
【請求項１１】
　前記研磨工程が、エッチング工程であることを特徴とする請求項１０記載の半導体回路
基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記研磨工程が、プレス加工であることを特徴とする請求項１０記載の半導体回路基板
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体回路基板およびそれを用いた半導体装置並びに半導体回路基板の製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子制御に使用される半導体チップ（半導体素子）は小型化が進みチップからの発熱量
は増加の一途をたどっている。そのため、半導体チップを搭載する半導体回路基板（モジ
ュール含む）においては放熱性の向上が重要になっている。これは、チップ上の一点だけ
でも半導体チップの真性温度を超えてしまうと、抵抗が負のマイナス側の温度係数に変化
してしまうために、電力が集中的に流れる熱暴走を起こして瞬時に破壊してしまうためで
ある。つまり、チップの電力損失に見合ったマージンを考慮した放熱設計を行うことが求
められている。
【０００３】
　熱抵抗（Ｒｔｈ）はＲth＝Ｌ／（ｋ×Ａ）の式で表すことができる。式中、Ｒth は熱
抵抗、Ｌは熱伝達経路、ｋは熱伝導度、Ａは放熱面積である。この式によると、熱抵抗（
Ｒth）は、熱伝達経路（Ｌ）が短いほど、そして、熱伝動度（ｋ）と放熱面積（Ａ）が大
きいほど減少する。なお、熱伝達経路（Ｌ）は一般的に回路基板の厚さに相当する。
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【０００４】
　半導体チップを使用した一般的な半導体装置は、相異なる材質間の接触があり、熱伝達
経路はチップ→半田→電極回路材→絶縁性基板→裏金属板→半田→放熱部材（ヒートシン
ク）であり、放熱部材以外は絶縁回路基板である。つまり、熱伝達経路の大部分を占める
絶縁回路板の放熱性能が優れていなければ、半導体装置の性能向上を図ることはできない
。
【０００５】
　また、現在の半導体チップの主流であるＳｉチップの応答速度には限界が見えており、
更なる機器の小型化や性能向上のために、次世代半導体素子としてＳｉＣやＧａＮを用い
たチップの開発が国を挙げてのプロジェクトとして急ピッチで進んでいる。特にＳｉＣチ
ップは、動作可能温度がＳｉチップの主流が１２５～１５０℃であるのに対し、６００℃
まで使用できると言われており、応答速度が速いだけでなく動作温度が高いことも特徴の
一つになっている。
【０００６】
　しかしながら、チップと電極回路材との接合に従来のような半田材を使用した場合には
、動作温度が半田材の融点以下となり、高い動作温度という特徴を活かすことができない
と考えられる。このため、高融点半田材の開発が行われているが現状では融点が６００℃
以上で信頼性が十分なものは開発されていない。また、例えば、国際公開ＷＯ２００７／
１０５３６１号パンフレット（特許文献１）には高融点半田材に替えてＡｇ－Ｃｕろう材
を使うことが提案されている。特許文献１のような接合温度が６００℃以上となる高融点
ろう材を使うことにより、電極回路材と半導体素子との接合の信頼性に関しては一定の向
上が確認されている。
【０００７】
　一方で接合の信頼性向上だけではなく、更なる放熱性の改善が試みられている。例えば
、半導体チップをろう材等の接合材を介さずに電極回路材に直接接合する方法、電極回路
材を厚くして上下方向だけでなく横方向にも放熱を行う方法が考えられている。また、従
来の半導体回路基板モジュールでは、絶縁回路基板を介してヒートシンクと接合する片面
冷却方式が主流であるのに対し、半導体チップの両面から冷却させる両面冷却方式等が用
いられるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２００７／１０５３６１号パンフレット
【特許文献２】特許第３７９７９０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述のように半導体素子の動作温度の上昇に備えて、様々な放熱構造の改善が試みられ
ている。半導体チップをろう材等の接合材を介さずに電極回路材に直接接合する方法は熱
伝達経路（Ｌ）の短縮に繋がる。また、電極回路材を厚くして上下方向だけでなく横方向
にも放熱を行う方法は放熱面積（Ａ）の増大になる。また、半導体チップの両面から冷却
させる両面冷却方式も放熱面積（Ａ）の増大になる。
【００１０】
　しかしながら、放熱性の更なる向上につながる各種の熱抵抗低減方式に適した半導体回
路基板が無いと言った問題があった。
【００１１】
　本発明は、このような問題に対応するためのものであり、放熱性のよい半導体回路基板
を提供するためのものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明の半導体回路基板は、セラミックス基板から成る絶縁性基板上に金属板から成る
導体部を設けた半導体回路基板において、導体部の半導体素子搭載部の表面粗さが、算術
平均粗さＲａで０．３μｍ以下であり、十点平均粗さＲｚｊｉｓで２．５μｍ以下であり
、最大高さＲｚで２．０μｍ以下であり、かつ算術平均うねりＷａが０．５μｍ以下であ
り、上記絶縁性基板の厚さをｔ１、前記導体部の厚さをｔ２としたとき、０．１≦ｔ２／
ｔ１≦５０であり、上記導体部が、銅、銅合金、アルミニウムおよびアルミニウム合金の
いずれか１種からなることを特徴とするものである。
【００１３】
　また、絶縁性基板の厚さをｔ１、導体部の厚さをｔ２としたとき、０．１≦ｔ２／ｔ１
≦５０であることが好ましい。また、導体部の側面端部の断面角度が４５°以下であるこ
とが好ましい。また、導体部が金属板から成る一方、絶縁性基板がセラミックス基板から
成り、金属板とセラミックス基板とを接合する接合層は金属板からのはみ出し領域（幅）
が０．２ｍｍ以下であることが好ましい。また、絶縁性基板が、アルミナ基板、窒化アル
ミニウム基板、窒化珪素基板および絶縁樹脂基板のいずれか１種で構成されることが好ま
しい。また、導体部が、銅、銅合金、アルミニウムおよびアルミニウム合金のいずれか１
種から成ることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明に係る半導体装置は、本発明の半導体回路基板の導体部に半導体素子を搭
載したことを特徴とするものである。また、半導体素子がＳｉ素子、ＧａＮ素子およびＳ
ｉＣ素子から選択される１種以上であることが好ましい。また、半導体素子が接合材を介
して導体部に接合されていることが好ましい。また、半導体素子が接合材を介さずに導体
部に直接接合されていることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明の半導体回路基板の製造方法は、セラミックス基板から成る絶縁性基板上
に金属板から成る導体部を形成する導体部形成工程と、上記導体部の半導体素子搭載部の
表面粗さを算術平均粗さＲａで０．３μｍ以下にし、十点平均粗さＲｚｊｉｓで２．５μ
ｍ以下にし、最大高さＲｚで２．０μｍ以下にし、かつ算術平均うねりＷａを０．５μｍ
以下にする表面加工工程と、上記絶縁性基板の厚さをｔ１、上記導体部の厚さをｔ２とし
たとき、０．１≦ｔ２／ｔ１≦５０でとなるように厚さを調整する工程とを具備し、上記
導体部を、銅、銅合金、アルミニウムおよびアルミニウム合金のいずれか１種の金属板か
ら形成することを特徴とするものである。
【００１６】
　また、表面加工工程が、研磨工程であることが好ましい。また、研磨工程が、エッチン
グ工程であることが好ましい。また、研磨工程が、プレス加工であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の半導体回路基板は導体部の半導体素子搭載部の平坦性を大幅に向上させている
ので放熱性に優れている。また、半導体素子を搭載した半導体装置において、放熱性を向
上させることができる。また、半導体素子を搭載する際に、接合材を使用する場合や接合
材を使用しない場合のどちらにも対応できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る半導体回路基板の一実施例を示す断面図である。
【図２】本発明に係る半導体回路基板の他の実施例を示す断面図である。
【図３】本発明に係る半導体回路基板のさらに別の実施例を示す断面図である。
【図４】本発明に係る半導体回路基板のさらに別の実施例を示す断面図である。
【図５】本発明に係る半導体装置の一実施例を示す断面図である。
【図６】本発明に係る半導体装置の他の実施例を示す断面図である。
【図７】本発明に係る半導体装置のさらに別の実施例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　本発明に係る半導体回路基板は、絶縁性基板上に導体部を設けた半導体回路基板におい
て、導体部の半導体素子搭載部の表面粗さが、算術平均粗さでＲａ０．３μｍ以下であり
、十点平均粗さＲｚｊｉｓで２．５μｍ以下であり、最大高さがＲｚ２．０μｍ以下であ
り、かつ算術平均うねりＷａが０．５μｍ以下であることを特徴とするものである。
【００２０】
　図１に本発明の半導体回路基板の一実施例を示す。図１中、符号１は半導体回路基板で
あり、２は絶縁性基板であり、３は導体部であり、４は導体部（裏導体部）であり、５は
絶縁性基板と導体部との接合層である。
【００２１】
　まず、絶縁性基板は両面に設ける導体部３と導体部４との間の絶縁性が確保できるもの
であれば特に限定されるものではないが、絶縁性基板は、アルミナ基板、窒化アルミニウ
ム基板、窒化珪素基板および絶縁樹脂基板のいずれか１種から構成されることが好ましい
。アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、窒化珪素基板および絶縁樹脂基板はいずれも優
れた絶縁性を有することから、基板厚さが１．５ｍｍ以下と薄型化しても使用可能である
。この中では窒化珪素基板が好ましい。窒化珪素基板は、例えば特許第３７９７９０５号
公報（特許文献２）に示すように、３点曲げ強度が５００ＭＰａ以上であり、かつ熱伝導
率が５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であるという強度および熱伝導率に優れたものが開発されている
。窒化珪素基板であれば、後述するＳｉＣ素子のように使用温度が２００℃以上の高温に
なったとしても優れた耐久性を示す。また、２００℃以上の高温下で使用するのであれば
、窒化珪素基板に限らず、アルミナ基板や窒化アルミニウム基板と言ったセラミックス基
板であれば耐熱性に優れているので好ましい。
【００２２】
　また、導体部が、銅、銅合金、アルミニウムおよびアルミニウム合金のいずれか１種か
らなることが好ましい。これらの金属は導電性に優れていることから好ましい。また、熱
伝導率も高いことから放熱性にも優れている。また、導体部は銅、銅合金、アルミニウム
およびアルミニウム合金のいずれか１種からなる金属板であることが好ましい。また、導
体部３および導体部４は接合層５を介して絶縁性基板２と接合されていることが好ましい
。導体部は接合層を介さずに絶縁性基板に接合してもよい。前述のように絶縁性基板とし
てセラミックス基板を使用すれば、ろう材を使用した活性金属接合法や、ろう材を使用し
ない直接接合法などの接合方法を適用することができる。
【００２３】
　本発明の半導体回路基板は、導体部の半導体素子搭載部の表面粗さが算術平均粗さＲａ
で０．３μｍ以下であり、十点平均粗さＲｚｊｉｓで２．５μｍ以下であり、最大高さＲ
ｚで２．０μｍ以下であり、かつ算術平均うねりＷａが０．５μｍ以下、であることを特
徴とするものである。
【００２４】
　なお、上記算術平均粗さＲａ、十点平均粗さＲｚｊｉｓ、最大高さＲｚ２．０μｍ以下
および算術平均うねりＷａはＪＩＳ－Ｂ－０６０１（２００１）の規定に基づくものであ
る。なお、ＪＩＳ－Ｂ－０６０１（２００１）における最大高さＲｚは、ＪＩＳ－Ｂ－０
６０１（１９９４）におけるＲｙに対応する。また、ＪＩＳ－Ｂ－０６０１（２００１）
における十点平均粗さＲｚｊｉｓは、ＪＩＳ－Ｂ－０６０１（１９９４）におけるＲｚに
対応する。
【００２５】
　導体部の半導体素子搭載部の表面粗さが算術平均粗さＲａで０．３μｍ以下であり、十
点平均粗さＲｚｊｉｓで２．５μｍ以下であり、最大高さＲｚで２．０μｍ以下であり、
かつ算術平均うねりＷａが０．５μｍ以下であるということは、導体部の半導体素子搭載
部の平坦性が非常に優れていることを意味する。
【００２６】
　後述するように半導体素子の高性能化に伴う発熱量の増加が見込まれている。例えば、
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Ｓｉ素子のジャンクション温度は１５０～１７０℃の高温化が進められている。また、Ｇ
ａＮ素子またはＳｉＣ素子はジャンクション温度が３００～４００℃になると見込まれて
いる。実際の使用温度は、それぞれジャンクション温度よりも低くなるが、一般的なＳｉ
素子よりは高くなる傾向にある。半導体素子の発熱量が高くなると、導体部が熱膨張によ
り歪んでくる。このとき導体部の半導体素子搭載部の平坦性が悪いと、導体部が歪んだと
きに半導体素子の位置ずれやはがれなどの不具合が生じる。本発明では、導体部の半導体
素子搭載部の平坦性が非常に優れているので熱膨張に伴う導体部の歪みが発生したとして
も、その歪みを均一化できるので半導体素子の位置ずれやはがれなどの不具合を抑制でき
る。また、導体部と半導体素子との密着性が向上し、導体部と半導体素子との結合に欠陥
として現れる未反応部や隙間（未接合部）の発生を抑制できる。同様に、接合材を介して
導体部と半導体素子とを接合した場合も未反応部や隙間の発生を抑制できる。
【００２７】
　導体部の半導体素子搭載部の表面粗さは算術平均粗さでＲａ０．１μｍ以下であり、十
点平均粗さＲｚｊｉｓで２．０μｍ以下であり、最大高さＲｚで１．２μｍ以下であり、
かつ算術平均うねりＷａが０．１μｍ以下であることが好ましい。
【００２８】
　また、絶縁性基板の厚さをｔ１、導体部の厚さをｔ２としたとき、０．１≦ｔ２／ｔ１
≦５０であることが好ましい。後述するように、半導体素子はＳｉ素子、ＧａＮ素子、Ｓ
ｉＣ素子など様々なものがある。いずれの場合も高出力化に伴い発熱量が増加する傾向に
ある。半導体素子が発生する熱を効率的に放熱させるためには、熱伝導率が高い導体部が
一定の厚さを具備していることが好ましい。ｔ１≦１．５ｍｍ、さらには０．１ｍｍ≦ｔ
１≦０．８ｍｍであることが好ましい。絶縁性基板の厚さｔ１が０．１ｍｍ未満では、導
体部３と導体部４との間の絶縁性を確保できない恐れがある。一方、絶縁性基板の厚さｔ
１が１．５ｍｍを超えると絶縁性基板自体が熱抵抗体となり、半導体回路基板としての放
熱性が低下する。さらに導体部の厚さｔ２は、１≦ｔ２／ｔ１≦１０、であることが好ま
しい。また、裏面側の導体部（導体部４）に関しても、絶縁性基板と同様の厚さ関係であ
ることが好ましい。
【００２９】
　また、導体部の側面端部の断面角度が４５°以下であることが好ましい。図２に導体部
の側面端部に角度を付けた半導体回路基板の一例を示す。図２中、符号１は半導体回路基
板であり、２は絶縁性基板であり、３は導体部であり、４は導体部（裏導体部）であり、
５は絶縁性基板と導体部との接合層であり、６は接合層のはみ出し領域（幅）であり、θ
は導体部の側面端部の角度である。
【００３０】
　前述のように半導体素子の発熱量が高くなると、導体部が熱膨張により歪んでくる。こ
のとき、導体部の側面端部の断面角度θを４５°以下と小さくすると、導体部の側面端部
の熱膨張による歪みを小さくすることができる。導体部の側面端部の歪みを小さくするこ
とができると、絶縁性基板と導体部との剥がれを抑制することができる。
【００３１】
　また、導体部が金属板から成る一方、絶縁性基板がセラミックス基板から成り、金属板
とセラミックス基板とを接合する接合層は金属板からのはみ出し領域（幅）が０．２ｍｍ
以下であることが好ましい。接合層のはみ出し領域６は、セラミックス基板と金属板との
接合面において金属板の側面端部からはみ出た接合層である。接合層のはみ出し領域６を
設けることにより、セラミックス基板と金属板の接合端面との剥がれを抑制することがで
きる。はみ出し領域６の幅が０．２ｍｍを超えて大きいと、それ以上のはがれ抑制効果が
得られないだけでなくコストアップの要因となる。また、前述の導体部の側面端部の断面
角度４５°以下にすることと組み合わせると、さらに効果的である。特に、導体部の厚さ
ｔ２が２ｍｍ以上の厚い導体部を設ける場合に有効である。
【００３２】
　また、図３および図４に本発明の半導体回路基板の他の実施例を示す。図中の符号は図
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１と同一である。図３は導体部３を凸状に形成したものであり、図４は導体部３を凹状に
形成したものである。図３において、導体部の半導体素子搭載部は、凸面の一番高い箇所
であってもよいし、段差部であってもよい。また、図４において、導体部の半導体素子搭
載部は、凹部の一番低い箇所であってもよいし、高い箇所であってもよい。いずれの場合
であっても、半導体素子導体部の表面粗さを算術平均粗さＲａで０．３μｍ以下、十点平
均粗さＲｚｊｉｓで２．５μｍ以下、最大高さＲｚで２．０μｍ以下、かつ算術平均うね
りＷａで０．５μｍ以下の平坦面とする。
【００３３】
　図３のような凸状導電部であると、導電部の凸面の一番高い所に半導体素子を搭載する
ことにより、導電部の端部の熱膨張を緩和できるので絶縁性基板と導電部のはがれを抑制
できる。また、図４のような凹状導電部であると、導電部の凹部の一番低い箇所に半導体
素子を搭載することにより、半導体素子の熱を、導体部を経由して効率的に放熱できる。
【００３４】
　なお、図３のような凸状導体部の場合、導体部の厚さｔ２は導体部の最も厚い箇所をｔ
２とする。また、図４のような凹状導体部の場合も、導体部の厚さｔ２は導体部の最も厚
い箇所をｔ２とする。
【００３５】
　以上のような半導体回路基板は、導体部の半導体素子搭載部が優れた平坦性を有してい
るので、半導体素子の発熱量が上がったとしても導体部の歪みを抑制できるので半導体素
子の剥がれなどの不具合を抑制できる。従って、本発明の半導体回路基板を使った半導体
装置は信頼性を向上させることができる。
【００３６】
　また、半導体装置に用いる半導体素子としては、Ｓｉ素子、ＧａＮ素子、ＳｉＣ素子、
熱電素子など様々な半導体素子に適用できる。これらの中では、特に、Ｓｉ素子、ＧａＮ
素子、ＳｉＣ素子のいずれか１種以上であることが好ましい。Ｓｉ素子のジャンクション
温度は１５０～１７０℃の高温化が進められている。また、ＧａＮ素子またはＳｉＣ素子
はジャンクション温度が３００～４００℃になると見込まれている。いずれの場合も使用
温度が１３０℃以上、さらには２００℃以上と高くなる方向にある半導体素子である。
【００３７】
　本発明の半導体回路基板は、半導体素子導体部の平坦性を向上させているので使用温度
が高くなっても、半導体素子の位置ずれを防ぐことができる。そのため、接合材を介して
半導体素子を導電部に接合する方法、接合材を介さずに半導体素子を導体部に直接接合さ
せる方法の両方とも適用することができる。図５に接合層８を介して半導体素子７を搭載
した半導体装置の一実施例を示す。また、図６に接合層を介さずに半導体素子７を搭載し
た半導体装置の一例を示す。図５および図６中、符号１は半導体回路基板（半導体装置）
であり、２は絶縁性基板であり、３は導体部であり、４は導体部（裏導体部）であり、５
は絶縁性基板と導体部との接合層であり、７は半導体素子であり、８は半導体素子を接合
するための接合層である。
【００３８】
　半導体素子が接合材を介して導電部に接合されている構造をとる際の接合材は、半田、
活性金属ろう材または熱伝導性樹脂が挙げられる。
【００３９】
　半田は鉛フリー半田が好ましく、融点が半導体素子の使用温度よりも１００℃以上高い
ものが好ましい。
【００４０】
　また、活性金属ろう材は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆから選ばれる少なくとも１種の活性金属を
含有するＡｇ－Ｃｕ合金ろう材である。活性金属ろう材は、活性金属を１～６質量％、Ｃ
ｕを１０～３５質量％、残部Ａｇであることが好ましく、必要に応じ、ＩｎまたはＳｎを
１０～２０質量％を添加してもよい。活性金属ろう材は融点が７００℃以上と高いことか
ら、半導体素子の使用温度が２００℃以上の高温になったとしても強固な接合を維持でき
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る。
【００４１】
　一方、半導体素子が接合材を介さずに導体部に直接接合されている構造とするには、圧
着法、摩擦攪拌接合法（ＦＳＷ：Friction Stir Welding）または常温接合法が挙げられ
る。
【００４２】
　ここで上記圧着法は、半導体素子を導体部の半導体素子搭載部に接触させ、一定の圧力
で押し込んで接合する方法である。また、必要に応じ、熱を加えながら一定の圧力で押し
込んで接合したり、接合面を真空中でＡｒビーム等を接合面に照射して表面を活性化した
りして接合してもよい。
【００４３】
　また、摩擦攪拌接合法（ＦＳＷ）は、半導体素子または半導体回路基板のどちらか一方
を回転させながら相手部材に圧力で押し当て、その摩擦熱と攪拌力で接合する方法である
。摩擦熱と攪拌力を利用しているため、母材を溶融せずに塑性流動を利用した固相接合を
行うことができる。
【００４４】
　上記圧着法、摩擦攪拌接合法または常温接合法のように接合材を用いずに半導体素子と
導体部を直接接合しているので、接合材の剥がれによる接合不良を発生させることがない
。また、半導体素子が直接的に導体部と接合されているので、半導体素子の発熱量が増加
したとしても放熱性が良好である。
【００４５】
　また、図７にヒートシンクを接合した半導体装置（半導体回路基板）を示す。図７中、
符号１は半導体回路基板であり、２は絶縁性基板であり、３は導体部であり、４は導体部
（裏導体部）であり、５は絶縁性基板と導体部との接合層であり、７は半導体素子であり
、８は半導体素子を接合するための接合層であり、９はヒートシンクである。裏導体部４
にヒートシンク９を接合することにより、さらに放熱性を向上させることができる。
【００４６】
　本発明の半導体装置は、半導体素子の発熱量が増大したとしても、優れた放熱性を維持
した上で、半導体素子と導体部との接合の信頼性を維持できる。また、導電部の側面端部
形状や導電部と絶縁性基板の接合層のはみ出し量を調整することにより、導電部および絶
縁性基板のＴＣＴ特性が向上し、剥がれの不具合が発生することを抑制できる。そのため
、半導体装置としてのＴＣＴ特性を大幅に向上し、信頼性を向上させることができる。そ
のため、自動車や電気自動車、電鉄車両、産業機械およびエアコン等のインバターに用い
られるＰＣＵ（出力調整装置）、ＩＧＢＴ（絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）、ＩＰ
Ｍ（インテリジェントパワーモジュール）など様々な分野に適用できる。
【００４７】
　次に製造方法について説明する。本発明の半導体回路基板の製造方法は特に限定される
ものではないが、効率的に回路基板を得るための方法として以下の方法がある。
【００４８】
　まず、絶縁性基板を用意する。絶縁性基板としては、セラミックス基板や絶縁性樹脂基
板が挙げられる。セラミックス基板としては、アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、窒
化珪素基板が好ましい。また、アルミナ基板は、熱伝導率は１０～３０Ｗ／ｍ・Ｋである
が、３点曲げ強度が４００ＭＰａ以上と高い。また、アルミナ基板は窒化アルミニウム基
板や窒化珪素基板と比較して安価であるため、コスト低減のためには効果的である。また
、窒化アルミニウム基板は熱伝導率１７０Ｗ／ｍ・Ｋ以上の熱伝導率の高いものが好まし
い。窒化アルミニウム基板は、３点曲げ強度２５０ＭＰａ以上とアルミナ基板と比較して
低いが、焼結助剤成分などを改善することにより３５０～５５０ＭＰａと高強度化するこ
とができる。また、窒化珪素基板は、熱伝導率５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上かつ３点曲げ強度５０
０ＭＰａ以上の高熱伝導・高強度のものが好ましい。
【００４９】
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　絶縁性樹脂基板は、絶縁性を確保できれば特に限定されるものではない。また、絶縁性
樹脂基板はセラミックス基板と比較して安価である。絶縁性基板の選択は、搭載する半導
体素子の発熱量や用途毎の使用環境に応じて選択するものとする。例えば、ＳｉＣ素子の
ように素子の発熱が高温になる場合はセラミックス基板が好ましい。特に、窒化珪素基板
は高熱伝導化かつ高強度化することにより、基板厚さを０．４ｍｍ以下と薄くできる。基
板厚さを薄くすることにより、窒化珪素基板が熱抵抗体となることを防止することができ
るので、さらに放熱性を向上させることができる。また、絶縁性基板は厚さ１．５ｍｍ以
下、さらには０．１～１．０ｍｍのものが好ましい。
【００５０】
　次に、絶縁性基板に導電部を設ける工程を行う。導体部は、金属板、金属粉末ペースト
を焼成したもの、スパッタ膜などの金属蒸着膜、金属メッキ膜などが挙げられる。この中
では、金属板が好ましい。金属板であれば、金属板の厚さｔ２と絶縁性基板の厚さｔ１の
厚さ比を調整し易い。
【００５１】
　また、金属板と絶縁性基板との接合は、絶縁性基板がセラミックス基板の場合、直接接
合法（ＤＢＣ法）や活性金属ろう材法が好適である。また、絶縁性基板が絶縁性樹脂基板
である場合、接着剤などで接合する方法が挙げられる。
【００５２】
　また、半導体素子を搭載する導体部の形状を図３に示すような凸状導体部を形成する場
合または図４に示すような凹状導体部を形成する場合、予め凸状金属板や凹状金属板を用
いてもよいし、後述するようにエッチング加工やプレス加工により形状を整えてもよい。
【００５３】
　また、必要に応じ、エッチング加工やプレス加工により、導電部に回路形状を付与する
ものとする。また、エッチング加工により、導体部の側面端部形状および接合層のはみ出
し領域（幅）を調整するものとする。
【００５４】
　また、導体部を接合した絶縁性基板を調製した後、半導体素子搭載部の平坦性を向上さ
せる研磨加工を行う。平坦性を向上させる研磨加工は、エッチング加工またはプレス加工
である。算術平均粗さＲａで０．３μｍ以下であり、十点平均粗さＲｚｊｉｓで２．５μ
ｍ以下であり、最大高さＲｚで２．０μｍ以下であり、かつ算術平均うねりＷａで０．５
μｍ以下である平坦面を得るための研磨加工は、前述の回路形状を付与するためのエッチ
ング加工やプレス加工とは異なる条件となる。
【００５５】
　すなわち、回路形状を整える加工の場合、導体部の不要な箇所を完全に除去する必要が
ある。それに対し、平坦性を向上させる研磨加工は、導体部を完全に除去するのではなく
、半導体素子搭載部のみを目的とする平坦面になるように加工するもので、導体部の厚さ
を１～５０μｍ除去することにより平坦面を形成する。
【００５６】
　特に、前述の接合材を介さない方法で半導体素子を搭載する場合には、導体部の半導体
素子搭載部は算術平均粗さＲａで０．１μｍ以下であり、十点平均粗さＲｚｊｉｓで２．
０μｍ以下であり、最大高さＲｚで１．２μｍ以下であり、かつ算術平均うねりＷａで０
．１μｍ以下であることが好ましいため、導体部は１０μｍ以上除去することが望ましい
。
【００５７】
　エッチング加工の場合、エッチング液や浸漬あるいは流動時間等の処理条件を導体部の
材質と必要とする平坦性に応じて選定する。また、プレス加工の場合は、プレス金型の表
面を目的とする平坦面として導体部に真空中にて７００～８６０℃で加熱しながら加圧す
るプレス加工を行うものである。また、導体部の半導体素子搭載部のみを平坦面とするこ
とにより、半導体素子を搭載する箇所を識別し易くなるマーキング効果も得ることができ
る。なお、平坦面とするのは、導体部の半導体素子搭載部のみでよいが、導体部の全面を
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平坦面としてもよいことは言うまでもない。
【００５８】
　次に、半導体装置の製造方法として、得られた半導体回路基板に半導体素子を搭載する
工程を行う。半導体素子と導電部の半導体素子搭載部との接合は、前述のように接合材を
介する方法または接合材を介さない方法のいずれでもよい。
【００５９】
　半導体素子が接合材を介して導電部に接合されている構造をとる際の接合材は、半田、
活性金属ろう材または熱伝導性樹脂が挙げられる。この接合材の厚さは３０μｍ以下、さ
らには１０μｍ以下と薄い方がよい。接合材を薄くすることにより、半導体素子搭載部を
平坦面にした効果がより得られるようになる。
【００６０】
　また、半導体素子を接合するための活性金属ろう材は、金属成分の合計を１００ｗｔ（
質量）％としたとき、Ｔｉを１～６ｗｔ％、Ｃｕを１０～３５ｗｔ％、ＳｎまたはＩｎの
１種または２種を１０～２０ｗｔ％、Ａｇを残部とすることが好ましい。Ａｇ－Ｃｕ－Ｔ
ｉから成る活性金属ろう材にＳｎまたはＩｎの１種または２種を添加させることにより活
性金属ろう材の共晶温度を下げることができる。活性金属ろう材の共晶温度を下げること
により、接合温度を６５０～８００℃にすることができる。セラミックス基板と銅板とを
接合する場合には、Ａｇ－Ｃｕ－Ｔｉから成る活性金属ろう材の接合温度が８２０～９０
０℃となる。
【００６１】
　これに対して、半導体素子を接合するための活性金属ろう材の接合温度を８００℃以下
とすることにより、セラミックス基板と銅板との接合温度をより低くすることができる。
これにより、半導体素子の接合工程の加熱処理によりセラミックス基板と銅板との接合層
に悪影響が発現しないようにすることができる。
【００６２】
　なお、セラミックス基板と銅板との接合と、銅板と半導体素子との接合とを同時に実施
する場合には、同じ組成の活性金属ろう材を使用することが好ましい。
【００６３】
　また、接合材を介さない場合は、圧着法、摩擦攪拌接合法（ＦＳＷ）、常温接合法など
が挙げられる。
【００６４】
　圧着法は、半導体素子を導体部の半導体素子搭載部に接触させ、一定の圧力で押し込ん
で接合する方法である。また、必要に応じ、熱を加えながら一定の圧力で押し込んで接合
したり、接合面を真空中にてＡｒビーム等を照射させることで表面を活性化して接合した
りしてもよい。また、摩擦攪拌接合法（ＦＳＷ）は、半導体素子または半導体回路基板の
どちらか一方を回転させながら相手部材に圧力で押し当て、その摩擦熱と攪拌力で接合す
る方法である。摩擦熱と攪拌力を利用しているため、母材を溶融せずに塑性流動を利用し
た固相接合を行うことができる。
【００６５】
　また、半導体素子は、Ｓｉ素子、ＧａＮ素子、ＳｉＣ素子など様々なものが適用できる
。特に、使用温度が１３０℃以上、さらには２００℃以上の高温になる半導体素子であっ
たとしても、導電部の半導体素子搭載部を平坦面にしているので、導電部と半導体素子と
の接合の信頼性を向上させることができる。また、半導体素子と導電部との間の未反応部
や隙間を抑制できるので、接合面に熱抵抗体となる部分が形成されないので効率的に放熱
できる。このため、使用温度が高くなる半導体素子を搭載する場合は、圧着法、摩擦攪拌
接合法、常温接合法のような接合材を介さない方法が好ましい。
【００６６】
　また、接合材を介さずに導電部の半導体素子搭載部へ半導体素子の接合を実施する場合
は、２ｋＮ以上の荷重を負荷させて半導体素子を接合することが好ましい。銅板としては
無酸素銅板が好適に使用される。無酸素銅板のビッカース硬度（ＨＶ）は、ＪＩＳ－Ｈ－
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２ｋＮ以上とすることにより、無酸素銅板からなる導電部の半導体素子搭載部に半導体素
子が傾くこと無く、正確に圧入させることができる。なお、負荷の上限は２０ｋＮ以下で
あることが好ましい。負荷の上限が２０ｋＮを超えると銅板が変形してしまうおそれがあ
る。そのため、負荷は２～２０ｋＮ、さらには３～１０ｋＮであることが好ましい。
【００６７】
　また、摩擦攪拌接合法については、半導体素子に回転速度５００～４０００ｒｐｍに相
当する動きを与えることで、負荷を２ｋＮ未満にすることもできる。
【００６８】
　圧着法または摩擦攪拌接合法を上記条件で実施すれば、半導体素子と導電部の半導体素
子搭載部との接合部に隙間が生じないように両者を接合することができる。隙間の発生の
有無は超音波探傷法にて分析することができる。なお、超音波探傷法は、パルス反射法を
用いた垂直探傷法により実施するものとする。
【００６９】
　また、図５～７では、半導体素子を一個のみ搭載した構造を実施例として示したが、本
発明はこれらに限らず、半導体素子を複数個搭載してもよい。半導体素子は、歩留りやコ
ストを考慮して、小面積化していく傾向にある。小型の半導体素子を搭載する場合、導体
部とのわずかな接合不良であっても熱抵抗体となり、放熱性に影響する。また、小面積の
半導体素子の場合、半導体装置として容量を増加させるには、複数の半導体素子を並列接
続する必要がある。このような場合も、個々の半導体素子を搭載する導電部の半導体素子
搭載部を平坦面とすることにより、同様の効果が得られる。従って、複数個の半導体素子
を搭載する半導体装置にも好適である。
【００７０】
（実施例）
（実施例１～１０および比較例１～３）
　絶縁性（セラミックス）基板（縦３０ｍｍ×横３５ｍｍ）として、アルミナ基板（厚さ
０．６３５ｍｍ、熱伝導率１５Ｗ／ｍ・Ｋ、３点曲げ強度４５０ＭＰａ）、窒化アルミニ
ウム基板（厚さ０．６３５ｍｍ、熱伝導率１８０Ｗ／ｍ・Ｋ、３点曲げ強度４００ＭＰａ
）、窒化珪素基板（厚さ０．３２０ｍｍ、熱伝導率９０Ｗ／ｍ・Ｋ、３点曲げ強度６５０
ＭＰａ）を用意した。
【００７１】
　次に、活性金属ろう材法により、絶縁性基板の両面に銅板（縦２５ｍｍ×横３０ｍｍ）
を接合した。なお、活性金属ろう材はＴｉ３ｗｔ％、Ｃｕ３０ｗｔ％、残部Ａｇのものを
用い、厚さ１５μｍで塗布して、真空中（１０－３Ｐａ以下）で、温度８２０～８６０℃
で加熱接合した。また、銅板は無酸素銅板（ビッカース硬度Ｈｖ８０）のものを用いた。
【００７２】
　次に、回路形状を設けるために、表面の銅板にエッチングレジストを印刷し、エッチン
グ処理を行って回路パターンを形成した後、エッチングレジストを剥離した。また、必要
に応じ、回路パターンの端部をエッチング加工して、銅板の側面端部の断面角度θおよび
接合層のはみ出し領域を調整した。
【００７３】
　得られた半導体回路基板のサイズは、表１に示した試料１～８である。
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【表１】

【００７４】
　次に、試料１～８の半導体回路基板に対し、半導体素子搭載部を表２に示す平坦面に加
工した。なお、研磨加工方法はエッチング加工にて行って実施例とした。また、研磨加工
を行わないものを比較例とした。

【表２】

【００７５】
　実施例１～１０および比較例１～３に係る半導体回路基板に対し、導体部の半導体素子
搭載部に半導体素子を搭載して半導体装置を作製した。導体部と半導体素子との接合条件
は表３に示す通りである。なお、接合材を介する方法として活性金属ろう材を用い、ろう
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材を介さない方法として、圧着法、摩擦攪拌接合法（ＦＳＷ）を用いた。
【００７６】
　なお、活性金属ろう材を用いた接合法は、Ｔｉ３ｗｔ％、Ｃｕ２０ｗｔ％、Ｓｎ８ｗｔ
％、Ｉｎ８ｗｔ％、Ａｇ残部からなる活性金属ろう材を用いて、厚さ１０μｍ塗布して、
真空中（１０－３Ｐａ以下）で温度７００～７５０℃で加熱接合した。また、圧着法は荷
重負荷３～１０ｋＮにて行った。また、摩擦攪拌接合法（ＦＳＷ）は半導体素子を回転速
度１０００～３０００ｒｐｍで回転させながら、荷重負荷１ｋＮにて接合した。
【００７７】
　こうして調製した各半導体装置に対して、ＴＣＴ試験（熱サイクル試験）を実施した。
ＴＣＴ試験は、試験１として、－５０℃×３０分→室温×１０分→１５５℃×３０分→室
温×１０分を１サイクルとして２０００サイクル実施した。また、試験２として、セラミ
ック基板として窒化珪素基板を用いた試料について、－５０℃×３０分→室温×１０分→
２１０℃×３０分→室温×１０分を１サイクルとして２０００サイクル実施した。
【００７８】
　そして試験後の、セラミックス基板と銅板との接合不良の有無、銅板と半導体素子との
接合不良の有無を目視及び超音波探傷法により確認した。なお、超音波探傷法はパルス反
射法による垂直探傷法により銅板と半導体素子との接合部（半導体素子と銅板の半導体素
子搭載部との接合部）に隙間が確認されたものを不良、隙間が確認されなかったものを良
品（不良のなかったもの）とした。この結果、不良のなかったものを「○」、不良のあっ
たものを「×」で示した。
【表３】

【００７９】
上記表３に示す結果から明らかなように各実施例に係る半導体装置は、１５０℃、さらに
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特に窒化珪素基板を用いたものは優れた特性を示した。また、実施例に係る半導体装置は
、試験２の完了後であったとしても、半導体素子と銅板との接合部に隙間は観察されなか
った。なお、実施例１～４は試験２にて銅板の剥がれが確認されたが、その剥がれ量は比
較例１～２と比較して小さかった。
【００８０】
　以上説明の通り、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は例と
して提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実
施形態は、その他の様々な形態で実施し得るものであり、発明の要旨を逸脱しない範囲で
、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明
の範囲や要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００８１】
１…半導体回路基板（半導体装置）
２…絶縁性基板
３…導体部（銅回路板）
４…導体部（裏導体部、裏回路板）
５…絶縁性基板と導体部との接合層
６…接合層のはみ出し領域（幅）
７…半導体素子
８…半導体素子を接合するための接合層
９…ヒートシンク

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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