
JP 4048579 B2 2008.2.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高熱伝導性基板と蓋と高熱伝導性カバー層とを含み、
　前記基板の一主面には冷媒を流通させるための冷媒用溝が形成されており、
　前記蓋は前記冷媒用溝上に配置されてその冷媒用溝を封じており、
　前記カバー層は前記蓋および前記基板の前記一主面を覆っており、
　前記基板、前記蓋および前記カバー層のいずれもがダイヤモンドで形成されていて、そ
れらのいずれの相互界面にも実質的にダイヤモンド以外の物質が存在していないことを特
徴とする熱消散体。
【請求項２】
　前記冷媒用溝の深さは５０μｍ以上であり、かつ前記基板の厚さの９０％以下であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の熱消散体。
【請求項３】
　前記冷媒用溝の幅が２０μｍ以上であり、かつ１０ｍｍ以下であることを特徴とする請
求項１または２に記載の熱消散体。
【請求項４】
　前記冷媒用溝の幅ａとそれらの冷媒用溝の間隔ｂとの比が０．０２≦（ａ／ｂ）≦５０
の範囲内にあることを特徴とする請求項１から３のいずれかの項に記載の熱消散体。
【請求項５】
　前記冷媒用溝の内壁は表面処理されており、その内壁に対する冷媒の濡れにおける接触
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角が６５°以下であることを特徴とする請求項１から４のいずれかの項に記載の熱消散体
。
【請求項６】
　前記蓋の幅は前記冷媒用溝の幅より大きく、かつその冷媒用溝の幅より５ｍｍを超えて
大きくはないことを特徴とする請求項１から５のいずれかの項に記載の熱消散体。
【請求項７】
　前記蓋の上面と側面との間の角部が面取りされていることを特徴とする請求項１から６
のいずれかの項に記載の熱消散体。
【請求項８】
　前記冷媒用溝の上部に前記蓋を受入れるための蓋用溝が形成されていることを特徴とす
る請求項１から７のいずれかの項に記載の熱消散体。
【請求項９】
　前記冷媒用溝の上部に前記蓋を受入れるための蓋用溝が形成されており、前記蓋用溝は
前記蓋の厚さに等しい深さを有していることを特徴とする請求項１から６のいずれかの項
に記載の熱消散体。
【請求項１０】
　ダイヤモンドからなる高熱伝導性基板を用意する工程と、
　前記基板の一主面に冷媒を流通させるための冷媒用溝を形成する工程と、
　前記冷媒用溝上にダイヤモンドからなる蓋を配置してその冷媒用溝を封じる工程と、
　前記蓋および前記基板の前記一主面上にダイヤモンドからなる高熱伝導性カバー層を形
成する工程とを含むことを特徴とする熱消散体の製造方法。
【請求項１１】
　前記高熱伝導性基板はダイヤモンド板を気相合成することによって用意されることを特
徴とする請求項１０に記載の熱消散体の製造方法。
【請求項１２】
　前記蓋はダイヤモンド板を気相合成することによって用意されることを特徴とする請求
項１０または１１に記載の熱消散体の製造方法。
【請求項１３】
　前記高熱伝導性カバー層の形成は気相合成によってダイヤモンド層を形成することによ
って行なわれることを特徴とする請求項１０から１２のいずれかの項に記載の熱消散体の
製造方法。
【請求項１４】
　前記冷媒用溝はエキシマレーザを用いて形成されることを特徴とする請求項１０から１
３のいずれかの項に記載の熱消散体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は冷媒流路を含む熱消散体に関し、特に、多量の熱を生じる半導体装置の冷却基板
や高エネルギ光の透過窓として好ましく用いられ得る熱消散体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
光通信に使用される半導体レーザは、長距離伝送などの要求の高まりに応じて、その出力
の増大が急速に進んでいる。それに伴って、半導体素子自体の発熱量も急増している。ま
た、携帯用情報システム機器の性能向上や小型化は、これらの機器内に内蔵されている半
導体素子における単位表面積あたりの発熱量の急速な増大を招いている。
【０００３】
現在、このような半導体素子用の放熱基板として主に用いられているアルミナなどの材料
では、上記のような高性能の半導体素子を実装する場合に、放熱特性が十分ではないこと
が問題になってきている。すなわち、従来技術による放熱基板材料においては、放熱基板
自体の固有の熱抵抗が大きすぎて、半導体素子の発熱を十分に周囲に放散させることがで
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きなくなっている。この問題を解決するためには、アルミナなどの従来の材料に代えて、
より高熱伝導性の材料を用いることが有効であり、現存する物質中で最も熱伝導率の高い
ダイヤモンドも半導体レーザダイオードなどの放熱基板として使われ始めている。
【０００４】
他方、シンクロトロン放射光などの大規模放射光実験装置に使用される窓材料に代表され
る各種光学窓材においては、その透過光強度や使用される環境に関する要求が益々厳しく
なる傾向にある。したがって、窓材料の機械的強度や放射線に対する耐久性などをはじめ
とする各種物性に関する要求が今後益々厳しくなることが予想される。
【０００５】
各種光学窓材として用いられる材料としては、たとえばＢｅ，Ｓｉ，ＺｎＳｅ，ＮａＣｌ
などが挙げられるが、これらの窓材料の熱伝導率は一般に非常に小さい。したがって、こ
れらの窓材に大きなエネルギの光を照射すれば、窓材自体の被照射面の温度が上昇して、
溶解、変質、破損などの問題が生じるので、これらの窓材を使用し得る光エネルギレベル
が限られている。
【０００６】
他方、ダイヤモンドは、真空紫外線から可視光線や赤外線まで非常に広い範囲の光を透過
することができ、優れた光学窓材料である。しかし、これを窓材として使用する場合、一
般に冷却は窓の周囲からしか行なうことができない。したがって、窓のサイズが大きくな
るにつれて、ダイヤモンドの窓材の場合でも、冷却が不十分になることが予想される。
【０００７】
ところで、放熱基板が輸送する熱は、最終的には外界の空気や水になど伝達されて排出さ
れなければならない。同様に、窓材についても、最終的には外界の空気や水に熱を排出す
る必要がある。放熱基板と窓材のいずれについても、それらにかかる熱負荷が大きくなる
に従って高熱伝導性材料を使用しなければならなくなることはもちろんであるが、伝導さ
れた熱を効率よく基板や窓から取去ってやる必要がある。そのために、放熱基板の裏面に
フィンや冷媒用配管を取付けるなどして、放熱面積や放熱効率の増大を図る工夫がなされ
ている。しかし、基板の裏面に冷却配管を取付ければ、その取付部に付加的な熱抵抗が入
ることが避けられず、フィンでは冷却効率が十分ではない。また、窓材の場合には、裏面
に冷却配管を取付けることは、光透過性と両立させる上で問題がある。
【０００８】
特開平４－２７３４６６によれば、複数のダイヤモンド基板を積層した３次元集積回路基
板において、基板の側縁部で厚さ方向に貫通する孔を設けて冷媒を流す構造が提案されて
いる。しかしながら、この構造では、基板の中央付近（実際には最も温度が上昇すると予
想される部分）が冷媒の通過孔から最も離れており、熱消散効率が悪い。
【０００９】
特開平８－２２７９５３と特開平８－２２７９５６においては、基板面に平行に冷媒を通
過させるための流路を含む冷却基板とその製造方法が開示されている。この冷却基板の製
造においては、１０Ｗ／ｃｍ・Ｋ以上の熱伝導率を有する高熱伝導性物質の薄板（たとえ
ばダイヤモンド薄板）の一主面に、レーザ光線による加工、選択気相成長または選択エッ
チングによって、冷媒用溝が形成される。その高熱伝導性物質薄板は冷媒用溝の形成され
た面が基材に接着され、これによって冷却基板が得られる。なお、冷媒用溝の形成された
高熱伝導性物質薄板が接着される基材として、もう１つの高熱伝導性物質薄板を用いるこ
ともできる。しかし、このような冷却基板中には接着剤が介在し、それは冷却基板の熱伝
導性や光透過性を低下させる。また、その接合工程において、接着剤が冷媒用溝内に流入
するおそれがあり、製品歩留りが低くなる。さらに、冷媒用溝を選択気相成長や選択エッ
チングによって形成する場合には、マスクの形成や除去に手間がかかる。
【００１０】
特開平８－２９３５７３および特開平８－３２５０９７では、内部に冷媒を通過させるた
めの通路組織を有する超小型冷却装置および電子部品用複合体とそれらの製造方法が提案
されている。通路組織は、線状の凹所を有する基板とこれらの凹所を外界に対して覆う被
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覆層により形成される。被覆層は電気絶縁性でかつ高熱伝導性であり、具体的には気相合
成ダイヤモンド層が提案されている。しかし、これらの先行技術においては、凹所中にも
被覆層が入り込んで、その凹所が埋まってしまうことがあるという問題がある。また、冷
媒の流路の内壁の大部分が熱伝導率の低い基板であり、熱抵抗が大きいものである。さら
に、基板の光透過性については何ら言及されていない。
【００１１】
J.Electrochem. Soc.,vol.138, 1991, pp.1706-1709 では、冷媒を流通させるためのマイ
クロチャンネルを有するダイヤモンドヒートシンクが開示されている。このダイヤモンド
ヒートシンクにおいては、Ｓｉ基板上に形成された溝状のマイクロチャンネルの内壁上に
ＳｉＯ2 を形成して、その上のダイヤモンド成長を抑制することによってマイクロチャン
ネルが埋まらないようにしている。ダイヤモンド合成を８０時間程度続けることによって
、ダイヤモンド層でマイクロチャンネルにほぼ蓋をすることができると述べられている。
しかし、溝状マイクロチャンネルの開口部で横断方向に成長したダイヤモンド層が完全に
は接合して一体化しないことも多く、工業的には冷媒の漏れなどにより製品歩留りが低下
する。また、この場合にも冷媒用流路として基板側に溝を形成しているので、特開平８－
２９３５７３と同様に熱抵抗が大きいという問題を有している。さらに、基板の光透過性
については何ら考慮されていない。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、従来の放熱基板や高エネルギ光用窓においては、それらの放熱特性に限界
があった。また、冷媒用流路を含む放熱基板においては、流路の取付部の熱抵抗や製造プ
ロセスの問題などがあって、放熱特性の向上にもやはり限界がある。さらに、冷媒用流路
を含む放熱基板を窓材に適用する場合、従来の技術では、高い放熱特性を実現しつつ広い
波長範囲の光を広い面積で透過させ得る窓材を得ることも困難である。
【００１３】
これらの先行技術の課題に鑑み、本発明は、優れた冷却特性を有する熱消散体とその製造
方法を提供することを目的としている。本発明はまた、優れた光透過性をも有する熱消散
体とその製造方法を提供することをも目的としている。
【００１４】
　本発明の１つの態様による冷媒流路を含む熱消散体は、高熱伝導性基板と蓋と高熱伝導
性カバー層とを含み、基板の一主面には冷媒を流通させるための冷媒用溝が形成されてお
り、蓋は冷媒用溝上に配置されてその冷媒用溝を封じており、カバー層は蓋および基板の
一主面を覆っており、基板、蓋およびカバー層のいずれもがダイヤモンドで形成されてい
て、それらのいずれの相互界面にも実質的にダイヤモンド以外の物質が存在していないこ
とを特徴としている。
【００１５】
　本発明のもう１つの態様による熱消散体の製造方法は、ダイヤモンドからなる高熱伝導
性基板を用意する工程と、その基板の一主面に冷媒を流通させるための冷媒用溝を形成す
る工程と、冷媒用溝上にダイヤモンドからなる蓋を配置してその冷媒用溝を封じる工程と
、基板の上記一主面と蓋を覆うようにダイヤモンドからなる高熱伝導性カバー層を形成す
る工程とを含んでいることを特徴としている。
【００１６】
このような本発明によれば、冷媒用溝は蓋によって封じられているので、カバー層が冷媒
用溝を埋めるおそれがない。また、基板、蓋およびカバー層の相互の界面に接着剤が介在
していないので、熱抵抗の小さな優れた熱消散体が得られる。さらに、基板、蓋およびカ
バー層のいずれもが透光性材料で形成することができ、冷媒用溝が占める領域を一定割合
以下に限定することによって、優れた熱消散性と透光性を兼ね備えた高エネルギ光用窓を
得ることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】



(5) JP 4048579 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

図１、図２および図３において、本発明のいくつかの実施の形態による冷媒流路を含む熱
消散体が模式的な断面図で示されている。なお、本願の各図において、同一の参照符号は
同一部分または類似部分を表わしている。
【００１８】
図１においては、熱消散体１０は高熱伝導性基板１１を含んでいる。基板１１の上面には
冷媒を流出させるための冷媒用溝１５が形成されている。冷媒用溝１５は、蓋１２によっ
て封じられている。そして、高熱伝導性カバー層１３は、蓋１２と基板１１の上面を覆っ
ている。
【００１９】
図２の熱消散体１０においても、高熱伝導性基板１１の上面には冷媒用溝１５が形成され
ている。しかし、図２の熱消散体１０においては、冷媒用溝１５の上部に、さらに蓋１２
を位置決めして受入れるための蓋用溝１４が形成されている。
【００２０】
図３の熱消散体１０は、図２の場合と同様に蓋用溝１４を有している。しかし、図３の熱
消散体においては、蓋用溝１４が蓋１２の厚さに等しい深さを有している。したがって、
蓋用溝１４内に受入れられた蓋１２の上面は基板１１の上面と同一平面を形成している。
【００２１】
図１、図２および図３に示されているような高熱伝導性基板１１は、本発明の目的からし
て、できるだけ高い熱伝導率を有することが好ましく、１０Ｗ／ｃｍ・Ｋ以上の熱伝導率
を有することが好ましい。このような基板材料として、具体的には天然ダイヤモンドや高
圧合成ダイヤモンドなどが挙げられるが、特に気相合成ダイヤモンドは大面積でかつ低コ
ストに高熱伝導性の基板を形成し得るので好ましい。基板１１は薄すぎれば機械的強度が
低くなるので好ましくないが、逆に厚すぎても基板のコストが上がり、また厚さ方向の熱
伝導距離も大きくなるので好ましくない。さらに、基板１１が厚すぎれば、熱消散体１０
を窓として利用する場合に、光透過率が低下する問題も生じる。したがって、基板１１の
厚さは、０．０３ｍｍ以上で５ｍｍ以下であることが好ましく、０．０７ｍｍ以上で２ｍ
ｍ以下であることがより好ましい。また、高熱伝導性基板１１は、半導電性または導電性
であってもよいが、絶縁性であることが好ましい。その抵抗率は、１×１０8 Ωｃｍ以上
であることが好ましく、１×１０9 Ωｃｍ以上であることがより好ましい。
【００２２】
高熱伝導性カバー層１３は、基板１１の上面および蓋１２の全体を覆うように設けられる
。高熱伝導性カバー層１３は、高い熱伝導率を有すべきことはもちろんであるが、高熱伝
導性基板１１に設けられた冷媒用溝１５中に流される冷媒が漏れないようにシールするこ
とも必要であり、基板１１に対して良好な密着性で形成されることが必要である。そのた
めには、気相合成法によって得られるダイヤモンド層が最も適している。カバー層１３は
、薄すぎれば冷媒用溝１５を完全にシールすることが難しくなり、逆に厚すぎればコスト
が高くなる。したがって、カバー層１３の厚さは、０．０２ｍｍ以上で０．４ｍｍ以下で
あることが好ましく、０．０５ｍｍ以上で０．３５ｍｍ以下であることがより好ましい。
【００２３】
蓋１２は冷媒用溝１５の上部開口を封じるように配置され、その上に形成される高熱伝導
性カバー層１３によって冷媒用溝１５が埋まらないようにするために必要とされる。蓋１
２は、その上に高熱伝導性カバー層１３を密着性よく形成し得る材料であることが好まし
く、かつ高い熱伝導性を有することが好ましい。そのためには、気相合成法によって得ら
れるダイヤモンド板が最も適している。蓋１２は、薄すぎれば機械的に弱くなる。逆に蓋
１２が厚すぎれば、蓋用溝１４が形成されていない場合に、基板１１の上面と蓋１２を覆
うカバー層１３の上面の凹凸が激しくなる。また、蓋１２が厚すぎれば、蓋用溝１４を設
ける場合にも、図３に示されているような最も好ましい形態である蓋１２の厚さに等しい
深さを有する蓋用溝１４を形成することが難しくなる。したがって、蓋１２の厚さは、０
．０２ｍｍ以上で０．５ｍｍ以下であることが好ましい。蓋１２の幅は、封じられるべき
冷媒用溝１５の幅より大きくなければならない。しかし、蓋１２の幅が大きすぎてもカバ
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ー層１３による冷媒用溝１５のシールがうまく行なわれないので、蓋１２の幅は冷媒用溝
１５の幅より５ｍｍを超えて大きくないことが好ましい。
【００２４】
冷媒用溝１５は、熱消散体１０の主面に平行に冷却用媒体を流通させるために設けられる
。冷媒用溝１５は深いほど熱交換率が上がるが、深すぎれば基板１１の機械的強度を低下
させるので好ましくない。したがって、冷媒用溝１５の深さは２０μｍ以上であることが
好ましくさらに５０μｍ以上であることがより好ましいが、高熱伝導性基板１１の厚さの
９０％以下であることが好ましくさらに８０％以下であることがより好ましい。冷媒用溝
１５の幅も、熱交換率の観点からは広いほど好ましいが、広すぎれば基板１１の機械的強
度や窓としての光透過特性に悪影響を及ぼす。したがって、冷媒用溝１５の幅は２０μｍ
以上で１０ｍｍ以下であることが好ましく、４０μｍ以上で２ｍｍ以下であることがより
好ましい。また、冷媒用溝１５の幅ａとそれらの間隔ｂ（図１参照）の比は、０．０２≦
（ａ／ｂ）≦５０の範囲内にあることが好ましく、０．０４≦（ａ／ｂ）≦２５の範囲内
であることがより好ましい。冷媒用溝１５は、長方形の断面形状で形成することができる
。その場合、冷媒用溝の幅ａと深さｃ（図１参照）の比は、０．０５≦（ａ／ｃ）≦１０
０の範囲内にあることが好ましく、０．１≦（ａ／ｃ）≦５０の範囲内にあることがより
好ましい。
【００２５】
ただし、冷媒用溝１５の最適な幅、間隔、深さ等については、熱消散体１０にかけられる
熱負荷や機械的負荷に依存して選択される。また、冷媒用溝１５の断面形状は必ずしも長
方形である必要はなく、望まれるならば、半円形、半楕円形、またはその他の任意の形状
で形成されてもよいことはいうまでもない。さらに、冷媒用溝１５の幅ａ、間隔ｂおよび
深さｃの値は一定である必要はなく、上述の範囲内で変化させられてもよい。冷媒用溝１
５が基板１１の上面を占める割合は、２～９０％の範囲内にあることが好ましく、１０～
８０％の範囲内にあることがより好ましい。冷媒用溝１５の側面が基板の上面に対する法
線とのなす角（テーパ角）は３０°以下であることが好ましい。
【００２６】
基板１１上に設けられる冷媒用溝１５の分布密度は、熱消散体１０にかかる熱負荷の分布
に応じて適宜に調節することができる。たとえば、熱消散体１０上に搭載される電子装置
において最も発熱する部分または最も低温であるべき部分が最も効率的に冷却されるよう
に冷媒用溝１５を形成することが好ましい。
【００２７】
冷媒用溝１５の内壁は良好な濡れ性を有することが好ましく、その内壁上に１ｎｍ以上で
１μｍ以下の厚さの非ダイヤモンド炭素層（たとえば、グラファイトや非結晶質カーボン
からなる層）が形成されてもよい。そのような非ダイヤモンド炭素層は、不活性ガス雰囲
気のような非酸化性雰囲気中でダイヤモンド基板１１を１０００～１５００℃の範囲内の
温度において３０分から１０時間（たとえば１時間）の間加熱することによって形成する
ことができる。この場合に、冷媒用溝１５の内壁以外の基板１１の表面にも非ダイヤモン
ド炭素層が形成されるが、これらは研磨などによって除去することができる。なお、非ダ
イヤモンド炭素成分の有無は、たとえばラマン分光法によって評価することができる。
【００２８】
上述のように、冷媒用溝１５の内壁は冷媒に対して良好な濡れ性を有することが好ましく
、冷媒の濡れにおける接触角は通常は６５°以下であることが好ましく、６０°以下であ
ることがより好ましい。気相合成ダイヤモンドの表面には多くの場合に水素原子が存在し
ているので、このままでは水などの冷媒を弾く傾向にある。このような場合、水素原子に
代えて酸素原子を含む親水基（たとえばＯＨ基）を付与することによって、ダイヤモンド
表面の親水性を高めることができる。そのためには、たとえば大気中のような酸化雰囲気
中で、５００～８００℃の範囲内の温度で１０分から１０時間の範囲内の時間においてア
ニールするか、または酸素もしくは酸素を含む気体のプラズマで処理すればよい。
【００２９】
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蓋１２は、図１に示されているように、冷媒用溝１５の上部開口を封じるように配置され
る。なお、蓋１２の上面と側面との間の角部は緩やかに面取りしておくことが好ましい。
これは、高熱伝導性カバー層１３を形成するときに蓋１２の角部においてそのカバー層１
３の品質が低下しやすく、その角部の面取りがカバー層１３の質の低下を低減させる効果
を生じるからである。
【００３０】
冷媒用溝１５を封じるように蓋１２を配置するとき、図２に示されているように冷媒用溝
１５の上部に重ねて蓋用溝１４が設けられていることが好ましい。このような蓋用溝１４
によって、蓋１２の位置決めが容易になるとともに、配置された蓋１２が安定化され、熱
消散体１０の製品歩留りが飛躍的に向上する。また、蓋用溝１４が蓋１２の厚さと等しい
深さを有することがさらに好ましい。そのような蓋用溝１４を設けることによって、配置
された蓋１２の上面と基板１１の上面が同一平面を形成し、それらを覆う高熱伝導性カバ
ー層１３の上面の凹凸を低減することが可能となり、カバー層１３の表面研磨工程が容易
になる。
【００３１】
高熱伝導性基板１１、蓋１２および高熱伝導性カバー層１３は、すべてが気相合成ダイヤ
モンドで形成されることが好ましい。そうすれば、実質的に不純物を含まないで高熱伝導
性を有しかつ非常に高い光透過率をも有する熱消散体１０を得ることができる。このよう
な熱消散体は、高熱抵抗層を含んでいなくて非常に優れた放熱冷却特性を有する冷却基板
として用いることができ、また、広い面積において広い波長範囲の光に関して良好な透過
性を有しかつ優れた熱消散特性を有する光学窓材として用いることができる。
【００３２】
次に、図１、図２および図３に示されているような熱消散体の製造方法について説明する
。まず、所望の形状の高熱伝導性基板１１が用意され、その上面に冷媒用溝１５が形成さ
れる。冷媒用溝１５の上部において、望まれる場合には蓋用溝１４も形成される。次に、
蓋１２を用意し、冷媒用溝１５を封じるように蓋１２を配置する。その配置された蓋１２
および高熱伝導性基板１１の上面を覆うように、高熱伝導性カバー層１３が形成され、こ
れによって熱消散体１０が完成する。
【００３３】
所望の形状の高熱伝導性基板１１が気相合成ダイヤモンドで形成される場合、まずダイヤ
モンドを合成するための基材が用意される。そのような基材として、たとえばＳｉ，Ｓｉ
Ｃ，Ｍｏ，Ｓｉ3 Ｎ4 などを用いることができる。このような基材上に、公知の気相合成
法によってダイヤモンド板が成長させられる。気相合成法としては、燃焼炎法、熱フィラ
メントＣＶＤ法、マイクロ波プラズマＣＶＤ法などを利用することができる。これらのう
ちで、マイクロ波プラズマＣＶＤ法は、高純度の気相合成ダイヤモンドを容易に得ること
ができるので、特に好ましい。その後に、酸による溶解や研削などの適当な方法で基材を
除去することによって、気相合成ダイヤモンド板を得ることができる。
【００３４】
こうして得られた気相合成ダイヤモンド板の（必要に応じて研磨などで平坦化された）片
面に、冷媒用溝１５が、公知のレーザ加工（特開平８－２２７９５３段落４４と４５参照
）、選択エッチング（特開平８－２２７９５３段落４６参照）または気相選択成長（特開
平８－２２７９５６段落２７と２８参照）などを用いて形成される。
【００３５】
蓋１２は、高熱伝導性基板１１と同様に公知の気相合成法によって適当な基材の上にダイ
ヤモンド板を合成し、その基材を除去して（必要に応じて表面の平坦化処理および切断加
工を経て）得ることができる。以上のようにして得られた高熱伝導性基板１１の冷媒用溝
１５上に蓋１２が配置される。このとき、冷媒用溝１５の上部に重ねて蓋用溝１４が形成
されていれば、蓋１２が迅速かつ確実に位置決め配置され得る。
【００３６】
その後、配置された蓋１２と高熱伝導性基板１１の上面を覆うように、高熱伝導性カバー
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層１３として、公知の気相合成法によってダイヤモンド層が成長させられる。このように
高熱伝導性カバー層１３を気相成長させることによって、容易に蓋１２の固定と冷媒用溝
１５のシールを確実に行なうことができる。このとき、蓋１２が存在しているので、高熱
伝導性カバー層１３によって冷媒用溝１５が埋められてしまうことがない。また、蓋取付
のためにろう材を使用する場合のように、ろう材によって冷媒用溝１５が埋められてしま
うこともない。
【００３７】
このようにして得られる熱消散体１０は、実質的にすべての部分がダイヤモンドのみで形
成されていてろう材などの不純物を含まないので、優れた熱消散性のみならず優れた光学
特性をも有し、放熱基板や冷却基板さらには高エネルギ光用窓として好ましく用いられ得
る。
【００３８】
［実施例］
以下において、本発明による熱消散体のいくつかの実施例についてさらに具体的に説明す
る。
【００３９】
（実施例１）
各々が２０×２０×２ｍｍの大きさを有し、かつ傷つけ処理された２枚の多結晶Ｓｉ基材
上に、マイクロ波プラズマＣＶＤ法によってダイヤモンド薄板が成長させられた。成長条
件として、１．５％のメタンと水素とを含む原料ガス、８５Ｔｏｒｒの圧力、および９３
０℃の成長温度が用いられた。ダイヤモンド薄板の成長の後にその成長面が研磨され、Ｓ
ｉ基材を酸で溶解することによって２枚のダイヤモンド自立薄板ＡとＢ（Ａの大きさ２０
×２０×０．５ｍｍ；Ｂの大きさ２０×２０×０．２ｍｍ）が得られた。これらのダイヤ
モンド自立薄板の熱伝導率を測定したところ、１８Ｗ／ｃｍ・Ｋであった。
【００４０】
ダイヤモンド自立薄板Ａからなる基板１１の上面において、ＫｒＦエキシマレーザを線集
光または点集光し、図４（ａ）に示されているような冷媒用溝１５が形成された。この冷
媒用溝１５は約１２５μｍの深さと約８００μｍの幅を有し、溝と溝との間隔は約９００
μｍであった。他方、ダイヤモンド自立薄板Ｂはレーザ光によって切断され、図４（ｂ）
に示されているように、蓋１２として冷媒用溝１５上に配置された。
【００４１】
次に図４（ｃ）に示されているように、蓋１２と基板１１の上面を覆うように、熱フィラ
メントＣＶＤ法によってダイヤモンド層１３ａが成長させられた。この成長条件として、
１％のメタンと水素とを含む原料ガス、２２００℃のフィラメント温度、６ｍｍのフィラ
メント・基材間距離、８０Ｔｏｒｒの圧力、および８８０℃の成長温度が用いられた。
【００４２】
その後、ダイヤモンド層１３ａの成長表面を機械研磨し、図４（ｄ）に示されているよう
な２０×２０×１ｍｍの大きさの熱消散体１０が得られた。この熱消散体１０の冷媒用溝
に、２５℃の冷却用の水が供給された。その水圧は３ｋｇｆ／ｃｍ2 まで高められたが、
冷媒用溝１５において水漏れや詰まりは認められなかった。
【００４３】
（実施例２）
実施例１の場合と同様の２枚の多結晶Ｓｉ基材を用意し、その上に熱フィラメントＣＶＤ
法によってダイヤモンド薄板が成長させられた。この成長条件として、１％のメタンと水
素とを含む原料ガス、９０Ｔｏｒｒの圧力、２１００℃のフィラメント温度、８ｍｍのフ
ィラメント・基材間距離が用いられた。成長させられたダイヤモンド薄板の表面を研磨し
、Ｓｉ基材を酸で溶解することによって２枚のダイヤモンド自立薄板ＣとＤ（Ｃの大きさ
２０×２０×０．６ｍｍ；Ｄの大きさ２０×２０×０．３ｍｍ）が得られた。これらのダ
イヤモンド自立薄板の熱伝導率を測定したところ、１４Ｗ／ｃｍ・Ｋであった。
【００４４】
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このようにして得られたダイヤモンド自立薄板からなる基板１１の上面に、実施例１の場
合と同様にレーザ光線を点集光または線集光して、図５（ａ）に示されているような冷媒
用溝１５と蓋用溝１４が形成された。この場合、冷媒用溝１５は約７００μｍの幅と約２
５０μｍの深さを有し、蓋用溝１４は約１７００μｍの幅と約１５０μｍの深さを有して
いた。他方、ダイヤモンド自立薄板Ｄはレーザ光で蓋１２として切断され、図５（ｂ）に
示されているように、蓋用溝１４内に位置決め配置された。このとき、蓋用溝１４が設け
られているので、蓋１２の位置決め配置は実施例１の場合と比べてはるかに容易かつ確実
に行なうことができた。
【００４５】
その後、図５（ｃ）に示されているように、蓋１２および基板１１の上面を覆うように、
熱フィラメントＣＶＤ法によってダイヤモンド層１３ａが成長させられた。この成長条件
は、ダイヤモンド自立薄板ＣとＤの場合と同様であった。そして、ダイヤモンド層１３ａ
の成長表面が機械研磨され、図５（ｄ）に示されているように２０×２０×０．９ｍｍの
大きさの熱消散体が得られた。この熱消散体の冷媒用溝１５内に２５℃の冷却用水を供給
し、水圧が３ｋｇｆ／ｃｍ2 まで上げられたが、水漏れや詰まりは認められなかった。
【００４６】
（実施例３）
実施例１の場合と同様に、マイクロ波プラズマＣＶＤ法によって２枚のダイヤモンド自立
薄板ＥとＦ（Ｅの大きさ２０×２０×０．６ｍｍ；Ｆの大きさ２０×２０×０．２ｍｍ）
が得られた。このダイヤモンド自立薄板Ｅからなる基板１１の上面において、実施例２の
場合と同様にレーザ光線を点集光または線集光することによって、図６（ａ）に示されて
いるような冷媒用溝１５および蓋用溝１４が形成された。この冷媒用溝１５は約８００μ
ｍの幅と約２００μｍの深さを有し、蓋用溝１４は約２０００μｍの幅と約２００μｍの
深さを有していた。他方、ダイヤモンド自立薄板Ｆはレーザ光で蓋１２として切断され、
図６（ｂ）に示されているように蓋用溝１４内に位置決め配置された。この場合には、蓋
用溝１４が設けられているので、蓋１２の位置決め配置は実施例１の場合に比べて容易か
つ確実に行なうことができた。
【００４７】
その後、図６（ｃ）に示されているように、蓋１２と基板１１の上面を覆うように、マイ
クロ波プラズマＣＶＤ法によってダイヤモンド層１３ａが成長させられた。この成長条件
は、実施例１のダイヤモンド薄板ＡとＢを合成したときと同様の条件であった。こうして
形成された図６（ｃ）のダイヤモンド層１３ａの成長表面を機械研磨し、図６（ｄ）に示
されているような２０×２０×０．８ｍｍの大きさの熱消散体１０が得られた。このとき
、蓋１２の上面と基板１１の上面が同一平面を形成しているので、ダイヤモンド層１３ａ
の上面の凹凸が比較的小さく、研磨は短時間で終了した。このような図６（ｄ）の熱消散
体１０における冷媒用溝１５に２５℃の冷却用水を供給し、その水圧が３ｋｇｆ／ｃｍ2 

まで高められたが、水漏れや詰まりは認められなかった。
【００４８】
（実施例４）
実施例１の場合と同様の条件で、２０×２０×０．２５ｍｍの気相合成ダイヤモンド自立
薄板Ｇが得られた。このダイヤモンド自立薄板Ｇからなる基板の上面にＡｌのマスクパタ
ーンが形成され、アルゴンと酸素の混合ガスを用いてプラズマエッチングされた。このと
きのエッチング条件においては、酸素の比率が２０％であり、全圧力は０．０５Ｔｏｒｒ
であり、そして２００ＷのＲＦ出力によって３時間処理された。エッチング処理後にＡｌ
マスクパターンが酸によって除去され、図７（ａ）に示されているように、５００μｍの
幅と５０μｍの深さを有する冷媒用溝１５が形成されたダイヤモンド基板１１が得られた
。
【００４９】
その後、実施例１の場合と同様に冷媒用溝１５上に蓋１２が配置された。しかし、この実
施例においては、図７（ｂ）に示されているように、蓋１２の上面の周縁部は緩やかに面
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取り加工されていた。そして、図７（ｃ）に示されているように、他の実施例の場合と同
様に蓋１２と基板１１の上面を覆うように気相合成ダイヤモンド層１３ａが形成された。
そして、このダイヤモンド層１３ａの成長表面を機械研磨することによって、図７（ｄ）
に示されているように、２０×２０×０．７ｍｍの大きさの熱消散体１０が得られた。こ
の熱消散体１０の冷媒用溝１５に２５℃の冷却用水を供給し、水圧が３ｋｇｆ／ｃｍ2 ま
で高められたが水漏れや詰まりは認められかなった。
【００５０】
以上のような実施例１～４で得られた熱消散体１０をＬＤチップの冷却基板として実装試
験を行なったところ、いずれの実施例の熱消散体１０についても十分な冷却特性が得られ
た。また、それらの熱消散体１０を光学用窓として光透過率の測定を行なったところ、冷
媒用溝１５の存在する部分では冷媒の水による光吸収が認められたが、それ以外の領域で
はダイヤモンドによる優れた透過率が得られた。なお、実施例４による熱消散体を光学窓
として評価した場合、蓋１２の角部に起因する低品質領域の発生の少ないことが認められ
た。
【００５１】
（比較例１）
実施例１の場合と同様に、基板１１として気相合成ダイヤモンド自立薄板Ｈ（２０×２０
×０．５ｍｍ）を得て、この基板の上面にＫｒＦエキシマレーザを線集光または点集光し
て、図４（ａ）に示されているのと同様の冷媒用溝１５が形成された。しかし、蓋１２を
用いることなく実施例１と同様の条件でダイヤモンドカバー層を積層したところ、そのダ
イヤモンドカバー層が冷媒用溝１５の内部を埋めてしまったために、この比較例１の熱消
散体に冷却水を流そうとしたが、その冷却水を全く流入させることができなかった。
【００５２】
（比較例２）
実施例１の場合と同様に、２枚の気相合成ダイヤモンド自立薄板ＩとＪ（Ｉの大きさ２０
×２０×０．５ｍｍ；Ｊの大きさ２０×２０×０．３ｍｍ）を得て、このダイヤモンド薄
板Ｉからなる基板１１の上面にＫｒＦエキシマレーザを線集光または点集光して、図４（
ａ）に示されているのと同様の冷媒用溝１５が形成された。この冷媒用溝１５は、約１２
５μｍの深さと約８００μｍの幅を有し、それらの溝の間隔は約４ｍｍであった。
【００５３】
他方、ダイヤモンド自立薄板Ｊはレーザ光で３ｍｍ幅の蓋１２に切断され、図４（ｂ）に
示されているように冷媒用溝１５上に配置された。このとき、冷媒用溝１５の近傍におけ
る基板１１の上面および蓋１２の下面には、Ｔｉ，ＰｔおよびＡｕが順次蒸着されてメタ
ライズされ、このうちのＡｕを溶融させることによって蓋１２が基板１１に接着させられ
た。なお、このメタライズ層の厚さは０．２μｍであった。
【００５４】
その後、実施例１の場合と同様にダイヤモンドカバー層１３が形成されたこの比較例２の
熱消散体１０において、冷媒用溝１５に冷却用の水を供給してその水圧を３ｋｇｆ／ｃｍ
2 まで高めても水漏れや詰まりは認められなかったが、蓋１２が占める３ｍｍの幅の領域
は全く光を透過しなかった。また、この比較例２の熱消散体を用いたＬＤチップの搭載試
験では、実施例１～４の熱消散体に比べて冷却特性の若干の劣化が認められた。
【００５５】
【発明の効果】
　以上のように、本発明によれば、優れた熱消散特性を有する熱消散体を得ることができ
る。また、その熱消散体は実質的に全体をダイヤモンドだけで形成することが可能であり
、優れた冷却基板として用いられ得るのみならず、高エネルギ光用の優れた窓材として用
いることもできる。さらに、本発明による熱消散体は冷媒用溝における漏れや詰まりを生
じることなく、かつ容易に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１つの実施の形態による熱消散体を模式的に示す断面図である。
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【図２】本発明の他の実施の形態による熱消散体を示す模式的な断面図である。
【図３】本発明のさらに他の実施の形態による熱消散体を示す模式的な断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例による熱消散体の製造過程を示す模式的な断面図である。
【図５】本発明の第２の実施例による熱消散体の製造過程を示す模式的な断面図である。
【図６】本発明の第３の実施例による熱消散体の製造過程を示す模式的な断面図である。
【図７】本発明の第４の実施例による熱消散体の製造過程を示す模式的な断面図である。
【符号の説明】
１０　熱消散体
１１　高熱伝導性基板
１２　蓋
１３　高熱伝導性カバー層
１４　蓋用溝
１５　冷媒用溝

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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