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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層の一方の面に回路層が形成された絶縁回路基板と、前記回路層上に接合された半
導体素子と、を備えた半導体装置の製造方法であって、
　前記回路層の前記半導体素子との接合面は、アルミニウム又はアルミニウム合金で構成
されており、
　前記半導体素子は、素子本体と、アルミニウムと相互拡散する金属を含有するメタライ
ズ層と、を備えており、
　前記メタライズ層が前記回路層に接触するように、前記半導体素子を前記回路層に積層
する積層工程と、
　前記半導体素子及び前記絶縁回路基板を、積層方向に加圧するとともに加熱して、前記
半導体素子の前記メタライズ層と前記回路層とを固相拡散接合する固相拡散接合工程と、
　を有し、
　前記固相拡散接合工程における加熱温度が３８０℃以上、前記メタライズ層を構成する
金属とアルミニウムとの共晶温度未満とされており、
　前記固相拡散接合工程において、前記メタライズ層を構成する金属を拡散させることに
より、前記メタライズ層を消失させることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記メタライズ層は、アルミニウムと相互拡散する金属として、銅、銀、金から選択さ
れるいずれか一種または二種以上を含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の
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製造方法。
【請求項３】
　前記メタライズ層と前記素子本体との間に、ニッケル、チタン又はクロムのいずれか一
種または二種以上からなるバリア層が形成されていることを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記バリア層に、前記回路層のアルミニウムを拡散させることを特徴とする請求項３に
記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、絶縁層の一方の面に回路層が形成された絶縁回路基板と、この絶縁回路基
板の回路層に接合された半導体素子と、を備えた半導体装置の製造方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　パワーモジュール及び熱電モジュールにおいては、絶縁層の一方の面に導電材料からな
る回路層を形成した絶縁回路基板に、パワー半導体素子及び熱電素子が接合された構造と
されている。
　例えば、風力発電、電気自動車、ハイブリッド自動車等を制御するために用いられる大
電力制御用のパワー半導体素子は、動作時の発熱量が多いことから、これを搭載する基板
としては、例えば窒化アルミニウムや窒化ケイ素などからなるセラミックス基板と、この
セラミックス基板の一方の面に導電性の優れた金属板を接合して形成した回路層と、を備
えた絶縁回路基板が、従来から広く用いられている。なお、絶縁回路基板としては、セラ
ミックス基板の他方の面に金属板を接合して金属層が形成したものも提供されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、セラミックス基板の一方の面及び他方の面にアルミニウム板
または銅板からなる回路層及び金属層が形成された絶縁回路基板が開示されている。
　そして、絶縁回路基板の他方の面側には、ヒートシンクが接合されており、半導体素子
から絶縁回路基板側に伝達された熱を、ヒートシンクを介して外部へ放散する構成とされ
ている。
【０００４】
　上述の半導体装置においては、例えば特許文献２に記載されているように、上述の絶縁
回路基板の回路層と半導体素子とは、はんだ材を介して接合されている。ここで、特許文
献２においては、回路層がアルミニウムまたはアルミニウム合金で構成されていることか
ら、回路層の表面に電解めっき等によってＮｉめっき膜を形成し、このＮｉめっき膜上に
はんだ材を配設して半導体素子を接合している。
　また、特許文献３においては、実装基板と半導体デバイスのドレインパッド電極とを固
相拡散接合した半導体装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３１７１２３４号公報
【特許文献２】特開２００４－１７２３７８号公報
【特許文献３】特開２０１３－１７５６９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献２に開示されているように、回路層と半導体素子とをはんだ材を介
して接合した場合には、回路層と半導体素子との間に形成されたはんだ層の熱伝導率が回
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路層等に比べて低いため、このはんだ層が熱抵抗となり、半導体素子において発生した熱
を絶縁回路基板側へと効率良く伝達することができず、半導体装置の放熱特性が低下する
といった問題があった。
【０００７】
　一方、特許文献３においては、半導体デバイスと実装基板とを固相拡散接合によって直
接接合していることから、熱抵抗となるはんだ層等が形成されていない。しかしながら、
特許文献３においては、固相拡散接合時の加熱温度が２００℃以上３５０℃以下と比較的
低温条件とされており、半導体デバイスと実装基板との間の拡散が不十分であって、半導
体デバイスと実装基板とを十分に接合することができず、接合界面が熱抵抗となり、半導
体デバイスで発生した熱を実装基板側へと効率良く伝達することができないおそれがあっ
た。
【０００８】
　特に、最近では、半導体装置の使用環境も高温条件となり、かつ、半導体素子自体の発
熱量も大きくなる傾向にあるため、従来にも増して放熱特性に優れた半導体装置が要求さ
れている。
【０００９】
　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、回路層と半導体素子とを固
相拡散接合によって確実に接合することができ、半導体素子において発生した熱を効率良
く絶縁回路基板側へと伝達でき、放熱特性に優れた半導体装置を得ることができる半導体
装置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】
【００１０】
　このような課題を解決して前記目的を達成するために、本発明の半導体装置の製造方法
は、絶縁層の一方の面に回路層が形成された絶縁回路基板と、前記回路層上に接合された
半導体素子と、を備えた半導体装置の製造方法であって、前記回路層の前記半導体素子と
の接合面は、アルミニウム又はアルミニウム合金で構成されており、前記半導体素子は、
素子本体と、アルミニウムと相互拡散する金属を含有するメタライズ層と、を備えており
、前記メタライズ層が前記回路層に接触するように、前記半導体素子を前記回路層に積層
する積層工程と、前記半導体素子及び前記絶縁回路基板を、積層方向に加圧するとともに
加熱して、前記半導体素子の前記メタライズ層と前記回路層とを固相拡散接合する固相拡
散接合工程と、を有し、前記固相拡散接合工程における加熱温度が３８０℃以上、前記メ
タライズ層を構成する金属とアルミニウムとの共晶温度未満とされており、前記固相拡散
接合工程において、前記メタライズ層を構成する金属を拡散させることにより、前記メタ
ライズ層を消失させることを特徴としている。
【００１１】
　この構成の半導体装置の製造方法によれば、前記回路層の前記半導体素子との接合面が
アルミニウム又はアルミニウム合金で構成され、前記半導体素子がアルミニウムと相互拡
散する金属を含有するメタライズ層を備えており、前記半導体素子及び前記絶縁回路基板
を積層方向に加圧するとともに加熱して前記半導体素子の前記メタライズ層と前記回路層
とを固相拡散接合する固相拡散接合工程における加熱温度が３８０℃以上、前記メタライ
ズ層を構成する金属とアルミニウムとの共晶温度未満の範囲内とされているので、前記回
路層のアルミニウムと前記メタライズ層の金属とを十分に相互拡散させることができ、半
導体素子と回路層とを確実に固相拡散接合することができる。また、接合時に液相が生じ
ることを抑制でき、回路層の形状を維持することができる。
　そして、半導体素子と回路層とが固相拡散接合によって直接接合されるとともに、半導
体素子と回路層とが確実に接合されているので、半導体素子において発生した熱を効率良
く絶縁回路基板側へと伝達でき、放熱特性に優れた半導体装置を得ることができる。
　また、前記固相拡散接合工程において、前記メタライズ層を構成する金属を拡散させる
ことにより、前記メタライズ層を消失させているので、メタライズ層の金属が十分に拡散
することになり、前記回路層のアルミニウムと前記メタライズ層の金属とを十分に相互拡



(4) JP 6819385 B2 2021.1.27

10

20

30

40

50

散させることができ、半導体素子と回路層とを確実に接合することができる。
【００１２】
　ここで、本発明の半導体装置の製造方法においては、前記メタライズ層は、アルミニウ
ムと相互拡散する金属として、銅、銀、金から選択されるいずれか一種または二種以上を
含むことが好ましい。
　銅、銀、金から選択されるいずれか一種または二種以上の金属は、アルミニウムと相互
拡散する金属であるため、固相拡散接合工程における加熱温度を３８０℃以上、前記メタ
ライズ層を構成する銅、銀、金とアルミニウムとの共晶温度未満の範囲内とした場合であ
っても、前記回路層のアルミニウムと前記メタライズ層の金属とを十分に相互拡散させる
ことができ、半導体素子と回路層とを確実に接合することができる。
【００１４】
　さらに、本発明の半導体装置の製造方法においては、前記メタライズ層と前記素子本体
との間に、ニッケル、チタン又はクロムのいずれか一種または二種以上からなるバリア層
が形成されていることが好ましい。
　この場合、回路層のアルミニウムやメタライズ層の金属が、素子本体にまで拡散される
ことを抑制することができ、半導体素子の特性が変化することを抑制できる。
【００１５】
　また、本発明の半導体装置の製造方法においては、前記バリア層に、前記回路層のアル
ミニウムを拡散させることが好ましい。
　この場合、前記回路層のアルミニウムがバリア層にまで達するように拡散されているの
で、前記回路層のアルミニウムと前記メタライズ層の金属とが十分に相互拡散しており、
半導体素子と回路層とを確実に接合することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、回路層と半導体素子とを固相拡散接合によって確実に接合することが
でき、半導体素子において発生した熱を効率良く絶縁回路基板側へと伝達でき、放熱特性
に優れた半導体装置を得ることができる半導体装置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】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態である半導体装置の製造方法によって製造された半導体装置（
パワーモジュール）の概略説明図である。
【図２】図１に示す半導体装置（パワーモジュール）における半導体素子と回路層の接合
界面の拡大説明図である。
【図３】本発明の実施形態である半導体装置の製造方法によって用いられる半導体素子の
接合前のメタライズ層近傍の拡大説明図である。
【図４】本発明の実施形態である半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【図５】本発明の実施形態である半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図６】本発明の他の実施形態である半導体装置の製造方法における半導体素子と回路層
の接合界面の拡大説明図である。
【図７】本発明の他の実施形態である半導体装置の製造方法における半導体素子と回路層
の接合界面の拡大説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　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に、本発明の実施形態である半導体装置の製造方法によって製造された半導体装置
を示す。本実施形態における半導体装置は、絶縁回路基板に搭載される半導体素子として
、パワー半導体素子が用いられたパワーモジュールとされている。
【００１９】
　図１に示すパワーモジュール１は、絶縁回路基板１０と、この絶縁回路基板１０の一方
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の面（図１において上面）に接合された半導体素子４０と、絶縁回路基板１０の他方の面
側（図１において下側）に接合されたヒートシンク３１と、を備えている。なお、本実施
形態においては、ヒートシンク３１が接合された絶縁回路基板１０が、ヒートシンク付き
絶縁回路基板３０とされている。
【００２０】
　絶縁回路基板１０は、図１に示すように、絶縁層となるセラミックス基板１１と、この
セラミックス基板１１の一方の面（図１において上面）に配設された回路層１２と、セラ
ミックス基板１１の他方の面（図１において下面）に配設された金属層１３とを備えてい
る。
【００２１】
　セラミックス基板１１は、回路層１２と金属層１３との間の電気的接続を防止するもの
であって、絶縁性の高い窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）、アル
ミナ（Ａｌ２Ｏ３）等で構成されている。本実施形態では、窒化アルミニウムで構成され
ている。ここで、セラミックス基板１１の厚さは、０．２～１．５ｍｍ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。
【００２２】
　回路層１２は、セラミックス基板１１の一方の面に導電性を有する金属板が接合される
ことにより形成されている。本実施形態では、純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が接合されることによって回路層１２が形成されている。具体的には
、回路層１２を構成するアルミニウム板として、純度９９ｍａｓｓ％以上のアルミニウム
（２Ｎアルミニウム）の圧延板が用いられている。
　この回路層１２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４０が搭載される搭載面されている。ここで、回路層１２の厚さは０
．１ｍｍ以上２．０ｍｍ以下の範囲内に設定されており、本実施形態では０．６ｍｍに設
定されている。
【００２３】
　金属層１３は、セラミックス基板１１の他方の面に、純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が接合されることによって形成されている。本実施形態では
、金属層１３を構成するアルミニウム板として、純度９９．９９ｍａｓｓ％以上のアルミ
ニウム（４Ｎアルミニウム）の圧延板が用いられている。
　ここで、金属層１３の厚さは０．１ｍｍ以上２．０ｍｍ以下の範囲内に設定されており
、本実施形態では０．６ｍｍに設定されている。
【００２４】
　ヒートシンク３１は、前述の絶縁回路基板１０を冷却するためのものであり、本実施形
態においては、図１に示すように、熱伝導性が良好な材質で構成された放熱板とされてい
る。本実施形態におけるヒートシンク３１は、アルミニウム又はアルミニウム合金からな
る放熱板とされており、具体的にはＡ６０６３合金で構成されている。
　このヒートシンク３１は、絶縁回路基板１０の金属層１３と、ろう材を用いて接合され
ている。
【００２５】
　半導体素子４０は、図１に示すように、ＳｉやＳｉＣ等の半導体材料で構成された素子
本体４１と、この素子本体４１の回路層１２との接合面側に形成されたメタライズ層４２
と、を備えている。メタライズ層４２は、アルミニウムと相互拡散する金属（例えば、銅
、銀、金から選択されるいずれか一種または二種以上）を含んでおり、本実施形態では、
銅で構成されている。
　ここで、図２に、回路層１２と半導体素子４０との接合界面の拡大図を、図３に、回路
層１２に接合前の半導体素子４０のメタライズ層４２近傍の拡大図を示す。
【００２６】
　半導体素子４０においては、図２及び図３に示すように、メタライズ層４２と素子本体
４１との間に、バリア層４３が形成されている。このバリア層４３は、ニッケル、チタン
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又はクロムのいずれか一種または二種以上からなり、本実施形態においては、チタン層４
３ａとニッケル層４３ｂとが積層された構造とされている。なお、本実施形態においては
、図２及び図３に示すように、チタン層４３ａが素子本体４１側に配設され、ニッケル層
４３ｂがメタライズ層４２側に配設されている。
【００２７】
　ここで、接合前の半導体素子４０においては、図３に示すように、銅からなるメタライ
ズ層４２の厚さｔＣ０が１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の範囲内とされている。また、バリア
層４３の厚さｔＢが５ｎｍ以上５０００ｎｍ以下の範囲内とされており、チタン層４３ａ
の厚さｔＴが５ｎｍ以上１００ｎｍ以下の範囲内、ニッケル層４３ｂの厚さｔＮが５００
ｎｍ以上５０００ｎｍ以下の範囲内とされている。
【００２８】
　そして、半導体素子４０と回路層１２とは、固相拡散接合によって接合されている。具
体的には、回路層１２のアルミニウムとメタライズ層４２の金属（本実施形態では銅）と
が相互に拡散することによって、接合されている。このため、図２及び図３に示すように
、接合後のメタライズ層４２の厚さｔｃ１は、接合前のメタライズ層４２の厚さｔＣ０よ
りも薄くなっている。
【００２９】
　ここで、回路層１２のアルミニウムは、バリア層４３にまで拡散している。また、メタ
ライズ層４２の銅もバリア層４３へ拡散している。このため、接合後のバリア層４３には
、アルミニウム及び銅を含む化合物相（図示なし）が形成されている。
　また、このバリア層４３は、回路層１２のアルミニウム及びメタライズ層４２の銅が、
素子本体４１にまで拡散することを抑制している。
【００３０】
　次に、本実施形態である半導体装置（パワーモジュール１）の製造方法について、図４
及び図５を参照して説明する。
【００３１】
（回路層及び金属層形成工程Ｓ１１）
　まず、セラミックス基板１１の一方の面及び他方の面に、ろう材を介して、それぞれア
ルミニウム板を積層する。そして、真空条件下において、積層方向に加圧した状態で加熱
して、セラミックス基板１１とアルミニウム板を接合し、回路層１２及び金属層１３を形
成する。
【００３２】
　ここで、回路層及び金属層形成工程Ｓ１１における接合条件は、真空度を１０－３Ｐａ
以下、加圧荷重を０．１ＭＰａ以上３．０ＭＰａ以下の範囲内、加熱温度を６００℃以上
６４５℃以下の範囲内とすることが好ましい。また、ろう材としては、Ａｌ－Ｓｉ系ろう
材等を用いることが好ましい。
　このようにして、本実施形態である絶縁回路基板１０が製造される。
【００３３】
（ヒートシンク接合工程Ｓ１２）
　次に、絶縁回路基板１０の金属層１３の他方の面側に、ろう材を介して、ヒートシンク
３１を積層する。そして、真空条件下において、積層方向に加圧した状態で加熱して、セ
ラミックス基板１１とヒートシンクとを接合する。
【００３４】
　ここで、ヒートシンク接合工程Ｓ１２における接合条件は、真空度を１０－３Ｐａ以下
、加圧荷重を０．１ＭＰａ以上３．０ＭＰａ以下の範囲内、加熱温度を５８０℃以上６１
０℃以下の範囲内とすることが好ましい。また、ろう材としては、Ａｌ－Ｓｉ系ろう材等
を用いることが好ましい。
　このようにして、本実施形態であるヒートシンク付き絶縁回路基板３０が製造される。
【００３５】
（バリア層形成工程Ｓ２１）
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　また、素子本体４１の一方の端面に、バリア層４３となるチタン層４３ａ及びニッケル
層４３ｂを形成する。このバリア層４３（チタン層４３ａ及びニッケル層４３ｂ）は、ス
パッタ法等の公知の成膜技術によって形成することができる。
【００３６】
（メタライズ層形成工程Ｓ２２）
　次に、バリア層４３に積層するように、メタライズ層４２を形成する。このメタライズ
層４２は、バリア層４３と同様に、スパッタ法等の公知の成膜技術によって形成すること
ができる。
　このようにして、メタライズ層４２及びバリア層４３を備えた半導体素子４０が製造さ
れる。
【００３７】
（積層工程Ｓ０１）
　そして、図５に示すように、絶縁回路基板１０の回路層１２の上に半導体素子４０を積
層する。本実施形態においては、メタライズ層４２が、回路層１２と接するように、半導
体素子４０を積層する。
【００３８】
（固相拡散接合工程Ｓ０２）
　次に、図５に示すように、積層された絶縁回路基板１０と半導体素子４０とを、積層方
向に加圧するとともに加熱して、半導体素子４０のメタライズ層４２と回路層１２とを固
相拡散接合する。
　ここで、固相拡散接合工程Ｓ０２における加熱温度が３８０℃以上、メタライズ層４２
を構成する金属とアルミニウムとの共晶温度未満の範囲内とされている。なお、例えば、
メタライズ層４２が銅で構成されている場合、加熱温度は３８０℃以上５４８℃未満とな
り、銀で構成されている場合、加熱温度は３８０℃以上５６７℃未満となり、金で構成さ
れている場合、加熱温度は３８０℃以上５２５℃未満となる。
　また、加熱温度における保持時間が３０ｍｉｎ以上１２０ｍｉｎ以下の範囲内とされて
いる。さらに、積層方向の加圧荷重が１．０ｋｇｆ／ｃｍ２以上３０ｋｇｆ／ｃｍ２以下
（０．１ＭＰａ以上３．０ＭＰａ以下）の範囲内とされている。
【００３９】
　以上のような工程により、絶縁回路基板１０の回路層１２と半導体素子４０とが固相拡
散接合によって直接接合され、本実施形態である半導体装置（パワーモジュール１）が製
造される。
【００４０】
　以上のような構成とされた本実施形態である半導体装置（パワーモジュール１）の製造
方法によれば、絶縁回路基板１０の回路層１２がアルミニウム又はアルミニウム合金から
なり、半導体素子４０にメタライズ層４２が形成されており、半導体素子４０と絶縁回路
基板１０とを積層する積層工程Ｓ０１と、これを積層方向に加圧するとともに加熱して半
導体素子４０のメタライズ層４２と回路層１２とを固相拡散接合する固相拡散接合工程Ｓ
０２と、を有し、固相拡散接合工程Ｓ０２における加熱温度が３８０℃以上、メタライズ
層４２を構成する金属とアルミニウムとの共晶温度未満の範囲内とされているので、回路
層１２のアルミニウムとメタライズ層４２の金属（本実施形態では銅）とを十分に相互拡
散させることができ、半導体素子４０と回路層１２とを確実に接合することができる。ま
た、接合時に液相が生じることを抑制でき、回路層１２の形状を維持することができる。
【００４１】
　そして、本実施形態においては、半導体素子４０と回路層１２とが固相拡散接合によっ
て直接接合されるとともに、半導体素子４０と回路層１２とが確実に接合されているので
、半導体素子４０において発生した熱を効率良く絶縁回路基板１０側へと伝達でき、放熱
特性に優れた半導体装置（パワーモジュール１）を得ることができる。
【００４２】
　また、メタライズ層４２は、アルミニウムと相互拡散する金属として、銅、銀、金から
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選択されるいずれか一種または二種以上を含んでおり、本実施形態では、銅で構成されて
いるので、固相拡散接合工程Ｓ０２における加熱温度を３８０℃以上、メタライズ層４２
を構成する金属とアルミニウムとの共晶温度（銅の場合５４８℃）未満の範囲内とした場
合であっても、回路層１２のアルミニウムとメタライズ層４２の金属（銅）とを十分に相
互拡散させることができ、半導体素子４０と回路層１２とを確実に接合することができる
。
【００４３】
　さらに、メタライズ層４２と素子本体４１との間に、ニッケル、チタン又はクロムのい
ずれか一種または二種以上からなるバリア層４３が形成されており、本実施形態では、チ
タン層４３ａとニッケル層４３ｂとの積層構造のバリア層４３が形成されているので、回
路層１２のアルミニウム及びメタライズ層４２の金属（銅）が、素子本体４１にまで拡散
されることを抑制することができ、半導体素子４０の特性変化を抑制することができる。
【００４４】
　また、本実施形態においては、回路層１２のアルミニウムがバリア層４３にまで達する
ように拡散されているので、回路層１２のアルミニウムとメタライズ層４２の金属（銅）
を十分に相互拡散させることができ、半導体素子４０と回路層１２とを確実に接合するこ
とができる。
【００４５】
　さらに、本実施形態においては、固相拡散接合工程Ｓ０２における積層方向の加圧荷重
が１．０ｋｇｆ／ｃｍ２以上３０ｋｇｆ／ｃｍ２以下（０．１ＭＰａ以上３．０ＭＰａ以
下）の範囲内とされているので、比較的薄く小型な半導体素子４０を確実に回路層１２に
対して密着させることができ、半導体素子４０と回路層１２とを確実に固相拡散接合する
ことができる。
【００４６】
　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、本実施形態においては、バリア層４３としてチタン層４３ａとニッケル層４３
ｂとが積層された構造として説明したが、これに限定されることはなく、ニッケル、チタ
ン又はクロムのいずれか一種または二種以上からなるものであればよく、例えば図６に示
すように、バリア層１４３をクロムからなる一層で形成してもよい。
【００４７】
　また、本実施形態においては、接合後においてもメタライズ層４２が残存するものとし
て説明したが、これに限定されることはなく、図７に示すように、メタライズ層４２の金
属を完全に拡散させることで、固相拡散接合後にメタライズ層４２を消失させてもよい。
この場合、メタライズ層４２を構成する金属が十分に拡散させられることになり、半導体
素子４０と回路層１２とを確実に接合することができる。
【００４８】
　さらに、本実施形態では、回路層をアルミニウム又はアルミニウム合金で構成したもの
として説明したが、これに限定されることはなく、回路層が銅層とアルミニウム層との積
層構造とし、アルミニウム層に半導体素子を接合する構成としてもよい。
　また、絶縁層の他方の面側にアルミニウム又はアルミニウム合金からなる金属層を形成
したものとして説明したが、これに限定されることはなく、金属層を形成しなくてもよい
し、金属層を銅等の他の金属で構成してもよい。さらに、金属層を銅層とアルミニウム層
との積層構造としてもよい。
【００４９】
　また、本実施形態では、絶縁層を構成するセラミックス基板１１として、窒化アルミニ
ウム（ＡｌＮ）を例に挙げて説明したが、これに限定されることはなく、アルミナ（Ａｌ

２Ｏ３）、窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）等の他のセラミックスで構成されたものであってもよ
い。また、絶縁層として絶縁樹脂等を用いてもよい。
【００５０】
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　また、ヒートシンクとして放熱板を例に挙げて説明したが、これに限定されることはな
く、冷却媒体が流通する流路を備えた冷却器等であってもよい。
　さらに、本実施形態では、ヒートシンクを、アルミニウム又はアルミニウム合金で構成
したものとして説明したが、これに限定されることはなく、銅又は銅合金、あるいは、炭
素質多孔質体に金属を含浸させた炭素質複合材料で構成されたものであってもよい。
【００５１】
　さらに、本実施形態においては、絶縁回路基板の回路層にパワー半導体素子を搭載して
パワーモジュールを構成するものとして説明したが、これに限定されることはない。例え
ば、絶縁回路基板の回路層に熱電素子を搭載して熱電モジュールを構成してもよい。
【００５２】
　また、半導体素子の構成についても、本実施形態に限定されることはなく、回路層との
接合面側に形成されるとともにアルミニウムと相互拡散する金属を含有するメタライズ層
が形成されていれば、その他の構成に特に限定はない。
【実施例】
【００５３】
　以下に、本発明の有効性を確認するために行った確認実験について説明する。
【００５４】
　窒化アルミニウム（ＡｌＮ）からなるセラミックス基板（４０ｍｍ×４０ｍｍ×厚さ０
．３８ｍｍ）の一方の面に純度９９ｍａｓｓ％以上のアルミニウム（２Ｎアルミニウム）
からなる回路層（４０ｍｍ×４０ｍｍ×厚さ０．０５ｍｍ）を形成するとともに、セラミ
ックス基板の他方の面に純度９９．９９ｍａｓｓ％以上のアルミニウム（４Ｎアルミニウ
ム）からなる金属層（４０ｍｍ×４０ｍｍ×厚さ０．０５ｍｍ）を形成し、絶縁回路基板
を作製した。
　なお、セラミックス基板と回路層及び金属層となるアルミニウム板との接合は、Ａｌ－
７．５ｍａｓｓ％Ｓｉろう材箔（厚さ１２μｍ）を用いて、真空雰囲気（１０－４Ｐａ）
、加圧荷重０．３ＭＰａ、加熱温度６４２℃、保持時間３０ｍｉｎの条件で接合した。
【００５５】
　また、熱源となる半導体素子として、表１に示す材質からなるメタライズ層及びバリア
層が形成された熱源チップ（１．０ｍｍ×１．０ｍｍ）を準備した。そして、表１記載の
条件で、回路層上に熱源チップを固相拡散接合した。
　従来例においては、Ｐｂフリーはんだ（組成：Ｓｎ－３．０ｍａｓｓ％Ａｇ－０．５ｍ
ａｓｓ％Ｃｕ）を用いて、熱源チップを回路層上に接合した。
　得られた従来例及び本発明例の半導体装置の熱抵抗を以下のように測定した。
【００５６】
（熱抵抗）
　投入電力５Ｗとした際の熱源チップの温度と雰囲気温度（２５℃）から以下の式で熱抵
抗を算出した。
　（熱源チップ温度－雰囲気温度）／投入電力
【００５７】
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【表１】

【００５８】
　接合時の加熱温度が本発明よりも低い比較例１においては、半導体素子（熱源チップ）
と回路層とを接合することができなかった。このため、熱抵抗の測定を実施しなかった。
　接合時の加熱温度が本発明よりも高い比較例２－４においては、回路層が溶融してしま
った。このため、熱抵抗の測定を実施しなかった。
　半導体素子（熱源チップ）と回路層とをはんだ接合した従来例においては、熱抵抗が３
３．０Ｋ／Ｗと比較的高くなった。
【００５９】
　これに対して、本発明例によれば、半導体素子（熱源チップ）と回路層とを良好に接合
することができ、熱抵抗を従来例よりも低く抑えることができた。
　以上のことから、本発明例によれば、回路層と半導体素子とを固相拡散接合によって確
実に接合することができ、半導体素子において発生した熱を効率良く絶縁回路基板側へと
伝達でき、放熱特性に優れた半導体装置を製造できることが確認された。
【符号の説明】
【００６０】
１　パワーモジュール（半導体装置）
１０　絶縁回路基板
１１　セラミックス基板（絶縁層）
１２　回路層
１３　金属層
４０　半導体素子
４１　素子本体
４２　メタライズ層
４３　バリア層
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