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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｓｎ層若しくはＳｎ－Ａｇ共晶半田層によって形成される低融点メタル薄膜層と、前記
低融点メタル薄膜層の表面および裏面に配置されたＡｇ層によって形成される高融点メタ
ル薄膜層とを有する３層構造を複数積層化した積層化構造と、前記積層化構造の表面に配
置されたＡｇ層によって形成される第１高融点メタル層と、前記積層化構造の裏面に配置
されたＡｇ層若しくはＮｉ層によって形成される第２高融点メタル層とを平坦化する工程
と、
　前記低融点メタル薄膜層の融解温度以上に加熱して、前記積層化構造を前記第１高融点
メタル層および前記第２高融点メタル層の合金に拡散させて、液相拡散接合を形成する工
程と、
　前記液相拡散接合を冷却する工程と
を有し、前記低融点メタル薄膜層の融解温度以上の融解温度を有することを特徴とする高
融点半田層の形成方法。
【請求項２】
　前記Ｓｎ－Ａｇ共晶半田層は、９６．５±１質量％のＳｎと３．５±１質量％のＡｇの
組成からなることを特徴とする請求項１に記載の高融点半田層の形成方法。
【請求項３】
　前記液相拡散接合を形成する温度は、２５０℃以上３５０℃以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の高融点半田層の形成方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高融点半田層の形成方法に係り、特に、液相拡散（ＴＬＰ：Transient Liqu
id Phase）接合により形成した高融点半田層の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在多くの研究機関において、シリコンカーバイド（ＳｉＣ：Silicon Carbide）デバ
イスの研究開発が行われている。ＳｉＣデバイスの特徴として、低オン抵抗、高速スイッ
チングおよび高温動作などを挙げることができる。
【０００３】
　従来、半導体パワーモジュールの分野で使用されている絶縁ゲートバイポーラトランジ
スタ（ＩＧＢＴ:Insulated Gate Bipolar Transistor）などのＳｉデバイスでは、動作可
能な温度範囲が１５０℃程度までであるため、従来のＳｎ－Ａｇ系などの低融点半田を使
用しても駆動することが可能であった。
【０００４】
　しかしながら、ＳｉＣデバイスでは、理論的に、約４００℃まで動作可能であり、従来
の低融点半田を使用する場合、ＳｉＣデバイスを高温で駆動すると、低融点半田による結
合部が溶融し、電極間のショート、ＳｉＣデバイスとベースプレート間の剥離などを生じ
、ＳｉＣデバイスの信頼性を損なうものとなっていた。
【０００５】
　このため、ＳｉＣデバイスを高温で駆動することができず、ＳｉＣデバイスの特徴を最
大限に生かすことができなかった。
【０００６】
　ＳｉＣデバイスの相互接続方法および低熱抵抗パッケージについては、既に開示されて
いる（例えば、特許文献１および特許文献２参照。）。特許文献１および特許文献２にお
いては、ＳｉＣデバイスを収容するパッケージの形成方法が開示されており、ＳｉＣデバ
イスは、他の部品若しくは導電性表面に対して、ＴＬＰ接合技術を用いて結合されている
。
【０００７】
　ここで開示されているＴＬＰ技術は、同時に形成された３種若しくは４種の導電性金属
の混晶を用いて、高温溶融点結合を形成することで、ＳｉＣデバイスを結合する技術であ
る。結果として、３種若しくは４種の金属材料のＴＬＰ結合を用いるため、導電性金属の
混晶の構成材料が複雑である。
【０００８】
　一方、Ｓｎおよび／又はＰｂを含んでなり、融点が比較的低い、例えば、４３０℃以下
の複合はんだ物品については、既に開示されている（例えば、特許文献３参照。）。特許
文献３においては、半田合金が基本半田より小さい液相と固相の温度差を有することを特
徴とする。
【０００９】
　さらに、ウエハレベルのソルダ・トランスファ技術を用いた金属トランスファＭＥＭＳ
パッケージについても、既に開示されている（例えば、非特許文献３参照。）。非特許文
献３においては、相対的に薄いＮｉ－Ｓｎ層を用いて、デバイスウェハとパッケージキャ
ップとをＴＬＰ技術により、結合している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第２００６／０７４１６５号
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／０１５１８７１号明細書
【特許文献３】特表平０４－５０３４８０号
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【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】ワレン　シー・ウエルシュ３世、ジュンセオク　チャエ、カーリル　ナ
ジャフィ著「ウエハレベルのソルダ・トランスファ技術を用いた金属トランスファＭＥＭ
Ｓパッケージ」、米国電気電子協会　トランザクション　オン　アドバンスド　パッケー
ジング，２８巻、ナンバー４、２００５年１１月、６４３－６４９ページ（Warren C. We
lch, III, Junseok Chae, and Khalil Najafi, “Transfer of Metal MEMS Packages Usi
ng a Wafer-Level Solder Transfer Technique”, IEEE TRANSACTION ON ADVANCED PACKA
GING, VOL, 28, NO.4, NOVEMBER 2005, pp. 643-649）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　現在Ｐｂフリーの要求を満たすために、一般的には、低融点半田であるＳｎ－Ａｇ半田
などが使用されている。しかし上記で述べたように、低融点半田では、最大でも２３０℃
程度と融解温度が低く、ＳｉＣのような高温駆動が可能なデバイスでは使用することがで
きない。
【００１３】
　本発明者らは、低融点の半田を融解させ、高融点の半田に拡散させることで高融点合金
を得るという方法を見出した。すなわち、本発明者らは、２種の金属材料のみのＴＬＰ接
合を用い、半田合金が基本半田より大きい液相と固相の温度差を有することを特徴とし、
かつ相対的に厚い半田を利用し、低融点メタル層の融解温度以上の融解温度を有する高融
点半田層の形成方法を見出した。
【００１４】
　さらに、本発明者らは、高融点半田層を積層化形成することで、プロセス温度の低温化
とプロセス時間の短縮化を図ることができることを見出した。
【００１５】
　本発明の目的は、プロセス温度の低温化とプロセス時間の短縮化可能な高融点半田層の
形成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するための本発明の一態様によれば、Ｓｎ層若しくはＳｎ－Ａｇ共晶半
田層によって形成される低融点メタル薄膜層と、前記低融点メタル薄膜層の表面および裏
面に配置されたＡｇ層によって形成される高融点メタル薄膜層とを有する３層構造を複数
積層化した積層化構造と、前記積層化構造の表面に配置されたＡｇ層によって形成される
第１高融点メタル層と、前記積層化構造の裏面に配置されたＡｇ層若しくはＮｉ層によっ
て形成される第２高融点メタル層とを平坦化する工程と、前記低融点メタル薄膜層の融解
温度以上に加熱して、前記積層化構造を前記第１高融点メタル層および前記第２高融点メ
タル層の合金に拡散させて、液相拡散接合を形成する工程と、前記液相拡散接合を冷却す
る工程とを有し、前記低融点メタル薄膜層の融解温度以上の融解温度を有する高融点半田
層の形成方法が提供される。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、プロセス温度の低温化とプロセス時間の短縮化によって量産効果を増
大可能な高融点半田層の形成方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】（ａ）実施の形態に係る積層化高融点半田層の模式的断面構造図、（ｂ）低融点
メタル薄膜層と、低融点メタル薄膜層の表面および裏面に配置された高融点メタル薄膜層
とを有する３層構造を複数積層化した積層化構造の模式的断面構造図。
【図２】実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置の模式的断面構造図
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。
【図３】実施の形態に係る積層化高融点半田層の積層構造を説明する模式的断面構造図。
【図４】図２中の絶縁基板の詳細な模式的断面構造図。
【図５】実施の形態に係る積層化高融点半田層の形成方法の一工程を説明する模式的断面
構造図（その１）。
【図６】実施の形態に係る積層化高融点半田層の形成方法の一工程を説明する模式的断面
構造図（その２）。
【図７】実施の形態に係る積層化高融点半田層の形成方法の一工程を説明する模式的断面
構造図（その３）。
【図８】実施の形態に係る積層化高融点半田層の形成方法の一工程を説明する模式的断面
構造図（その４）。
【図９】実施の形態に係る積層化高融点半田層の形成方法の一工程を説明する模式的断面
構造図（その５）。
【図１０】実施の形態に係る積層化高融点半田層の相変化の原理的説明図であって、Ａｇ
－Ｓｎ半田の２元状態図。
【図１１】実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置の積層化製造方法
の一工程として、基板取り付け工程を説明する模式的断面構造図。
【図１２】図１１の基板取り付け工程の詳細工程を説明するための温度と時間との関係。
【図１３】実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置の製造方法の一工
程として、半導体デバイス取り付け工程を説明する模式的断面構造図。
【図１４】図１３の半導体デバイス取り付け工程の詳細工程を説明するための温度と時間
との関係。
【図１５】従来の半導体デバイス（Ｐｂ－Ｓｎ系低融点半田層を使用）と本実施形態に係
る半導体デバイス（Ａｇ－Ｓｎ系高融点半田層を使用）における、ダイ剥離強度の温度変
化を示す図。
【図１６】実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置のモジュール構成
例。
【図１７】（ａ）実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した変形例に係る半導体装
置の模式的鳥瞰図、（ｂ）（ａ）のＩ－Ｉ線に沿う模式的断面構造図。
【図１８】実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置を用いて構成した
３相インバータの模式的回路構成図。
【図１９】実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置に適用する半導体
デバイスの例であって、ＳｉＣ・ＭＯＳＦＥＴの模式的断面構造図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　次に、図面を参照して、実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は
類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、
厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべき
である。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものである
。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは
もちろんである。
【００２５】
　又、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を
例示するものであって、この発明の実施の形態は、構成部品の材質、形状、構造、配置等
を下記のものに特定するものでない。この発明の実施の形態は、特許請求の範囲において
、種々の変更を加えることができる。
【００２６】
[実施の形態]
（積層化高融点半田層の構成）
　実施の形態に係る積層化高融点半田層５の模式的断面構造は、図１（ａ）に示すように
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表され、低融点メタル薄膜層８１と、低融点メタル薄膜層８１の表面および裏面に配置さ
れた高融点メタル薄膜層８２とを有する３層構造を複数積層化した積層化構造８０の模式
的断面構造は、図１（ｂ）に示すように表される。
【００２７】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層５は、図１（ａ）および図１（ｂ）に示すように
、低融点メタル薄膜層８１と、低融点メタル薄膜層８１の表面および裏面に配置された高
融点メタル薄膜層８２とを有する３層構造を複数積層化した積層化構造８０と、積層化構
造８０の表面に配置された第１高融点メタル層１ａと、積層化構造８０の裏面に配置され
た第２高融点メタル層１ｂとを備える。積層化構造８０において、低融点メタル薄膜層８
１と、低融点メタル薄膜層８１の表面および裏面に配置された高融点メタル薄膜層８２は
、ＴＬＰ接合によって互いに合金化される。また、積層化構造８０と第１高融点メタル層
１ａおよび第２高融点メタル層１ｂは、ＴＬＰ接合によって互いに合金化される。
【００２８】
　ここで、積層化構造８０を構成する低融点メタル薄膜層８１の厚さｄ1と高融点メタル
薄膜層８２の厚さｄ2の比ｄ1：ｄ2は、例えば、約１：１であることが望ましい。また、
積層化構造８０の全体の厚さは、例えば、約２５μｍである。
【００２９】
　ここで、低融点メタル薄膜層８１の厚さｄ1と高融点メタル薄膜層８２の厚さｄ2の比ｄ

1：ｄ2が１：１である理由は、後述する図１０の２元状態図のハッチング領域で描かれて
いる部分の濃度設定に近付けるためである。すなわち、図１０において、Ａｇリッチにな
ればなるほど、（固相＋液相）状態と固相状態との界面にそって、２元状態は、ターゲッ
トの融点の４８０℃から７２４℃の部分まで上がることができるからである。単純に、低
融点メタル薄膜層８１の厚さｄ1を厚く設定し、低融点メタル薄膜層８１の厚さｄ1と高融
点メタル薄膜層８２の厚さｄ2の比ｄ1：ｄ2＝２：１にすると、高融点の合金を形成する
ことは難しい。反対に、比ｄ1：ｄ2＝１：２にすると、高融点の合金を形成することは可
能である。
【００３０】
　低融点メタル薄膜層８１は、例えば、Ｓｎで形成され、高融点メタル薄膜層８２は、例
えば、Ａｇで形成される。真空蒸着やスパッタリング技術を用いて、これらのＡｇ層およ
びＳｎ層を薄層化形成することができるため、積層化構造８０全体の厚さも薄層化可能で
ある。このように、積層化構造８０を連続層としてＡｇ／Ｓｎ／Ａｇ／Ｓｎ／Ａｇ…のよ
うに薄膜積層化している。このように積層化構造８０の各層を薄層化することによって、
ＴＬＰ接合の形成時の拡散距離を短くすることができる。
【００３１】
　結果として、実施の形態に係る積層化高融点半田層５の融点の値は、低融点メタル薄膜
層８１の融点と高融点メタル薄膜層８２の融点との間の融点の値が得られる。或いは、実
施の形態に係る積層化高融点半田層５の融点の値は、低融点メタル薄膜層８１の融点と第
１高融点メタル層１ａおよび／若しくは第２高融点メタル層１ｂの融点との間の融点の値
が得られる。
【００３２】
　低融点メタル薄膜層８１は、Ｓｎ層以外では、Ｓｎ－Ａｇ共晶半田層によって形成され
ていても良い。また、第１高融点メタル層１ａおよび第２高融点メタル層１ｂは、Ａｇ層
によって形成されている。
【００３３】
　また、第１高融点メタル層１ａは、Ａｇ層によって形成され、第２高融点メタル層１ｂ
は、Ｎｉ層によって形成されていても良い。
【００３４】
　後述する図１０に示すように、Ｓｎ－Ａｇ共晶半田層は、９６．５±１質量％のＳｎと
３．５±１質量％のＡｇの組成からなる。
【００３５】



(6) JP 6041469 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

　ＴＬＰ接合を形成する温度は、２５０℃以上４８０℃以下であり、望ましくは、２５０
℃以上３５０℃以下である。
【００３６】
　また、積層化高融点半田層５は、第１高融点メタル層１ａおよび第２高融点メタル層１
ｂを被覆する低融点密着層をさらに備えていても良い。例えば、図１（ａ）に示すように
、積層化高融点半田層５は、積層化構造８０が配置された裏面とは反対側の第１高融点メ
タル層１ａの表面に配置された第１低融点密着層２ａと、積層化構造８０が配置された表
面とは反対側の第２高融点メタル層１ｂの裏面に配置された第２低融点密着層２ｂとを備
えていても良い。第１低融点密着層２ａおよび第２低融点密着層２ｂは、いずれも濡れ性
向上のための層である。
【００３７】
　第１低融点密着層２ａおよび第２低融点密着層２ｂは、例えば、Ｓｎ層によって形成さ
れる。
【００３８】
（半導体装置）
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置１０の模式的断面構造は、
図２に示すように、絶縁基板６と、絶縁基板６上に配置された第１伝導用メタル層７ａと
、第１伝導用メタル層７ａ上に配置された第１積層化高融点半田層５ａと、第１積層化高
融点半田層５ａ上に配置された半導体デバイス４とを備える。
【００３９】
　さらに、第１伝導用メタル層７ａが配置された表面とは反対側の絶縁基板６の裏面に配
置された第２伝導用メタル層７ｂと、絶縁基板６が配置された第２伝導用メタル層７ｂの
表面とは反対側の第２伝導用メタル層７ｂの裏面に配置された第２積層化高融点半田層５
ｂと、第２伝導用メタル層７ｂが配置された第２積層化高融点半田層５ｂの表面とは反対
側の第２積層化高融点半田層５ｂの裏面に配置されたベースプレート８とを備えていても
良い。
【００４０】
　第１積層化高融点半田層５ａおよび第２積層化高融点半田層５ｂは、図１（ａ）および
図１（ｂ）に示すように、いずれも低融点メタル薄膜層８１と、低融点メタル薄膜層８１
の表面および裏面に配置された高融点メタル薄膜層８２とを有する３層構造を複数積層化
した積層化構造８０と、積層化構造８０の表面に配置された第１高融点メタル層１ａと、
積層化構造８０の裏面に配置された第２高融点メタル層１ｂとを備える。積層化構造８０
において、低融点メタル薄膜層８１と、低融点メタル薄膜層８１の表面および裏面に配置
された高融点メタル薄膜層８２は、ＴＬＰ接合によって互いに合金化される。また、積層
化構造８０と第１高融点メタル層１ａおよび第２高融点メタル層１ｂは、ＴＬＰ接合によ
って互いに合金化される。
【００４１】
　また、実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置１０は、単純に、絶
縁基板６と、絶縁基板６上に配置された第２伝導用メタル層７ｂと、第２伝導用メタル層
７ｂ上に配置された第２積層化高融点半田層５ｂと、第２積層化高融点半田層５ｂ上に配
置されたベースプレート８とを備えていても良い。ここで、第２積層化高融点半田層５ｂ
は、ＴＬＰ接合によって形成される。
【００４２】
　ＴＬＰ接合技術によって形成された第１積層化高融点半田層５ａは、第１伝導用メタル
層７ａと半導体デバイス４とを接合するために使用され、ＴＬＰ接合技術によって形成さ
れた第２積層化高融点半田層５ｂは、第２伝導用メタル層７ｂとベースプレート８とを接
合するために使用される。
【００４３】
　ＴＬＰ技術による積層化高融点半田層の形成順序は、第１のステップとして、第２積層
化高融点半田層５ｂによって、第２伝導用メタル層７ｂとベースプレート８とを接合する



(7) JP 6041469 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

。次に、第２のステップとして、第１積層化高融点半田層５ａによって、第１伝導用メタ
ル層７ａと半導体デバイス４とを接合する。ベースプレート８の熱容量の方が半導体デバ
イス４の熱容量に比べて大きいため、第１のステップとして、第２伝導用メタル層７ｂと
ベースプレート８とを接合することによって、時間の要する接合を先に実施し、第２のス
テップとして、第１伝導用メタル層７ａと半導体デバイス４とを短時間に接合することで
、半導体デバイス４を熱的に保護することができるからである。
【００４４】
　ベースプレート８の材料としては、絶縁基板６の熱膨張係数に近い、例えば、ＣｕＭｏ
、ＣｕＷ、ＡｌＳｉＣやその複合金属の材料などで構成されている材料を選択すると良い
。ベースプレート８の材料として、絶縁基板６の熱膨張係数に近い材料を選択することに
よって、絶縁基板６とベースプレート８との熱膨張係数の差に伴う反りを抑制し、半導体
デバイス４の信頼性を向上することができるからである。
【００４５】
　第２積層化高融点半田層５ｂと接合するベースプレート８の表面には、ベースプレート
８と第２積層化高融点半田層５ｂとの濡れ性を向上するために、例えば、約２～１５μｍ
程度の厚さを有するＮｉメッキなどを施されていても良い。
【００４６】
　第１伝導用メタル層７ａおよび第２伝導用メタル層７ｂによって挟まれた絶縁基板６は
、例えば、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）や窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、又は窒化シリコン（Ｓ
ｉ3Ｎ4）などによって形成することができる。
【００４７】
　第１積層化高融点半田層５ａおよび第２積層化高融点半田層５ｂにおいては、図３に示
すように、第１高融点メタル層１ａの表面に配置された第１低融点密着層２ａと対向して
、第１高融点メタル層１ａの裏面に配置された第３低融点密着層２ｃと、第２高融点メタ
ル層１ｂの裏面に配置された第２低融点密着層２ｂと対向して、第１高融点メタル層１ａ
の表面に配置された第４低融点密着層２ｄとを備えていても良い。
【００４８】
　第３低融点密着層２ｃおよび第４低融点密着層２ｄも、第１低融点密着層２ａおよび第
２低融点密着層２ｂと同様に、例えば、Ｓｎ層によって形成される。
【００４９】
　結果として、図１（ａ）および図１（ｂ）と同様に、積層化構造８０と第１高融点メタ
ル層１ａおよび第２高融点メタル層１ｂは、ＴＬＰ接合によって互いに合金化される。
【００５０】
　第１低融点密着層２ａ、第２低融点密着層２ｂ、第３低融点密着層２ｃおよび第４低融
点密着層２ｄは、例えば、約０．５μｍ～１．５μｍのメッキＳｎ層で形成される。
【００５１】
　絶縁基板６にも、図４に示すように、第１伝導用メタル層７ａおよび第２伝導用メタル
層７ｂとの濡れ性を向上させ、かつ半田をバリアするために、第１バリアメタル層２２ａ
および第２バリアメタル層２２ｂなどが形成されていても良い。第１バリアメタル層２２
ａおよび第２バリアメタル層２２ｂは、例えば、Ｎｉメッキ層、或いはＴｉ層で形成する
と良い。
【００５２】
　第１伝導用メタル層７ａおよび第２伝導用メタル層７ｂは、いずれも適した電流量を導
通可能なアルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、その他の伝導性金属によって形成すること
ができる。第１伝導用メタル層７ａおよび第２伝導用メタル層７ｂは、例えば、約０．１
ｍｍ～０．５ｍｍ程度の厚さを有する。
【００５３】
（積層化高融点半田層の形成方法）
　実施の形態に係る積層化高融点半田層の形成方法の一工程を説明する模式的断面構造は
、図５～図９に示すように表される。また、実施の形態に係る積層化高融点半田層に適用
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されるＡｇ－Ｓｎ系半田の２元状態図は、図１０に示すように表される。
【００５４】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層の形成方法は、図５～図９に示すように、低融点
メタル薄膜層８１と、低融点メタル薄膜層８１の表面および裏面に配置された高融点メタ
ル薄膜層８２とを有する３層構造を複数積層化した積層化構造８０と、積層化構造８０の
表面に配置された第１高融点メタル層１２ａと、積層化構造８０の裏面に配置された第２
高融点メタル層１２ｂとを平坦化する工程と、低融点メタル薄膜層８１の融解温度以上に
加熱して、低融点メタル薄膜層８１を高融点メタル薄膜層８２に拡散させ、かつ積層化構
造８０を第１高融点メタル層１２ａおよび第２高融点メタル層１２ｂの合金に拡散させて
、ＴＬＰ接合を形成する工程と、ＴＬＰ接合を冷却する工程と有する。結果として、低融
点メタル薄膜層８１の融解温度以上の融解温度を有する積層化高融点半田層５が得られる
。
【００５５】
　低融点メタル薄膜層８１は、Ｓｎ層若しくはＳｎ－Ａｇ共晶半田層によって形成され、
高融点メタル薄膜層８２、第１高融点メタル層１２ａおよび第２高融点メタル層１２ｂは
、Ａｇ層によって形成される。
【００５６】
　或いは、低融点メタル薄膜層８１は、Ｓｎ層若しくはＳｎ－Ａｇ共晶半田層によって形
成され、高融点メタル薄膜層８２および前記第１高融点メタル層１２ａは、Ａｇ層によっ
て形成され、第２高融点メタル層１２ｂは、Ｎｉ層によって形成されていても良い。
【００５７】
　Ｓｎ－Ａｇ共晶半田層は、９６．５±１質量％のＳｎと３．５±１質量％のＡｇの組成
からなる。
【００５８】
　ＴＬＰ接合を形成する温度は、約２５０℃以上約４８０℃以下であり、望ましくは、約
２５０℃以上約３５０℃以下である。ここで、約２５０℃以上約３５０℃以下の低温プロ
セスとする理由は、以下の通りである。例えば、図２に示されるように、モジュールの組
立工程においては、プロセスを行う際に、様々な熱膨張係数を有する材料に熱を加える。
このため、できるだけ低い温度でモジュールの組立工程を実施した方が、モジュールのそ
りなどが起こりにくくなるからである。また、最大値として約３５０℃と設定しているの
は、高温の鉛半田（融点３００℃～３１５℃）を用いて接合する際に、約３５０℃の値を
使用しており、モジュール形成においても問題がないからである。
【００５９】
　以下、実施の形態に係る積層化高融点半田層の形成方法を詳述する。
【００６０】
（ａ）まず、Ｓｎ層からなる低融点メタル薄膜層８１と、低融点メタル薄膜層８１の表面
および裏面に配置されたＡｇからなる高融点メタル薄膜層８２とを有する３層構造を複数
積層化した積層化構造８０と、積層化構造８０の表面に配置され、Ａｇ層からなる第１高
融点メタル層１２ａと、積層化構造８０の裏面に配置され、Ａｇ層からなる第２高融点メ
タル層１２ｂとを備える層形状の積層化高融点半田層５を、絶縁基板６上の第１伝導用メ
タル層７ａと半導体デバイス４との間に配置して、加熱温度Ｔ＝２５０℃程度で加熱する
と、図５に示すように、積層化構造８０の低融点メタル薄膜層８１が融解する。
【００６１】
（ｂ）次に、加熱温度Ｔを３５０℃程度まで上昇させると、図６に示すように、積層化構
造８０の低融点メタル薄膜層８１から高融点メタル薄膜層８２および第１高融点メタル層
１２ａに向かって、Ｓｎの液相拡散が開始される。同時に、積層化構造８０の低融点メタ
ル薄膜層８１から高融点メタル薄膜層８２および第２高融点メタル層１２ｂに向かって、
Ｓｎの液相拡散が開始される。
【００６２】
（ｃ）次に、加熱温度Ｔを３５０℃程度とし加熱時間を持続すると、図７に示すように、
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積層化構造８０の低融点メタル薄膜層８１から高融点メタル薄膜層８２および第１高融点
メタル層１２ａに向かうＳｎの液相拡散によって、積層化構造８０と第１高融点メタル層
１２ａ間には、Ａｇ－Ｓｎ合金からなる積層化高融点半田層５が形成され、同様に、積層
化構造８０の低融点メタル薄膜層８１から高融点メタル薄膜層８２および第２高融点メタ
ル層１２ｂに向かうＳｎの液相拡散によって、積層化構造８０と第２高融点メタル層１２
ｂ間にも、Ａｇ－Ｓｎ合金からなる積層化高融点半田層５が形成される。Ｓｎの液相拡散
によって、図７に示すように、積層化構造８０、第１高融点メタル層１２ａおよび第２高
融点メタル層１２ｂは、いずれも薄層化される。
【００６３】
（ｄ）さらに、加熱温度Ｔを３５０℃程度とし加熱時間を持続すると、図８に示すように
、積層化構造８０は消失し、Ａｇ－Ｓｎ合金からなる積層化高融点半田層５が厚く形成さ
れ、第１高融点メタル層１２ａおよび第２高融点メタル層１２ｂは、いずれもさらに薄層
化される。
【００６４】
（ｅ）さらに、加熱温度Ｔを３５０℃程度とし加熱時間を持続すると、図９に示すように
、第１高融点メタル層１２ａおよび第２高融点メタル層１２ｂは、いずれも消失し、Ａｇ
－Ｓｎ合金からなる積層化高融点半田層５が絶縁基板６上の第１伝導用メタル層７ａと半
導体デバイス４との間に形成される。
【００６５】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層の形成方法の説明において、加熱温度Ｔの値を３
５０℃以下とする理由は、図１０のＡｇ－Ｓｎ系半田の２元状態図に示すように、３５０
℃以下において、低融点の半田であるＳｎが融解し、高融点の半田であるＡｇ層に液相拡
散させることで、４８０℃という高融点の合金を得ることができるからである。
【００６６】
　図１０に示すように、Ａｇ－Ｓｎ系半田は、Ｓｎの濃度８０％以上において、３５０℃
以下で融解して、この融解したＳｎがＡｇに液相拡散することで４８０℃の高融点固相を
得ることができる。
【００６７】
（基板取り付け工程）
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置１０の製造方法の一工程と
して、基板取り付け工程を説明する模式的断面構造は、図１１に示すように表される。ま
た、図１１の基板取り付け工程の詳細を説明するための加熱温度Ｔと時間ｔとの関係は、
図１２に示すように表される。
【００６８】
　図１１において、例えば、積層化構造８０は、約２５μｍの厚さを有する。第１高融点
メタル層１ａおよび第２高融点メタル層１ｂは、例えば、約０．２μｍ～約１μｍの厚さ
を有するＡｇ層で形成される。第１低融点密着層２ａ、第２低融点密着層２ｂは、例えば
、約１．５μｍの厚さを有するメッキＳｎ層で形成される。
【００６９】
　図１および図３に示す構造を有する積層化高融点半田層５は、プレスマシーンによって
、機械的にプレスを行う。このときの機械的な圧力は、例えば、錘（５００ｇ程度）を使
用する場合には、デバイスに加圧される圧力は、２．５×１０3Ｐａ程度である。さらに
、例えば、約２ＭＰａ程度と２～３桁高い値の圧力を印加する場合には、デバイスとＡｇ
層、基板とＡｇ層間のギャップを埋めることで、拡散速度の増加、プロセス時間の短縮化
を実現可能である。すなわち、加圧の目的としては、プロセス中に圧力をかけ、ギャップ
をうめることや酸化膜の圧力による破壊、さらに拡散速度の増加である。
【００７０】
　１時間以下にプロセス時間を短縮化する方法としては、上記の圧力の助けにより拡散速
度を短くすること、または高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）／低融点メタル薄膜層８１（
Ｓｎ）／高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）からなる３層構造（それが基本単位）を複数積



(10) JP 6041469 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

層することにより拡散速度を短くすることである。高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）／低
融点メタル薄膜層８１（Ｓｎ）／高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）からなる３層構造（基
本単位）が複数積層されている積層化構造では、低融点メタル薄膜層８１としてＳｎが積
層化される。したがって、積層化構造８０の全体としてのＳｎの量は、高融点メタル薄膜
層８２（Ａｇ）／低融点メタル薄膜層８１（Ｓｎ）／高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）か
らなる３層構造（基本単位）が１基本単位のみ積層されている積層構造と同じである。し
かし、高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）／低融点メタル薄膜層８１（Ｓｎ）／高融点メタ
ル薄膜層８２（Ａｇ）からなる３層構造（基本単位）が複数積層されている積層化構造で
は、積層してる個々の層における融解したＳｎの量は減る。このため、融解したＳｎがＡ
ｇへ完全に拡散する時間は減少する。高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）／低融点メタル薄
膜層８１（Ｓｎ）／高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）からなる３層構造（基本単位）が１
基本単位のみの積層されている積層構造では、Ｓｎが融解してＡｇへ拡散するには必要な
Ｓｎがすべて一つの層にあるので量が多く、完全にＡｇ層に拡散するには時間がかかる。
低融点メタル薄膜層８１（Ｓｎ）の厚さｄ１と高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）の厚さｄ
２の比ｄ１：ｄ２を１:１にしているので、低融点メタル薄膜層８１のＳｎが先に溶け、
その溶けたSnに高融点メタル薄膜層８２のAgが溶け込んで、各基本単位でＡｇ－Ｓｎ合金
が形成される。また、積層化構造８０の全体としてもＡｇ－Ｓｎ合金が形成される。さら
に、ここで圧力をプロセス中に与え、Ｓｎの拡散するスピードを早くすることによって、
プロセス時間はさらに短縮することができる。
【００７１】
　また、高融点メタル薄膜層８２（Ａｇ）／低融点メタル薄膜層８１（Ｓｎ）／高融点メ
タル薄膜層８２（Ａｇ）からなる３層構造（基本単位）を複数積層することで、プロセス
温度も下げることが可能であり、その値が、約３５０℃である。
【００７２】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置１０の製造方法の基板取り
付け工程は、図１１に示すように、リフローマシン２０上に、第１伝導用メタル層７ａお
よび第２伝導用メタル層７ｂを形成した絶縁基板６を配置し、第２伝導用メタル層７ｂ上
に第２積層化高融点半田層５ｂを介してベースプレート８を配置した構成において、図１
２に示すプロセス条件を実施する。
【００７３】
（Ｉ）まず、時刻０～時刻ｔ１の７分間において、室温ＲＴから約２５０℃まで加熱温度
Ｔを上昇する。加熱温度Ｔは、低融点メタル薄膜層８１の金属をＴＬＰ合金へ溶かし始め
るために、低融点メタル薄膜層８１の金属の液相を形成するための融解温度以上に設定す
る。低温で液相を活性化させるために、ある程度の圧力を加えることが望ましい。図１１
の構成においては、ベースプレート８の重量が重いことから、特に加圧のための荷重は実
施していない。
【００７４】
（II）次に、時刻ｔ１～時刻ｔ２の４分間において、約２５０℃に加熱温度Ｔを維持する
。
【００７５】
（III）次に、時刻ｔ２～時刻ｔ３の５分間において、約２５０℃から約３５０℃まで加
熱温度Ｔを上昇する。低融点メタル薄膜層８１の金属をＴＬＰ合金の構成物へ拡散するの
を助けるために、加熱温度Ｔは、ターゲットの２元系のＡｇ－Ｓｎ系合金を得るまで上昇
させる。
【００７６】
（IV）次に、時刻ｔ３～時刻ｔ４の１０分間において、約３５０℃に加熱温度Ｔを維持す
る。ここで、時刻ｔ３～時刻ｔ４の期間は、１０分以上３０分以下であっても良い。
【００７７】
（Ｖ）次に、時刻ｔ４～時刻ｔ５の１２分間において、まず、２分間に２５℃／分で約３
００℃まで低下させて２分間維持し、以下５０℃ステップで、約２００℃になるまで、こ
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の動作を繰り返す。ここで、第２積層化高融点半田層５ｂの面積が大きく、熱容量も大き
い。このため、このような制御された冷却プロセスによって、大きな面積を有する第２積
層化高融点半田層５ｂのストレス還元を実施することができる。
【００７８】
（VI）次に、時刻ｔ５～時刻ｔ６の期間おいて、約２００℃から室温ＲＴまで、自然冷却
する。
【００７９】
　結果として、積層化高融点半田層５ｂが得られる。ここで、合金化プロセスについて、
以下に説明を補足する。まず、説明を単純化するため、１層のＡｇ－Ｓｎ－Ａｇの積層構
造で説明すると、このＡｇとＳｎの濃度を２：１の関係にすることで図１０の４８０℃の
融点を有する合金を得ることができる。Ａｇ－Ｓｎ半田を使ったとしてもこの合計の濃度
の比が多少Ａｇリッチになるため、２元状態図からも明らかなように、図１０において左
側にシフトするため、４８０℃の融点を有する合金を得ることができる。すなわち、低融
点メタル薄膜層８１が融解し、高融点メタル薄膜層８２のＡｇへ拡散することでＡｇの濃
度が７５％、Ｓｎの濃度が２５％の高融点合金を得ることができる。したがって、Ａｇ－
Ｓｎの半田が溶け、Ａｇが７５％の濃度になるのではなく、はじめからＡｇ－Ｓｎ－Ａｇ
の単位を複数層積層化した積層構造を形成する時点で、このＡｇ：Ｓｎ＝２：１の関係は
設定しておく必要がある。低融点メタル薄膜層８１が融解し、高融点メタル薄膜層８２の
Ａｇへ拡散することでＡｇの濃度が７５％、Ｓｎの濃度が２５％の高融点合金を得ること
ができ、この結果として、積層化高融点半田層５ａが得られる。
【００８０】
（半導体デバイス取り付け工程）
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置１０の製造方法の一工程と
して、半導体デバイス取り付け工程を説明する模式的断面構造は、図１３に示すように表
される。また、図１３の半導体デバイス取り付け工程の詳細を説明するための加熱温度Ｔ
と時間ｔとの関係は、図１４に示すように表される。
【００８１】
　図１３において、例えば、積層化構造８０は、約２５μｍの厚さを有する。第１高融点
メタル層１ａおよび第２高融点メタル層１ｂは、例えば、約０．２μｍ～約１μｍの厚さ
を有するＡｇ層で形成される。第１低融点密着層２ａ、第２低融点密着層２ｂは、例えば
、約０．５μｍの厚さを有するメッキＳｎ層で形成される。
【００８２】
　半導体デバイス４の取り付け工程では、ＴＬＰ接合形成の反応の間に、半導体デバイス
４のドレイン電極が完全に反応しないようにする点が重要となる。このため、基板取り付
け工程時に使用した約１．５μｍの厚さを有するＳｎメッキ層に比べて、例えば、約０．
５μｍの厚さを有するＳｎメッキ層を形成し、Ｓｎメッキ層を薄くしている。
【００８３】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置１０の製造方法の半導体デ
バイス取り付け工程は、基板取り付け工程後、図１３に示すように、リフローマシン２０
上に、ベースプレート８・第２積層化高融点半田層５ｂ・第２伝導用メタル層７ｂ・絶縁
基板６・第１伝導用メタル層７ａからなる積層構造を配置し、第１伝導用メタル層７ａ上
に、第１積層化高融点半田層５ａを介して半導体デバイス４を配置した構成において、図
１４に示すプロセス条件を実施する。図１３の構成においては、半導体デバイス４上に、
特に加圧のためのおもり１８を配置して、荷重を実施している。
【００８４】
（Ｉ）まず、時刻０～時刻ｔ１の７分間において、室温ＲＴから約２５０℃まで加熱温度
Ｔを上昇する。加熱温度Ｔは、低融点メタル薄膜層８１の金属をＴＬＰ合金へ溶かし始め
るために、低融点メタル薄膜層８１の金属の液相を形成するための融解温度以上に設定す
る。低温で液相を活性化させるために、ある程度の圧力を加えることが望ましい。
【００８５】
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（II）次に、時刻ｔ１～時刻ｔ２の４分間において、約２５０℃に加熱温度Ｔを維持する
。
【００８６】
（III）次に、時刻ｔ２～時刻ｔ３の５分間において、約２５０℃から約３５０℃まで加
熱温度Ｔを上昇する。低融点メタル薄膜層８１の金属をＴＬＰ合金の構成物へ拡散するの
を助けるために、加熱温度Ｔは、ターゲットの２元系のＡｇ－Ｓｎ系合金を得るまで上昇
させる。
【００８７】
（IV）次に、時刻ｔ３～時刻ｔ４の１０分間において、約３５０℃に加熱温度Ｔを維持す
る。ここで、時刻ｔ３～時刻ｔ４の期間は、１０分以上３０分以下であっても良い。
【００８８】
（Ｖ）次に、時刻ｔ４～時刻ｔ５の５分間において、３０℃／分で約２００℃まで加熱温
度Ｔを低下させる。ここで、第１積層化高融点半田層５ａの面積が大きく、熱容量も大き
い。このため、このような制御された冷却プロセスによって、大きな面積を有する第１積
層化高融点半田層５ａのストレス還元を実施することができる。
【００８９】
（VI）次に、時刻ｔ５～時刻ｔ６の期間において、約２００℃に加熱温度Ｔを維持する。
【００９０】
（VII）次に、時刻ｔ６～時刻ｔ７の期間において、約２００℃から室温ＲＴまで、自然
冷却する。
【００９１】
　結果として、積層化高融点半田層５ａが得られる。すなわち、はじめからＡｇ－Ｓｎ－
Ａｇの単位を複数層積層化した積層構造を形成する時点で、Ａｇ：Ｓｎ＝２：１の関係を
設定し、低融点メタル薄膜層８１が融解し、高融点メタル薄膜層８２のＡｇへ拡散するこ
とでＡｇの濃度が７５％、Ｓｎの濃度が２５％の高融点合金を得ることができ、この結果
として、積層化高融点半田層５ａが得られる。
【００９２】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置１０においては、半導体デ
バイス４の取り付け工程時のＴＬＰ接合形成反応中に、半導体デバイス４のドレイン電極
が完全にＳｎ層と反応しないようにする点が、電気的および機械的な信頼性を確保する上
で、重要となる。
【００９３】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置１０においては、３００℃
以上で動作させた場合にも安定な動作が確認されている。
【００９４】
（ダイ剥離強度）
　図１５は、従来の半導体デバイス（Ｐｂ－Ｓｎ系低融点半田層を使用）と本実施の形態
に係る半導体デバイス（Ａｇ－Ｓｎ系高融点半田層を使用）における、ダイ剥離強度の温
度変化を示す。従来の半導体デバイスは高温で著しくダイ剥離強度が低下するが、本実施
の形態に係る半導体デバイスでは、大幅な低下は見られなかった。
【００９５】
（パワーモジュールの構成）
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用して形成した半導体装置１０のモジュール
構成例は、図１６に示すように、ベースプレート８と、第２積層化高融点半田層５ｂおよ
び第２伝導用メタル層７ｂを介してベースプレート８上に配置された絶縁基板６と、第１
伝導用メタル層７ａおよび第１積層化高融点半田層５ａを介して絶縁基板６上に配置され
た半導体デバイス４とを備える。
【００９６】
　絶縁基板６上に配置された第１伝導用メタル層７ａは、図１６に示すように、３つに分
割されており、第１伝導用メタル層７ａ（Ｇ）は、半導体デバイス４のゲート電極にボン
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ディングワイヤ９ａを介して接続され、かつゲートリードＧに接続される。第１伝導用メ
タル層７ａ（Ｄ）は、半導体デバイス４のドレイン電極に第１積層化高融点半田層５ａを
介して接続され、かつ図示されていないドレインリードＤに接続される。第１伝導用メタ
ル層７ａ（Ｓ）は、半導体デバイス４のソース電極にボンディングワイヤ９ｂを介して接
続され、かつソースリードＳに接続される。
【００９７】
　半導体装置１０は、枠体４４によって囲まれており、封止板４６によって、中空封止さ
れている。中空部４８には、窒素ガス、アルゴンガスなどが封入されている。
【００９８】
　半導体装置１０を並列に配置（例えば、１６個並列に配置）し、並列に配置した半導体
装置１０に共通のソース電極・ドレイン電極・ゲート電極をそれぞれ引き出す構成により
、所定の能力を有する半導体モジュールを形成することができる。
【００９９】
（変形例）
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した変形例に係る半導体装置１０は、図１
７（ａ）および図１７（ｂ）に示すように、半導体デバイス４と、半導体デバイス４上に
配置された第３積層化高融点半田層５ｃと、第３積層化高融点半田層５ｃ上に配置された
ソース側パッド電極４０と、第３積層化高融点半田層５ｃが配置された表面とは反対側の
半導体デバイス４の裏面に配置された第４積層化高融点半田層５ｄと、半導体デバイス４
が配置された第４積層化高融点半田層５ｄの表面とは反対側の第４積層化高融点半田層５
ｄの裏面に配置されたドレイン側パッド電極４２とを備える。図１７に示される半導体装
置１０においては、３個の半導体デバイス４が並列接続されている。
【０１００】
　第３積層化高融点半田層５ｃは、半導体デバイス４のソース電極とソース側パッド電極
４０とをＴＬＰ接合により結合し、第４積層化高融点半田層５ｄは、半導体デバイス４の
ドレイン電極とドレイン側パッド電極４２とをＴＬＰ接合により結合する。
【０１０１】
　第３積層化高融点半田層５ｃおよび第４積層化高融点半田層５ｄの構成および形成方法
は、実施の形態における第１積層化高融点半田層５ａ若しくは第２積層化高融点半田層５
ｂの構成および形成方法と同様であるため、重複説明は省略する。
【０１０２】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した変形例に係る半導体装置１０によれば
、４８０℃の耐熱性を有する積層化高融点半田層を半導体デバイス４に直接適用して並列
化接続することで大容量化でき、かつ両面冷却化構造とすることで、放熱性に優れる。こ
のため、実施の形態に係る積層化高融点半田層を半導体パワーモジュールに適用すること
によって、電気的にも熱的にも効率の高い半導体パワーモジュールを作製することができ
る。
【０１０３】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層を適用した半導体装置１０を用いて構成した３相
インバータの模式的回路構成は、図１８に示すように、ゲートドライブ部５０と、ゲート
ドライブ部５０に接続されたパワーモジュール部５２と、３相モータ部５４とを備える。
パワーモジュール部５２は、３相モータ部５４のＵ相、Ｖ相、Ｗ相に対応して、Ｕ、Ｖ、
Ｗ相のインバータが接続されている。
【０１０４】
　パワーモジュール部５２は、コンデンサＣが接続されたプラス端子（＋）とマイナス端
子（－）間に、インバータ構成のＳｉＣ・ＭＯＳＦＥＴＱ１・Ｑ２、Ｑ３・Ｑ４、および
Ｑ５・Ｑ６が接続されている。さらに、ＳｉＣ・ＭＯＳＦＥＴＱ１～Ｑ６のソース・ドレ
イン間には、ダイオードＤ１～Ｄ６がそれぞれ逆並列に接続されている。
【０１０５】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層５は、ＳｉＣ・ＭＯＳＦＥＴＱ１～Ｑ６のドレイ
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ン電極にＴＬＰ接合によって形成されている。
【０１０６】
　なお、図１７に示すように両面冷却構造を適用する場合には、積層化高融点半田層５は
、ＳｉＣ・ＭＯＳＦＥＴＱ１～Ｑ６のソース電極およびドレイン電極にＴＬＰ接合によっ
て形成されている。
【０１０７】
　実施の形態に係る半導体装置１０に適用する半導体デバイス４の例として、ＳｉＣ・Ｍ
ＯＳＦＥＴの模式的断面構造は、図１９に示すように、ｎ-高抵抗基板２６と、ｎ-高抵抗
基板２６の表面側に形成されたｐベース領域２８と、ｐベース領域２８の表面に形成され
たソース領域３０と、ｐベース領域２８間のｎ-高抵抗基板２６の表面上に配置されたゲ
ート絶縁膜３２と、ゲート絶縁膜３２上に配置されたゲート電極３８と、ソース領域３０
に接続されたソース電極３４と、ｎ-高抵抗基板２６の表面と反対側の裏面に配置された
ｎ+ドレイン領域２４と、ｎ+ドレイン領域２４に接続されたドレイン電極３６とを備える
。
【０１０８】
　ドレイン電極３６は、図１９に示すように、第１積層化高融点半田層５ａを介して第１
伝導用メタル層７ａ接続される。第１積層化高融点半田層５ａは、ドレイン電極３６にＴ
ＬＰ接合によって接続されている。
【０１０９】
　なお、第１積層化高融点半田層５ａを適用した半導体デバイスとしては、ＳｉＣ・ＭＯ
ＳＦＥＴの代わりに、ＧａＮ系ＦＥＴなどを適用することもできる。
【０１１０】
　更には、第１積層化高融点半田層５ａを適用した半導体デバイスは、バンドギャップエ
ネルギーが１．１ｅＶ～８ｅＶの半導体を用いることができる。
【０１１１】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層によれば、４８０℃まで耐熱性があるため、当該
積層化高融点半田層をＳｉＣやＧａＮなどを用いたパワーデバイスに適用することによっ
て、ＳｉＣ系ＦＥＴやＧａＮ系ＦＥＴなどのパワーデバイスを高温で駆動することができ
る。
【０１１２】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層によれば、低融点半田層よりも、電気的伝導度お
よび熱的伝導度を高くすることができる。このため、実施の形態に係る積層化高融点半田
層を半導体パワーモジュールに適用することによって、電気的にも熱的にも効率の高い半
導体パワーモジュールを作製することができる。
【０１１３】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層によって、電気的伝導度が高くなることで電力損
失を抑制することができ、電力変換効率を増大することができる。
【０１１４】
　また、熱的伝導度が高くなることで熱放散が容易となり、ヒートシンクの軽量化、半導
体デバイスの熱暴走の抑制、高周波特性および消費電力効率などの性能向上をはかること
ができ、結果として、電力変換効率を増大することができる。
【０１１５】
　実施の形態に係る積層化高融点半田層およびその形成方法によれば、低温プロセスによ
って高融点のＴＬＰ接合を形成することができるため、積層化高融点半田層の形成時に、
半導体デバイスおよびその構成材料へのダメージを少なくすることができる。
【０１１６】
　本実施の形態によれば、プロセス温度の低温化とプロセス時間の短縮化によって量産効
果を増大可能な積層化高融点半田層およびその形成方法を提供することができる。
【０１１７】
　また、本本実施の形態によれば、この積層化高融点半田層を適用した半導体装置を提供
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することができる。
【０１１８】
[その他の実施の形態]
　上記のように、実施の形態および変形例によって記載したが、この開示の一部をなす論
述および図面は例示的なものであり、この発明を限定するものであると理解すべきではな
い。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとな
ろう。
【０１１９】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態などを含む。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明の積層化高融点半田層を適用した半導体装置は、パワー半導体モジュール、イン
テリジェントパワーモジュールなどパワーデバイス全般に利用可能である。
【符号の説明】
【０１２１】
１ａ，１２ａ…第１高融点メタル層
１ｂ，１２ｂ…第２高融点メタル層
２ａ…第１低融点密着層
２ｂ…第２低融点密着層
２ｃ…第３低融点密着層
２ｄ…第４低融点密着層
３，１４…低融点メタル層
４…半導体デバイス
５…積層化高融点半田層
５ａ…第１積層化高融点半田層
５ｂ…第２積層化高融点半田層
５ｃ…第３積層化高融点半田層
５ｄ…第４積層化高融点半田層
６…絶縁基板
７ａ…第１伝導用メタル層
７ｂ…第２伝導用メタル層
８…ベースプレート
９ａ,９ｂ…ボンディングワイヤ
１０…半導体装置
１８…おもり
２０…リフローマシン
２２ａ…第１バリアメタル層
２２ｂ…第２バリアメタル層
２４…ドレイン領域
２６…高抵抗基板
２８…ベース領域
３０…ソース／ドレイン領域
３２…ゲート絶縁膜
３４…ソース電極
３６…ドレイン電極
３８…ゲート電極
４０…ドレイン側パッド電極
４２…ソース側パッド電極
４４…枠体
４６…封止板
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５０…ゲートドライブ部
５２…パワーモジュール部
５４…３相モータ部
６０…半導体パワーモジュール
６２…ＴＬＰ接合部
８０…積層化構造
８１…高融点メタル薄膜層
８２…低融点メタル薄膜層
Ｓ…ソースリード
Ｇ…ゲートリード
Ｄ…ドレインリード

【図１】 【図２】
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