
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体発光素子を搭載する素子搭載面と、その搭載面に設けられて半導体発光素子に接続
される第１および第２の導電領域とを有する基板と、
　前記半導体発光素子が収納される内部空間を規定する反射面を有し、前記素子搭載面の
上に設けられる金属、合金または金属複合材料で形成された反射部材と、
　前記反射面に設けられた金属層とを備え、
　前記反射面は、前記素子搭載面から離れるにつれて前記内部空間の径が大きくなるよう
に前記素子搭載面に対して傾斜している、発光素子搭載用部材。
【請求項２】
前記素子搭載面と前記反射部材とを接合する接合層をさらに備え、前記接合層の耐熱温度
は３００℃以上であり、かつ前記接合層は温度７００℃以下で溶融して前記素子搭載面と
前記反射部材とを接合する、請求項１に記載の発光素子搭載用部材。
【請求項３】
前記基板は絶縁性を有し、前記基板に前記第１および第２の貫通孔が形成されており、前
記第１の貫通孔に前記第１の導電領域が設けられ、前記第２の貫通孔に前記第２の導電領
域が設けられる、請求項１または２に記載の発光素子搭載用部材。
【請求項４】
前記第１および／または第２の導電領域の金属膜の配置パターンの最小形成寸法が、５μ
ｍ以上１００μｍ未満である請求項１ないし３に記載の半導体装置。

10

20

JP 3918858 B2 2007.5.23



【請求項５】
請求項１から４のいずれか１項に記載の発光素子搭載用部材と、
　前記素子搭載面に搭載された半導体発光素子とを備え、
　前記半導体発光素子は前記素子搭載面に向い合う主表面を有し、前記基板は前記素子搭
載面と反対側に位置する底面を有し、
　前記底面から前記素子搭載面までの距離Ｈと前記半導体発光素子の主表面の長辺方向の
長さＬとの比率Ｈ／Ｌは０．３以上である、半導体装置。
【請求項６】
前記半導体発光素子の前記主表面側には電極が設けられて前記第１および／または第２の
導電領域に電気的に接続される、請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
前記主表面の面積は１ｍｍ２ 以上である、請求項５または６に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　この発明は、発光素子搭載用部材およびそれを用いた半導体装置に関し、特に、発光ダ
イオードまたは半導体レーザなどを搭載するための発光素子搭載用部材およびそれを用い
た半導体装置に関するものである。
【背景技術】
　従来、半導体発光素子を搭載する部材は、たとえば特開２００２－２３２０１７号公報
に記載されている。
　上述の公報に記載された半導体素子搭載用部材では、半導体素子を搭載する基板および
発光素子を取囲むセラミック窓枠に、たとえば酸化アルミニウムや窒化アルミニウムを主
成分としたセラミックスが用いられている。
　近年の発光素子の高出力化により半導体発光素子から発生する熱量も大きくなっている
。基板および窓枠として酸化アルミニウムを主成分としたセラミックス（以下アルミナと
も称す。）を用いた場合、十分に放熱できないため、温度上昇が起こるという問題があっ
た。
　さらに、熱伝導率の高い窒化アルミニウムを用いた場合には、アルミナに比べ原料が高
価であり加工が困難である。さらに、その表面にメタライズ層を形成する場合には、通常
まずＷやＭｏを主成分とするメタライズ層を形成する必要がある。その場合、グリーンシ
ートに予めＷやＭｏを主成分とする金属ペーストを印刷塗布した後、窒化アルミニウムセ
ラミックス本体と同時に焼成する方法が、採られる（コファイアメタライズ法）。しかし
ながら、この方法では、焼成時の熱変形などがあるため、例えば１００μｍ未満の微細な
パターンのメタライズ層を精度良く形成することが難しい。
【発明の開示】
　この発明の目的は、上述のような問題点を解決するため、熱伝導率が高く、かつ加工性
に優れた発光素子搭載用部材とそれを用いた半導体装置を提供することである。
　本発明者らは、基板と、その基板の上に設けられた反射部材とを備えた発光素子搭載用
部材において、半導体発光素子から発生する熱を十分に放散させ、かつ加工性に優れた発
光素子搭載用部材についてさまざまな検討を行なった結果、基板に高熱伝導部材を、反射
部材に金属、合金または金属複合材料で形成することで好ましい特性を得ることができる
ことがわかった。
　上述のような知見によってなされた、この発明に従った発光素子搭載用部材は、半導体
発光素子を搭載する素子搭載面と、その素子搭載面に設けられて半導体発光素子に接続さ
れる第１および第２の導電領域とを有する基板と、半導体発光素子が収納される内部空間
を規定する反射面を有し、素子搭載面の上に設けられる金属、合金または金属複合材料で
形成された反射部材と、反射面に設けられた金属層とを備える。反射面は、素子搭載面か
ら離れるにつれて内部空間の径が大きくなるように素子搭載面に対して傾斜している。
　このように構成された発光素子搭載用部材では、基板が高熱伝導部材となるため、半導
体発光素子から発生した熱を十分に放散させることができる。さらに、反射部材が金属、
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合金または金属複合材料で形成されるため、反射部材がセラミックスで構成されている場
合に比べて加工が容易となり、加工性に優れた発光素子搭載用部材を提供することができ
る。
　また反射部材が金属、合金または金属複合材料で形成されるため、その反射部材の反射
面に設けられる金属層との密着性が向上する。その結果、製造が容易な発光素子搭載用部
材を提供することができる。
　また好ましくは、発光素子搭載用部材は、素子搭載面と反射部材とを接合する接合層を
さらに備える。接合層の耐熱温度は３００℃以上であり、かつ接合層は温度７００℃以下
で溶融して素子搭載面と反射部材とを接合する。この場合、接合層の耐熱温度は３００℃
以上であるため、半導体発光素子を発光素子搭載用部材に搭載する場合に温度を２５０～
３００℃としても接合層は、基板と反射部材の剥離を防止し、実用的であり、信頼性の高
い発光素子搭載用部材を得ることができる。さらに、接合温度が７００℃以下であるため
、基板の表面にＡｕ、ＡｇまたはＡｌ等のメタライズパターンが形成されている場合に、
メタライズパターンの劣化を防ぐことができる。一般的にこのメタライズパターンの耐熱
温度は７００℃以下であるため、温度７００℃以下で接合することによりメタライズパタ
ーンを劣化させずに接合することができる。
　より好ましくは、基板は絶縁性を有し、基板に第１および第２の貫通孔が形成されてお
り、第１の貫通孔に第１の導電領域が設けられ、第２の貫通孔に第２の導電領域が設けら
れる。この場合、基板の素子搭載面が形成される面と反対側の面まで第１および第２の導
電領域が延びるため、この反対側の面から第１および第２の導電領域に電力を供給するこ
とができる。さらに好ましくは、上記半導体装置において第１および／または第２の導電
領域の素子搭載面に形成された金属膜の配置パターンの最小形成寸法が、５μｍ以上１０
０μｍ未満に制御されている。これによって発光素子をフリップチップなどで実装できる
。好ましくは５０μｍ未満である。なおここで言う配置パターンの最小形成寸法とは、メ
タライズパターンの最小幅やパターン間の最小間隔などである。
　この発明に従った半導体装置は、上述のいずれかに記載の発光素子搭載用部材と、素子
搭載面に搭載された半導体発光素子とを備える。半導体発光素子は素子搭載面に向い合う
主表面を有し、基板は素子搭載面と反対側に位置する底面を有する。底面から素子搭載面
までの距離Ｈと半導体発光素子の主表面の長辺方向の長さＬとの比率Ｈ／Ｌは０．３以上
である。
　この場合、長辺の長さＬと底面から素子搭載面までの距離Ｈとの比率Ｈ／Ｌを最適化し
ているため、放熱性の高い半導体装置を得ることができる。なお、長辺方向の長さＬと、
底面から素子搭載面までの距離Ｈとの比率Ｈ／Ｌが０．３未満となれば、長辺方向の長さ
Ｌに対して底面から素子搭載面までの距離Ｈが小さくなりすぎて、十分に熱を放散させる
ことができない。
　好ましくは半導体発光素子の主表面側には電極が設けられて第１および／または第２の
導電領域に電気的に接続される。この場合、主表面側に電極が設けられて、その電極が直
接的に第１および／または第２の導電領域に電気的に接続されるため、半導体発光素子の
うち、発熱量が特に大きい発光層の部分から発生した熱は電極を介して直接的に基板へ伝
達される。その結果、発光層で発生した熱が効率的に基板へ放散され、さらに冷却能力の
高い発光素子搭載用部材を提供することができる。また好ましくは、主表面の面積は１ｍ
ｍ２ 以上である。
【図面の簡単な説明】
　図１は、この発明の実施の形態１に従った発光素子搭載用部材およびそれを用いた半導
体装置の断面図であり、図１Ａは１つの局面に従った半導体装置の断面図であり、図１Ｂ
は別の局面に従った半導体装置の断面図である。
　図２は、図１で示す発光素子搭載用部材および半導体装置の斜視図である。
　図３は、Ａは、図１で示す半導体発光素子の斜視図である。Ｂは、同素子の主表面の輪
郭例を示す図である。
　図４は、図１で示す半導体装置の製造方法を説明するための工程図である。
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　図５は、図１から図３で示す半導体装置の製造方法の第１工程を示す断面図である。
　図６は、図１から図３で示す半導体装置の製造方法の第２工程を示す断面図である。
　図７は、図６中の矢印ＶＩＩで示す方向から見た基板の平面図である。
　図８は、図１から図３で示す半導体装置の製造方法の第３工程を示す断面図である。
　図９は、図１から図３で示す半導体装置の製造方法の第４工程を示す断面図である。
　図１０は、図１から図３で示す半導体装置の製造方法の第５工程を示す断面図である。
　図１１は、図１から図３で示す半導体装置の製造方法の第６工程を示す断面図である。
　図１２は、図１から図３で示す半導体装置の製造方法の第７工程を示す断面図である。
　図１３は、この発明の実施の形態２に従った発光素子搭載用部材およびそれを用いた半
導体装置の断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の実施の
形態では同一または相当する部分については同一の参照符号を付し、その説明は繰返さな
い。
（実施の形態１）
　図１は、この発明の実施の形態１に従った発光素子搭載用部材およびそれを用いた半導
体装置の断面図であり、図１Ａは１つの局面に従った半導体装置の断面図であり、図１Ｂ
は別の局面に従った半導体装置の断面図である。図２は、図１Ａで示す半導体装置の斜視
図である。図３は、図１Ａで示す半導体発光素子の斜視図である。図１Ａ、図２および図
３を参照して、この発明の実施の形態１に従った半導体装置１００は、発光素子搭載用部
材２００と、素子搭載面２ａに搭載された半導体発光素子１とを備える。半導体発光素子
１は素子搭載面２ａに向い合う主表面１ａを有する。主表面１ａはこの場合矩形をなして
おり、長辺としての第１の辺１１と短辺としての第２の辺１２とを含む。基板２は素子搭
載面２ａと反対側に位置する底面２ｂとを有する。底面２ｂから素子搭載面２ａまでの距
離Ｈと第１の辺１１の長さＬとの長さの比Ｈ／Ｌは０．３以上となっている。
　発光素子搭載用部材２００は、半導体発光素子１を搭載する素子搭載面２ａと、その素
子搭載面２ａに設けられて半導体発光素子１に接続される第１および第２の導電領域２１
および２２とを有する基板２と、半導体発光素子１が収納される内部空間６ｂを規定する
反射面６ａを有し、素子搭載面２ａの上に設けられる金属、合金または金属複合材料で形
成された反射部材６と、反射面６ａに設けられた金属層１３とを備える。反射面６ａは、
素子搭載面２ａから離れるにつれて内部空間６ｂの径が大きくなるように素子搭載面２ａ
に対して傾斜している。
　発光素子搭載用部材２００は、素子搭載面２ａと反射部材６とを接合する接合層９をさ
らに備える。接合層９の耐熱温度は３００℃以上であり、かつ接合層９は温度７００℃以
下で溶融して素子搭載面２ａと反射部材６とを接合する。
　基板２は絶縁性を有し、基板２に第１および第２の貫通孔２ｈおよび２ｉが形成されて
いる。第１の貫通孔２ｈに第１の導電領域２１が設けられ、第２の貫通孔２ｉに第２の導
電領域２２が設けられる。また前述のように、上記半導体装置において、第１および／ま
たは第２の導電領域２１および２２の素子搭載面に形成された金属膜の配置パターンの最
小パターン巾や最小パターン間距離が、５μｍ以上１００μｍ未満に制御されている。こ
れによって発光素子をフリップチップなどで実装できる。好ましくは１０μｍ以上５０μ
ｍ未満である。特に第１および第２の導電領域２１および２２のパターンの間隔は、導通
不良が発生しないよう程度に小さい方が良い。何故ならメタライズされた部分の面積が広
ければ広いほど、反射効率が向上するからである。５μｍ未満では導通不良が発生し易く
なる。
半導体発光素子１の主表面１ａ側には電極層１ｂおよび１ｆが設けられて第１および第２
の導電領域２１および２２に電気的に接続される。主表面１ａの面積は１ｍｍ２ 以上であ
る。
　基板２は、電気絶縁性で熱伝導性の良い材料で構成され、その実用環境に応じて使い分
けられる。例えば、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化ケイ素（Ｓｉ３ Ｎ４ ）、酸化アル
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ミニウム（Ａｌ２ Ｏ３ ）、窒化硼素（ＢＮ）または炭化ケイ素（ＳｉＣ）などを主成分と
したセラミックス、また例えば、電気絶縁性の珪素（Ｓｉ）を主成分とした材料、以上の
材料の複合材やそれらの組み合わせ材料などで構成される。
　基板２は熱を放散させるヒートシンクとしての役割を果たす。そのため、熱伝導率は大
きいほど好ましいが、熱伝導率が１４０Ｗ／ｍ・Ｋ以上、さらには１７０Ｗ／ｍ・Ｋ以上
であれば好ましい。さらに、半導体発光素子１として周期律表ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体
発光素子またはＩＩ－ＶＩ族化合物半導体発光素子を用いる場合には、それらの発光素子
との線膨張係数を整合させるために、基板２の熱膨張率（線膨張率）を３．０×１０－ ６

／Ｋ以上１０×１０－ ６ ／Ｋ以下とすることが好ましい。
　素子搭載面２ａにはＡｕ膜３ａ、３ｂおよび３が形成されている。Ａｕ膜３は、接合層
９と基板２との密着性を高める働きをする。そのため、Ａｕ膜３は、接合層９と基板２と
の密着性を高めるような物質で構成される。この実施の形態では、基板２としてセラミッ
クスである窒化アルミニウムを用い、接合層９としてＡｕ－Ｇｅを用いているため、Ａｕ
膜３を採用しているが、接合層の材質が変わった場合には、たとえばＡｕ膜３、３ａおよ
び３ｂを、例えばアルミニウムを主成分とする層や、銀を主成分とする層とすることも可
能である。なお、Ａｕ膜３、３ａおよび３ｂは、例えばめっきや蒸着により形成される。
さらに、Ａｕ膜３、３ａおよび３ｂと素子搭載面２ａとの間に例えばチタン層、白金層な
どの密着性を高める中間層を介在させてもよい。
　素子搭載面２ａとＡｕ膜３、３ａおよび３ｂとの間に設ける中間層としては、例えばＮ
ｉ、Ｎｉ－Ｃｒ、Ｎｉ－Ｐ、Ｎｉ－Ｂ、ＮｉＣｏが挙げられる。これらは、例えばめっき
や蒸着で形成することができる。蒸着で形成する場合の材料には、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｎｉ
、ＮｉＣｒ合金、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔａなどを挙げることができる。また、なおこれらのめっ
き層および／または蒸着層の積層であってもかまわない。中間層の厚みは０．０１ｍｍ以
上５ｍｍ以下が好ましく、さらに０．１ｍｍ以上１ｍｍ以下であることが好ましい。
　また、本事例の場合、基板２とＡｕ膜３、３ａおよび３ｂとの間に、例えばＴｉ／Ｐｔ
積層膜からなる中間層を形成してもよい。この積層膜を構成するＴｉを含む膜は、基板２
との密着性を高めるための密着層であり、基板２の上部表面に接触するように形成される
。密着層の材料としては、たとえばチタンに限られず、バナジウム（Ｖ）、クロム（Ｃｒ
）、ニッケルクロム合金（ＮｉＣｒ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタ
ル（Ｔａ）およびこれらの化合物も用いることができる。
　また、Ｔｉ／Ｐｔ積層膜を構成する白金（Ｐｔ）膜は拡散防止層であり、Ｔｉ膜の上部
表面に形成される。その材料としては、白金（Ｐｔ）だけでなく、パラジウム（Ｐｄ）、
ニッケルクロム合金（ＮｉＣｒ）、ニッケル（Ｎｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、銅（Ｃｕ）
なども用いることができる。
　なお、上述のＴｉ／Ｐｔ積層膜、Ａｕ膜を総称して、以下メタライズ層ともいう。メタ
ライズ層の形成方法としては、上述のように従来から用いられている成膜方法を適用でき
る。たとえば、蒸着法、スパッタリング法あるいはめっき法などがある。また、上述のＴ
ｉ／Ｐｔ積層膜、Ａｕ膜のパターニング方法には、たとえばフォトリソグラフィを用いた
リフトオフ法、化学エッチング法、ドライエッチング法、またはメタルマスク法などがあ
り、これらの手段は、例えば１００μｍ未満、さらには５０μｍ未満で制御された微細な
パターンを形成する場合に好適である。
　上述のＴｉ／Ｐｔ積層膜のチタン（Ｔｉ）膜の厚さは０．０１ｍｍ以上１．０ｍｍ以下
、白金（Ｐｔ）膜の厚さは、０．０１ｍｍ以上１．５ｍｍ以下が、それぞれ好ましい。電
極層としてのＡｕ膜の厚さは０．１ｍｍ以上１０ｍｍ以下が好ましい。
　基板２の厚み、すなわち、底面２ｂから素子搭載面２ａまでの距離Ｈは、半導体発光素
子１の寸法に従ってさまざまに設定することが可能であるが、たとえば距離Ｈを０．３ｍ
ｍ以上１０ｍｍ以下とすることができる。
　Ａｕ膜３ａおよび３ｂと接触するように半導体発光素子１が設けられている。半導体発
光素子１は、ＩＩ－ＶＩ族化合物半導体発光素子またはＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体発光素
子で構成することができる。ここで、ＩＩ族元素は亜鉛（Ｚｎ）およびカドミウム（Ｃｄ
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）を含む。ＩＩＩ族元素は、ホウ素（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）お
よびインジウム（Ｉｎ）を含む。Ｖ族元素は、窒素（Ｎ）、リン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）お
よびアンチモン（Ｓｂ）を含む。ＶＩ族元素は、酸素（Ｏ）、硫黄（Ｓ）、セレン（Ｓｅ
）およびテルル（Ｔｅ）を含む。半導体発光素子１は、たとえばＧａＡｓ系、ＩｎＰ系、
ＧａＮ系などの化合物半導体で構成される。
　基板２にはビアホール（スルーホール）としての貫通孔２ｈおよび２ｉが形成されてい
る。貫通孔２ｈおよび２ｉに充填される導体が第１および第２の導電領域２１および２２
を構成している。貫通孔２ｈおよび２ｉに充填される導体（ビアフィル）の主成分として
は、好ましくは高融点金属、特にタングステン（Ｗ）やモリブデン（Ｍｏ）を用いること
ができる。なお、これらにさらにチタン（Ｔｉ）などの遷移金属、あるいはガラス成分や
基板材料（たとえば窒化アルミニウム（ＡｌＮ））が含まれていてもよい。また関通孔２
ｈおよび２ｉは、導体が充填されていなくても、内側の面がめっきなどによってメタライ
ズされておればよい。
　素子搭載面２ａの表面粗さは好ましくはＲａで１μｍ以下、より好ましくはＲａで０．
１μｍ以下である。また、その平面度は、好ましくは５μｍ以下、より好ましくは１μｍ
以下である。Ｒａが１μｍを超えるが平面度が５μｍを超える場合、半導体発光素子１の
接合時に基板２との間に隙間が生じやすくなり、それによって半導体発光素子を冷却する
効果が低下することがある。なお、表面粗さＲａおよび平面度はＪＩＳ規格（それぞれＪ
ＩＳＢ０６０１およびＪＩＳＢ０６２１）に規定されている。
　本発明の半導体発光素子１の材料は、たとえば上述の化合物半導体が挙げられるが、サ
ファイヤ等の基板上にこれらの層やバルクが積層されていてもよい。発光部は、上面もし
くは下面のいずれでもよい。なお、この実施の形態では、発光層１ｃが基板側に設けられ
ているため、発熱部である発光層１ｃが基板により近い位置に配置されることから、半導
体素子の放熱をより向上させることができる。
　基板２上に設けられた半導体発光素子１の表面には、シリコン酸化膜（ＳｉＯ２ ）など
の絶縁層および電極層などのメタライズ層が形成されていてもよい。電極層としての金（
Ａｕ）の厚さは０．１μｍ以上１０μｍ以下であることが好ましい。
　半導体発光素子１は、サファイヤ等のベース体１ｅと、ベース体１ｅに接触する半導体
層１ｄと、半導体層１ｄの一部分に接触する発光層１ｃと、発光層１ｃに接触する半導体
層１ｇと、半導体層１ｇに接触する電極層１ｂと、半導体層１ｄに接触する電極層１ｆと
を有する。
　半導体発光素子１の構造は図１Ａで示されるものに限られず、例えば図１Ｂのように電
極層１ｆ、半導体層１ｄ、発光層１ｃ、半導体層１ｇ、電極層１ｂを積層した構造を採用
してもよい。この場合、半導体発光素子１の表面と裏面とに電極が存在し、電極層１ｂが
Ａｕボンディングライン７１によりＡｕ膜３ｂと接続される。図１Ｂでは、第１の導電領
域のみが半導体発光素子１と直接に接合される。
　図３Ａで示すように、主表面１ａを構成する辺のうち、第１の辺１１が長辺であり、第
２の辺１２が短辺であるが、第１の辺１１が短辺であって、第２の辺１２が長辺であって
もよい。なお本事例では半導体発光素子の主表面が矩形であるので、長辺が長辺方向の長
さＬに相当する。第１の辺１１は、発光層１ｃの延びる方向とほぼ垂直に延びる。第２の
辺１２は発光層１ｃとほぼ平行に延びる。また、第１の辺１１と第２の辺１２とがほぼ同
一の長さであってもよい。第１の辺１１と第２の辺１２とがほぼ同一の長さである場合に
は、第１の辺１１を長辺とみなす。さらに、主表面１ａが矩形でない場合、たとえば角が
丸められている場合には、主表面１ａを矩形に近似して長辺を規定する。また本発明の他
の実施の形態も同様であるが、本事例のように、主面１ａが矩形であれば、通常その反対
側の面もほほ同じ形状であるが、必ずしもそうでなくてもよい。また図３Ｂにいくつかの
主表面形態に示されるように、主面が矩形以外の例もある。本発明の半導体素子の主面の
長辺方向の長さは、主面に垂直な方向に投影した像の輪郭から計量される。図３Ｂ１ない
し３Ｂ５はその例であり、Ｌと表示された部分が長辺方向の長さである。例えば、それが
円形や正方形であれば、それぞれその直径およびそのいずれかの辺の長さ、楕円であれば
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、その長径である。
　半導体発光素子１の長辺方向の長さＬは、この場合第１の辺１１の長さに相当する。こ
れと、底面２ｂから素子搭載面２ａまでの距離Ｈとの比率Ｈ／Ｌは０．３以上であること
が好ましい。さらに好ましくは、上述の比率Ｈ／Ｌは０．４５以上１．５以下であり、よ
り好ましくは比率Ｈ／Ｌは０．５以上１．２５以下である。
　半導体発光素子１を取囲むように反射部材６が設けられている。反射部材６は基板２を
構成する窒化アルミニウムに近い熱膨張率の材料が用いられる。反射部材６は、金属、合
金または金属複合材料で形成される。これによって同部材の加工が容易になる。なお同部
材の熱膨張係数は、例えば、３×１０－ ６ ／Ｋ以上７×１０－ ６ ／Ｋ以下とされる。好ま
しくは、その熱膨張係数は、４×１０－ ６ ／Ｋ以上６×１０－ ６ ／Ｋ以下である。具体的
には、反射部材６はＮｉ－Ｃｏ－Ｆｅ合金により構成され、代表的な成分としては、Ｎｉ
の割合が２９質量％、Ｃｏの割合が１８質量％、Ｆｅの割合が５３質量％である。
　反射部材６にはテーパ状の傾斜面である反射面６ａが設けられている。反射面６ａは素
子搭載面２ａに対して好ましくは３０°から７０°、より好ましくは４０°から６０°の
角度をなす。反射部材６にはＮｉ／Ａｕからなるめっき層７が設けられている。このめっ
き層は、接合層９としてＡｕ系のロウ材（Ａｕ－Ｇｅ）を使用する場合に、用いられるも
のであり、接合層９と反射部材６との接合強度を増す働きをする。なお、反射部材６の全
周にめっき層７を設けてもよい。
　反射部材６の表面を覆うように金属層１３が形成されている。金属層１３は、めっきま
たは蒸着により形成されて半導体発光素子１から放たれた光を外側へ取出すための役割を
果たす。
　反射面６ａは内部空間６ｂを規定しており、内部空間６ｂは、錐状をなす。例えば、図
２で示すように円錐形状である。しかしながら、内部空間６ｂが四角錐または三角錐など
の角錐形状であってもよい。さらに、反射面６ａが放物面形状等の曲面であってもよい。
　次に、図１から図３で示す半導体装置１００の製造方法について説明する。図４は、図
１で示す半導体装置の製造方法を示す工程図である。図５から図１２は、図１から図３で
示す半導体装置の製造方法を説明する図である。
　図４および図５を参照して、まず基板を作製する（ステップ２０１）。この種の基板２
は長さ、幅がせいぜい数ｍｍと小さいため、たとえば長さ、幅が５０ｍｍ程度の基板母材
を作製し、この基板母材に貫通孔２ｈおよび２ｉを形成する。貫通孔２ｈおよび２ｉに第
１および第２の導電領域２１および２２を形成する。その後、基板母材を所定サイズに細
かく切断分割する。この方法での基板母材のサイズは、たとえば幅を５０ｍｍ、長さを５
０ｍｍ、厚さを０．３ｍｍとする。なお、基板材料である窒化アルミニウム（ＡｌＮ）の
焼結体の製造方法には、通常の方法が適用される。所定のサイズに細かく分割する工程は
、例えば接合（ステップ２０６）の後やその他の工程でもよい。
　次に、第２工程で基板の表面を研磨する（ステップ２０２）。研磨後の基板の基板の表
面粗さは、好ましくはＲａで１．０μｍ以下、より好ましくは０．１μｍ以下とする。研
磨方法としては、たとえば研削盤、サンドブラスト、サンドペーパーまたは砥粒による研
磨方法などの通常の方法を適用することができる。
　図４、図６および図７を参照して、基板２の素子搭載面２ａおよび底面２ｂにＡｕ膜を
めっきまたは蒸着で形成する（ステップ２０３）。具体的には、例えば本事例の場合、下
地層として、Ｔｉ／Ｐｔを蒸着した後にその上にＡｕ膜を蒸着する。蒸着方法としては、
たとえばフォトリソグラフィ法を用いてそれぞれの膜が形成されるべき領域外の基板部分
にレジスト膜を形成し、このレジスト膜と基板上にそれぞれの層を形成する。まず密着層
であるＴｉ膜を蒸着し、次に、拡散防止層であるＰｔ膜、最表面に電極層であるＡｕ膜を
蒸着する。その後、リフトオフ工程を行なう。具体的には、上記の工程において形成した
レジスト膜を、レジスト剥離液によってそのレジスト膜上に形成された密着層、拡散防止
層および電極層のそれぞれの膜とともに除去する。この結果、図６および図７で示すよう
に、基板上に所定のパターンを有するＡｕ膜３、３ａから３ｄを形成することができる。
基板の中央部にＡｕ膜３ａおよび３ｂが形成され、それを取囲むようにＡｕ膜３が形成さ
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れている。金属膜の形成には、上記のようにフォトリソグラフィーなどの手段を使うこと
によって、例えばパターン形状が１００μｍ以下の寸法のパターンを形成でき、５０μｍ
以下のものも形成可能である。パターン形状としては、例えばそのパターン間の最小間隔
やパターン幅などである。このため、半導体発光素子のフリップチップ実装など、高い寸
法精度が要求される周辺部材の実装が可能になる。
　図４および図８を参照して、まず反射部材６を準備する。反射部材６は上述のように窒
化アルミニウムに近い熱膨張係数の材料により構成され、たとえばＮｉ－Ｃｏ－Ｆｅから
なる低熱膨張合金を用いる。
　図４および図９を参照して、この反射部材６を加工することにより反射面６ａを形成す
る（ステップ２０４）。反射面６ａは反射部材６の最も広い面に対して角度（たとえば４
５°）をなし外側に広がっている。
　図４および図１０を参照して、反射部材６にめっき層７を形成する（ステップ２０５）
。めっき層７はＮｉ／Ａｕ積層体である。めっき層７は反射部材６の全周に形成してもか
まわない。
　図４および図１１を参照して、反射部材６と基板２とを接続する（ステップ２０６）。
接合層９としては、ロウ材、シーリング・封着ガラス、耐熱性接着剤があり、メタライズ
パターンの耐熱温度を超えない温度で反射部材と基板とを接続する。ロウ材としては、た
とえばＡｕ－Ｇｅがあり、ロウ材を用いると、接合強度、Ｐｂフリーの観点からは好まし
い。また、耐熱性接着剤としては無機質系のものおよび樹脂類がある。例えば、ロウ材で
はＡｇをベースにしたもの、無機質系ではガラスやセラミックスなどが、樹脂ではポリイ
ミド系、ポリアミドイミド系、エポキシ系、アクリルエポキシ系、液晶ポリマー系などが
、それぞれ挙げられる。
　図４および図１２を参照して、金属層１３を例えばめっき、蒸着などの手段で形成（ス
テップ２０７）。金属層１３は半導体発光素子より発光された光を取出すためのものであ
り、最表面の層は、反射率が大きい例えばＡｇやＡｌまたはそれらを主成分とした金属が
好ましい。なお、反射部材６自体の反射率が高ければ、この金属層１３を設けなくてもよ
い。また場合によっては、半導体素子との接合信頼性を上げるために、同素子が搭載され
る部分のＡｕ膜３ａおよび３ｂ上には、金属層１３を形成しないことがある。
　図４および図１を参照して、半導体発光素子を実装する（ステップ２０８）。実装方法
としては、この場合フリップチップ接続を行なうが、発光層１ｃが基板２側に設けられる
。これにより、発光層１ｃから発生した熱がすぐに基板２へ伝わり、放熱が良好に行なわ
れる。接続に使われる部材としては、例えばＳｎ、Ａｕ－Ｓｎ、Ａｇ－Ｓｎ、Ｐｂ－Ｓｎ
等のＳｎ系の半田や、これらの半田およびＡｕのバンプがある。
　以上のように構成されたこの発明に従った発光素子搭載用部材２００およびそれを用い
た半導体装置１００では、反射部材６が金属、合金または金属複合材料で構成されている
。そのため、反射部材６の表面に直接的に金属層１３を形成することができる。また、反
射部材６を図９で示す工程において加工する場合にも、加工が容易となり製造コストを低
下させることができる。
（実施の形態２）
　図１３は、この発明の実施の形態２に従った発光素子搭載用部材およびそれを用いた半
導体装置の断面図である。図１３を参照して、この発明の実施の形態２に従った発光素子
搭載用部材２００では、素子搭載面２ａに金属膜４、４ａおよび４ｂが形成されており、
この金属膜４、４ａおよび４ｂはＡｇまたはＡｌにより構成される。この場合は、図１３
で示したように、金属層１３は反射部材６のみに形成されていてもよい。
　この場合、実施の形態１に従った発光素子搭載用部材２００および半導体装置１００と
同様の効果がある。
実施例
　実施例では、基板２と反射部材６とを接合する接合層９の特性について詳細に調べた。
図１を参照して、窒化アルミニウムからなる基板２の素子搭載面２ａに接合層９を介在さ
せて反射部材６を取付けた。反射部材６は、Ｎｉ－Ｃｏ－Ｆｅ合金であり、Ｎｉの割合は
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２９質量％、Ｃｏの割合は１８質量％、Ｆｅの割合は５３質量％である。また、反射部材
６の縦×横×厚みを５ｍｍ×５ｍｍ×１ｍｍとした。
　接合層９として、表１のサンプル１から８で示すものを用いた。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　なお、表１中の「接合層９の材質」における％は構成成分の含有量であり、その単位は
質量％である。これらの接合層９は、表１の「接合時の温度」において溶融させて基板２
と反射部材６とを接合させた。
　このようにして得られた各々のサンプルについて、強度、耐熱性、電極メタライズパタ
ーンの劣化を調べた。まず、強度については、接合した後に室温（２５℃）まで冷却した
ときの強度（初期強度）を測定した。測定方法としては、図１で示すように、矢印５１で
示す方向から反射部材６に荷重をかけて反射部材６が基板２から離れるまでの圧力を求め
た。その結果、初期強度が１０ＭＰａ以上であれば強度が良好として「強度」の欄に「○
」を付した。また、初期強度が１０ＭＰａ未満のサンプルについては「×」を付した。
　耐熱性の評価については、接合層を温度３００℃で１分および同温度で２４時間それぞ
れ大気中に保ち、接合層９が再び溶化および軟化せず、さらに接合強度を図１で示す方法
で測定して接合強度の低下率が１０％未満であるものを良好とし、「耐熱性」の欄に「○
」を付した。なお３００℃で１分保持された場合の結果は、表の「耐熱性１」の欄に、同
温度で２４時間保持された場合のそれは、表の「耐熱性２」の欄に、それぞれ載せた。接
合強度の低下率が１０％以上のものについては「耐熱性」の欄に「×」を付した。なお、
接合強度の低下率は、初期強度をＡ１とし、３００℃で加熱した後の室温での強度をＡ２
として、（（Ａ１－Ａ２）／Ａ１）で示す式で求めた。
　なお、本明細書中の「接合温度が３００℃以上」とは、接合層を温度３００℃で１分間
大気中に保った後でも、接合層９が再び溶化および軟化せず、さらに接合強度を図１で示
す方法で測定して接合強度の低下率が１０％未満であるものをいう。接合強度の低下率は
、初期強度（温度３００℃に保つ前の接合強度）をＡ１とし、大気中、温度３００℃に１
分間保った後の室温での強度をＡ２として、（（Ａ１－Ａ２）／Ａ１）で示す式で求めた
。
　さらに、電極メタライゼーションパターン（Ａｕ膜３、３ａおよび３ｂ）の劣化を測定
した。具体的には、発光素子搭載用部材２００を温度３００℃で２４時間大気中に保った
後の電極メタライズパターンの外観観察および厚みを測定した。Ａｕ膜３、３ａおよび３
ｂが、変色等の劣化が生じなかったものについては「○」を付した。また、Ａｕ膜３、３
ａおよび３ｂの色が変色し、またはＡｕ膜３、３ａおよび３ｂの厚みが減少したものにつ
いて「×」を付した。
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　表１で示すように、サンプル１、４、５、６、７および８で好ましい結果が得られてい
ることがわかる。また１、４、５で特に好ましい結果が得られていることが分かる。
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【産業上の利用可能性】
　この発明に従えば、加工が容易で、かつ放熱性が優れた発光素子搭載用部材およびそれ
を用いた半導体装置を提供することができる。

【 図 ２ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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