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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体上へ錫合金を堆積させるための電解質組成物であって、錫イオン；銀及び銅の合金
化金属のイオン；バナジウム、ニオブ、タンタル、チタン、ジルコニウムおよびタングス
テンから選択される元素をベースとする１以上の多価化合物；酸；１－アリル－２－チオ
ウレアまたは１，１，３，３－テトラメチル－２－チオウレアからなる群から選択される
チオウレア誘導体；並びにアルカノールアミン、ポリエチレンイミンおよびこれらの組合
わせから選択される添加剤を含む組成物。
【請求項２】
　基体上に錫合金を堆積させる方法であって、前記基体と請求項１記載の電解質組成物と
を接触させる工程、および前記電解質組成物に電流を通して、基体上に錫合金を堆積させ
る工程を含む、前記方法。
【請求項３】
　前記基体が、リードフレーム、半導体ウエハー、半導体パッケージ、構成部品、コネク
タ、接点、チップコンデンサ、チップレジスタ、およびプリント配線板からなる群から選
択される電子部品である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　半導体デバイス上に相互接続バンプを形成する方法であって、
　（ａ）複数の相互接続バンプパッドを有する半導体ダイを提供する工程と；
　（ｂ）前記相互接続バンプパッド上にシード層を形成する工程と；
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　（ｃ）前記半導体ダイと請求項１記載の電解質組成物とを接触させ、さらにこの電解質
組成物に電流を通して、基体上に錫合金相互接続バンプ層を堆積させることによって、相
互接続バンプパッド上に錫合金相互接続バンプ層を堆積させる工程と；および
　（ｄ）前記相互接続バンプ層をリフローさせる工程と、
を含む前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願との相互参照
　この出願は、２００３年４月７日に出願された米国仮出願番号第６０／４６０，９３７
号の、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づく特典を請求している。この特許の内容全体が
、参照して本明細書に組込まれる。
【０００２】
　この発明は一般に、金属めっきに有用な金属合金の分野に関する。特に本発明は、基体
へ錫合金を堆積させるための電解質組成物、および基体へ錫合金を堆積させる方法に関す
る。この発明はさらに、半導体デバイス上に相互接続バンプを形成する方法に関する。半
導体デバイスパッケージングにおいて、半導体デバイス上への相互接続バンプの形成に、
特別な応用性を見出すことができる。
【背景技術】
【０００３】
　錫および錫－鉛合金堆積物は、エレクトロニクス産業、特にプリント配線板、電気接点
およびコネクタ、半導体、電線用導管、およびこれらの堆積物の固有の特性が必要とされ
るその他の関連部品の製造において有用である。様々な電子用途のうち、半導体製造産業
においてウエハーレベルパッケージング（ＷＬＰ）に目下焦点が当てられている。ウエハ
ーレベルパッケージングを用いて、ＩＣ相互接続は、ウエハー上にひとまとめに製造され
、ウエハーがダイシングされる前に、完全なＩＣモジュールをウエハー上に構築すること
ができる。ＷＬＰを用いて得られる利点には、例えばＩ／Ｏ密度の増加、操作速度の改良
、および出力密度および熱管理の強化、およびパッケージサイズの減少が含まれる。
【０００４】
　ＷＬＰのキーポイントの１つは、ウエハー上へのフリップチップ導電性相互接続バンプ
の構築である。これらの相互接続バンプは、プリント配線板への半導体部品の電気的およ
び物理的接続として役立つ。半導体デバイス上への相互接続バンプのいくつかの形成方法
が提案されている。例えばはんだめっきバンピング、蒸発バンピング、導電性接着剤接着
、ステンシルプリントはんだバンピング、スタッドバンピング、およびボール配置バンピ
ングである。これらの技術のうち、細かいピッチアレーを形成するのに最も費用有効的な
技術は、はんだめっきバンピングであると考えられる。これは、一時的フォトレジストめ
っきマスクと電気めっきとの組合わせを包含する。この技術は、高い付加価値のアセンブ
リー、例えばマイクロプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ、および特定用途向け集
積回路などのための全領域相互接続バンプ技術として急速に採用されるようになっている
。
【０００５】
　錫、錫－鉛、およびその他の錫含有合金の堆積のための電気めっき方法はよく知られて
おり、例えば金属および／または合金を電気めっきするために多くの電解質が提案されて
いる。例えばＴｏｂｅｎらの米国特許第４，８８０，５０７号は、錫、鉛、または錫－鉛
合金を堆積させるための電解質、装置（ｓｙｓｔｅｍｓ）、およびプロセスを開示してい
る。エレクトロニクス産業は最近、鉛の毒性およびその結果としてその使用を禁止する現
在の世界規模の活動に鑑みて、錫－鉛の代替物を追求している。錫－鉛合金の適切な置換
物は、ある一定の用途に対して、錫－鉛と同一な、または十分に類似の特性を有すべきで
ある。適切な置換材料がひとたび発見されたら、所望の特性を付与するためのこのような
材料を堆積させうる電気めっき方法の開発は、１つの課題になりうる。
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【０００６】
　堆積物の組成は、ある一定の用途には高すぎるかまたは低すぎる温度での材料の融解を
防ぐために効果的に制御されることが望まれる。組成制御の悪さから、処理される成分が
耐えるには高すぎる温度が生じるか、またはもう一方の極端な場合には、はんだ接合の不
完全な形成を結果として生じることがある。
【０００７】
　電気めっきによる鉛を含まない錫合金の共堆積に関連した問題は、堆積される材料が、
有意に異なる析出電位を有する時に発生する。複雑な問題は、例えば錫（－０．１３７Ｖ
）と銅（０．３４Ｖ）または銀（０．７９９Ｖ）との合金を堆積させようと試みる時に発
生することがある。このような材料の共堆積を可能にするために、シアン化物化合物を含
む電解質の使用が提案されている。例えばソ連特許出願第３７７，４３５Ａ号は、シアン
化銅（Ｉ）、シアン化カリウム、錫酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、および３－メチル
ブタノールを含む浴から電気的に堆積される銅－錫合金を開示している。しかしながらこ
の電解質組成物は、非常に高いシアン化物濃度を有し、一般的な取扱いならびに廃棄物処
理が危険なものになる。
【０００８】
　電気めっきによるこのような錫合金の共堆積の代替方法は知られている。例えばＨｕｒ
らの米国特許第６，４７６，４９４号は、アンダーバンプ冶金の暴露部分へ銀を電気めっ
きし、銀上へ錫をめっきし、この構造をリフローさせて、銀－錫合金はんだバンプを形成
することによる、銀－錫合金はんだバンプの形成を開示している。銀－錫合金の組成は、
このプロセスにおいて正確に制御するのが難しいが、その理由は、これがいくつかの変数
によるものであり、これら自体が正確に制御されなければならないからである。例えば錫
の中に拡散する銀の量、したがって銀の濃度は、リフロー温度、リフロー時間、および錫
層の厚さ、ならびにその他のパラメーターの関数である。錫合金の共堆積に代わる別の提
案された方法は、錫電気めっき、次いで合金化金属の交換めっき、およびリフロープロセ
スを包含する。このような方法は一般的に、かなりなプロセス時間を必要とし、合金濃度
の正確な制御は難しくなることがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、実質的に鉛およびシアン化物を含まず、良好な機械的性質を有する合金を
形成し、容易にはんだ付け可能であり、電気的に共堆積されうる、基体上へ錫合金を堆積
させるための電気めっき組成物への継続的ニーズが当業界に存在する。さらには、ウエハ
ーレベルパッケージング目的のための半導体デバイスへの相互接続バンプの形成のために
用いうる、このような電気めっき組成物への二ーズも存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によって、実質的に鉛およびシアン化物を含まない錫合金が、本発明の電解質組
成物を用いて首尾よくめっきされうることが発見された。これらの電解質組成物によって
、これらの金属が有意に異なる析出電位を有する場合でさえ、錫と１つまたはそれ以上の
合金化金属との共堆積が可能になる。これらの組成物は、ウエハーレベルパッケージング
において、半導体デバイス上への相互接続バンプの形成に特別な用途を見出す。
【００１１】
　第一の態様によれば、本発明は、基体上への錫合金の堆積のための電解質組成物を提供
する。この電解質組成物は、錫イオン、１つまたはそれ以上の合金化金属のイオン、酸、
チオウレア誘導体、およびアルカノールアミン、ポリエチレンイミン、アルコキシル化芳
香族アルコール、およびこれらの組合わせから選択される添加剤を含んでいる。
【００１２】
　第二の態様によれば、本発明は、基体上への錫合金の堆積方法を提供する。この方法は
、錫イオン、１つまたはそれ以上の合金化金属のイオン、酸、チオウレア誘導体、および
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アルカノールアミン、ポリエチレンイミン、アルコキシル化芳香族アルコール、およびこ
れらの組合わせから選択される添加剤を含んでいる電解質組成物と基体とを接触させるこ
とを含む。基体上へ錫合金を堆積させるために、電流を電解質組成物に通す。
【００１３】
　第三の態様によれば、本発明は、半導体デバイス上への相互接続バンプの形成方法を提
供する。この方法は、（ａ）複数の相互接続バンプパッドを有する半導体ダイを提供する
工程と；（ｂ）相互接続バンプパッド上にシード層を形成する工程と；（ｃ）半導体ダイ
と、錫イオン、１つまたはそれ以上の合金化金属のイオン、酸、チオウレア誘導体、およ
びアルカノールアミン、ポリエチレンイミン、アルコキシル化芳香族アルコール、および
これらの組合わせから選択される添加剤を含んでいる電解質組成物とを接触させ、この電
解質組成物に電流を通して、基体上に錫合金相互接続バンプ層を堆積させることによって
、相互接続バンプパッド上に錫合金相互接続バンプ層を堆積させる工程と；および（ｄ）
この相互接続バンプ層をリフローさせる工程とを含む。
【００１４】
　本発明は、次の図面を参照して考察される。図面において、同様な数字は、同様な部材
を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本明細書全体で用いられている次の省略形は、文脈から明らかに他の意味が示されてい
ない限り、次の意味を有するものとする：℃＝摂氏度；ｇ＝グラム；ｍＬ＝ミリリットル
；Ｌ＝リットル；ｗｔ％＝重量％；およびＡ／ｄｍ２＝およびＡＳＤ＝１平方デシメート
ルあたりのアンペア。析出電位は、水素参照電極に関して示されている。電気めっきプロ
セスに関する「堆積」、「コーティング」、「電気めっき」、および「めっき」は、この
明細書全体において互換的に用いられる。「ハロゲン化物」は、フッ化物、塩化物、臭化
物、およびヨウ化物のことを言う。すべてのパーセンテージは、他の注記がなければ重量
パーセントである。すべての数字の範囲は、両端の数字を含む。
【００１６】
　本発明の電解質組成物は、錫イオン、１つまたはそれ以上の合金化金属のイオン、酸、
チオウレア誘導体、並びにアルカノールアミン、ポリエチレンイミン、アルコキシル化芳
香族アルコール、およびこれらの組合わせから選択される添加剤を含んでいる。
【００１７】
　本発明の電解質組成物および錫合金は好ましくは鉛を実質的に含まず、より好ましくは
鉛を含まない。「鉛を実質的に含まない」とは、本発明の電解質組成物および錫合金が、
約５０ｐｐｍ未満の鉛を含むことを意味する。本発明の電解質組成物は一般的に、シアン
化物を含まない。
【００１８】
　本発明の電解質組成物における錫イオンは、電解質へのあらゆる溶液溶解性錫化合物の
添加の結果生じうる。適切な溶液溶解性錫化合物には、塩、例えば錫ハロゲン化物、錫ス
ルフェート、錫アルカンスルホネート、錫アルカノールスルホネートなど、および酸が含
まれるが、これらに限定されるわけではない。錫ハロゲン化物が用いられる時、このハロ
ゲン化物は塩化物であるのが一般的である。この錫化合物は一般的に、錫スルフェート、
錫塩化物、または錫アルカンスルホネート、およびより一般的には錫スルフェート、また
は錫メタンスルホネートである。本発明において有用な錫化合物は、一般に商品として入
手可能であるか、または文献において知られている方法によって調製することができる。
溶液溶解性錫化合物の混合物も、本発明において用いることができる。
【００１９】
　本発明の電解質組成物において有用な錫化合物の量は、堆積されるフィルムの所望の組
成および操作条件によるであろう。一般的にこれは、５～１００ｇ／Ｌ、より一般的には
５～８０ｇ／Ｌ、さらに一般的には１０～７０ｇ／Ｌの範囲内の錫イオン含量を供給する
量である。
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【００２０】
　本発明において有用な１つまたはそれ以上の合金化金属イオンは、錫との二元、三元、
およびより高い次数の合金の形成に有用なものである。これには、銀、銅、ビスマス、亜
鉛、インジウム、アンチモン、およびこれらの組合わせ、例えば錫－銀－銅、錫－銀－ビ
スマスなどが含まれるが、これらに限定されるわけではない。本発明において有用な合金
化金属イオンは、あらゆる溶液溶解性金属化合物、または所望の合金化金属の溶液溶解性
金属化合物の混合物の添加の結果として生じうる。適切な合金化金属化合物には、所望の
合金化金属の、金属ハロゲン化物、金属スルフェート、金属アルカンスルホネート、金属
アルカノールスルホネートなどが含まれるが、これらに限定されるわけではない。金属ハ
ロゲン化物が用いられる時、このハロゲン化物は塩化物であるのが一般的である。この金
属化合物は、金属スルフェート、金属アルカンスルホネート、またはこれらの混合物、よ
り一般的には金属スルフェート、金属メタンスルホネート、またはこれらの混合物である
のが一般的である。本発明において有用な金属化合物は、一般に商品として入手可能であ
るか、または文献に記載されている方法によって調製することができる。
【００２１】
　本発明の電解質組成物において有用な１つまたはそれ以上の合金化金属化合物の量は、
例えば堆積されるフィルムの所望の組成および操作条件によるであろう。一般的にこの量
は、０．０１～１０ｇ／Ｌ、より特定すれば０．０２～５ｇ／Ｌの範囲の電解質組成物中
の合金化金属イオン含量を供給するであろう。
【００２２】
　溶液溶解性であって、他の点ではこの電解質組成物に悪影響を与えないあらゆる酸を、
本発明において有利に用いることができる。適切な酸には、アリールスルホン酸、アルカ
ンスルホン酸、例えばメタンスルホン酸、エタンスルホン酸、およびプロパンスルホン酸
、アリールスルホン酸、例えばフェニルスルホン酸、およびトリルスルホン酸、および鉱
酸、例えば硫酸、スルファミン酸、塩酸、臭化水素酸、およびフルオロホウ酸が含まれる
が、これらに限定されるわけではない。好ましい酸は、アルカンスルホン酸およびアリー
ルスルホン酸である。酸の混合物も用いることができるが、単一の酸が用いられるのが一
般的である。本発明において有用な酸は、一般に商品として入手可能であるか、または文
献で知られている方法によって調製することができる。
【００２３】
　所望の合金組成および操作条件によるが、これらの電解質組成物中の酸の量は一般的に
、０．０１～５００ｇ／Ｌ、より一般的には１０～４００ｇ／Ｌ、さらにより一般的には
１００～３００ｇ／Ｌの範囲にある。この組成物中の錫イオンおよび／または１つまたは
それ以上の合金化金属のイオンが金属ハロゲン化物化合物に由来する時、対応酸の使用が
望まれることがある。例えば錫塩化物、銀塩化物、銅塩化物、またはビスマス塩化物のう
ちの１つまたはそれ以上が用いられる時、酸成分として塩酸の使用が望まれることがある
。酸の混合物が本発明に用いうることは、当業者によって理解されるであろう。
【００２４】
　本発明の電解質組成物における１つまたはそれ以上のチオウレア誘導体の使用の結果、
優れた電気めっき性能特徴、およびチオウレアそれ自体よりも幅広い電流密度範囲にわた
るまったく驚くべきほど改良された性能を生じることが発見された。チオウレア誘導体は
また、チオウレアと比較した時に、この組成物に優れた酸化防止特徴を与えることも発見
された。本発明の電解質組成物において有用なチオウレア誘導体には、次のものが含まれ
る。例えば、１－アリル－２－チオウレア、１，１，３，３－テトラメチル－２－チオウ
レア、チオウレア１，３－ジエチル、チオウレア１，３－ジメチル、チオウレア１－メチ
ル、チオウレア１－（３－トリル）、チオウレア１，１，３－トリメチル、チオウレア１
－（２－トリル）、チオウレア１，３－ジ（２－トリル）、およびこれらの組合わせであ
る。これらの組成物中のチオウレア誘導体錯化剤の量は例えば、この組成物中に存在する
合金化金属および錫イオンの量によるであろう。一般的にはチオウレア誘導体は、０．０
１～５０ｇ／Ｌ、より一般的には２～２０ｇ／Ｌの量で存在する。
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【００２５】
　これらの電界質組成物はさらに、アルカノールアミン、ポリエチレンイミン、アルコキ
シル化芳香族アルコール、およびこれらの組合わせから選択される１つまたはそれ以上の
添加剤も含む。これらのグループ内、および／またはこれらのグループのうちの２つまた
はそれ以上の異なる添加剤の組合わせを、有利に用いることができる。一般的にこの添加
剤は、０．０１～５０ｇ／Ｌ、より特定すれば２～２０ｇ／Ｌの量で存在する。
【００２６】
　適切なアルカノールアミンには例えば、置換または非置換メトキシル化、エトキシル化
、およびプロポキシル化アミン、例えばテトラ（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジア
ミン、２－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］－メチルアミノ｝エタノール、Ｎ，Ｎ’
－ビス（２－ヒドロキシエチル）－エチレンジアミン、２－（２－アミノエチルアミン）
－エタノール、およびこれらの組合わせが含まれる。
【００２７】
　適切なポリエチレンイミンには例えば、８００～７５０，０００の分子量を有する置換
または非置換直鎖または分岐鎖ポリエチレンイミンまたはこれらの混合物が含まれる。適
切な置換基には例えば、カルボキシアルキル、例えばカルボキシメチル、カルボキシエチ
ルが含まれる。
【００２８】
　本発明において有用なアルコキシル化芳香族アルコールには例えば、エトキシル化ビス
フェノール、エトキシル化ベータナフトール、およびエトキシル化ノニルフェノールが含
まれる。
【００２９】
　場合により、第一錫酸化が例えばニ価から四価状態へ発生するのを最小限にするかまた
は防ぐために、１つまたはそれ以上の酸化防止化合物をこれらの電解質組成物において有
利に用いることができる。適切な酸化防止化合物は当業者に知られており、例えばＴｈｏ
ｍｓｏｎらの米国特許第５，３７８，３４７号に開示されている。この特許の内容全体は
、参照して本明細書に組込まれる。これらの酸化防止化合物には一般的に、例えば元素周
期表の第ＩＶＢ族、第ＶＢ族、および第ＶＩＢ族の元素、例えばバナジウム、ニオブ、タ
ンタル、チタン、ジルコニウム、およびタングステンをベースとする多価化合物が含まれ
る。これらのうち、多価バナジウム化合物、例えば原子価が５＋、４＋、３＋、２＋のバ
ナジウムが好ましい。有用なバナジウム化合物の例には、バナジウム（ＩＶ）アセチルア
セトネート、五酸化バナジウム、硫酸バナジウム、およびバナジン酸ナトリウムが含まれ
る。一般的にこのような酸化防止化合物は、電解質組成物中に用いられる時、０．０１～
１０ｇ／Ｌ、より一般的には０．０１～２ｇ／Ｌの量で存在する。
【００３０】
　錫を溶解性ニ価状態に保持するのを補助するために、本発明の電解質組成物に還元剤が
、場合により添加されてもよい。適切な還元剤には、ヒドロキノンおよびヒドロキシル化
芳香族化合物、例えばレゾルシノール、カテコールなどが含まれるが、これらに限定され
るわけではない。一般的にこのような還元剤は、電界質組成物中に用いられる時、０．０
１～１０ｇ／Ｌ、より一般的には０．１～５ｇ／Ｌの量で存在する。
【００３１】
　１つまたはそれ以上の他の添加剤が、本発明の電解質組成物と組合わされてもよいこと
は、当業者によって理解されるであろう。例えば湿潤剤、光沢剤などである。添加剤の混
合物が本発明に用いられてもよい。
【００３２】
　良好な湿潤能力を必要とする用途の場合、１つまたはそれ以上の湿潤剤を、この電解質
組成物中に含めてもよい。適切な湿潤剤は当業者に知られており、これには、良好なはん
だ性、所望の場合は良好な艶消しまたは光沢仕上げ、満足すべき粒子微細化を有する堆積
物を生じ、かつ酸性電気めっき浴中で安定であるあらゆるものが含まれる。
【００３３】
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　本発明の電解質組成物に光沢剤を添加することによって、輝きのある堆積物を得ること
ができる。このような光沢剤は当業者によく知られている。適切な光沢剤には、芳香族ア
ルデヒド、例えばクロロベンズアルデヒド、またはこれらの誘導体、例えばベンザルアセ
トンが含まれるが、これらに限定されるわけではない。光沢剤の適量は、当業者に知られ
ている。
【００３４】
　さらなる粒子微細化を与えるために、本発明の電解質組成物に他の化合物が添加されて
もよいことは、当業者によって理解されるであろう。堆積物の外見および操作電流密度範
囲をさらに改良するために、このような他の化合物が本発明の電解質組成物に添加されて
もよい。このような他の化合物には、アルコキシレート、例えばポリエトキシル化アミン
のジェファミン（ＪＥＦＦＡＭＩＮＥ）Ｔ－４０３またはトリトン（ＴＲＩＴＯＮ）ＲＷ
、または硫酸化アルキルエトキシレート、例えばトリトンＱＳ－１５、およびゼラチンま
たはゼラチン誘導体が含まれるが、これらに限定されるわけではない。本発明の組成物に
おいて有用なこのような他の化合物の量は、当業者によく知られており、存在する時は一
般的に、０．１～２０ｍＬ／Ｌ、好ましくは０．５～８ｍＬ／Ｌ、より好ましくは１～５
ｍＬ／Ｌの範囲内にある。
【００３５】
　どの任意添加剤（もしあるとすれば）が本発明の電解質組成物に添加されるかは、望ま
れる堆積物の結果および型によるであろう。
【００３６】
　本発明の電気めっき浴は、電子デバイスの製造への使用、特にウエハーレベルパッケー
ジングの半導体デバイス上への相互接続バンプの形成への使用に適した錫合金を提供する
ことが、驚くべきことに発見された。
【００３７】
　本発明の電解質組成物が入っている電気めっき浴は一般的に、容器にこれらの酸の１つ
またはそれ以上を添加し、次いで溶液溶解性錫化合物の１つまたはそれ以上、チオウレア
誘導体の１つまたはそれ以上、溶液溶解性合金性金属化合物の１つまたはそれ以上、アル
カノールアミン、ポリエチレンイミン、および／またはアルコキシル化芳香族アルコール
添加剤の１つまたはそれ以上、１つまたはそれ以上の他の任意添加剤、および残量の脱イ
オン水を添加して調製される。本発明の組成物の成分の添加の他の順序も用いることがで
きる。この浴がひとたび調製されたら、望まれない材料は、例えば濾過によって除去され
てもよく、次いでこの浴の最終容積を調節するために、一般的に水が添加される。この浴
は、めっき速度の増加のために、あらゆる既知の手段、例えば攪拌、ポンピング、または
再循環によって攪拌されてもよい。
【００３８】
　本発明の電解質組成物およびこれから調製されためっき浴は、一般的に酸性である。す
なわちｐＨ７未満、一般的には１未満である。本発明の電解質組成物の利点は、この電気
めっき浴のｐＨ調節が不要であるということである。
【００３９】
　本発明の電解質組成物は、錫合金が望まれるあらゆるめっき方法において有用である。
適切なめっき方法には例えば、水平または垂直ウエハーめっき、バレルめっき、および高
速めっきが含まれる。錫合金は、基体と上記の電解質組成物とを接触させる工程、および
この電解質に電流を通して錫合金を基体に堆積させる工程によって基体に堆積させること
ができる。金属で電解的にめっきすることができるあらゆる基体が、本発明によるめっき
に適している。適切な基体には次のものが含まれるが、これらに限定されるわけではない
。すなわち、銅、銅合金、ニッケル、ニッケル合金、ニッケル－鉄含有材料、電子部品、
プラスチック、半導体ウエハー、例えばシリコンウエハーなどである。適切なプラスチッ
クには、プラスチックラミネート、例えばプリント配線板、特に銅クラッド配線板が含ま
れる。本発明の電解質組成物は、電子部品、例えばリードフレーム、半導体ウエハー、半
導体パッケージ、構成部品、コネクタ、接続、チップコンデンサ、チップレジスタ、プリ
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ント配線板などの電気めっきに特に適しており、ウエハー相互接続バンプめっき用途に特
別な応用性が見出される。
【００４０】
　基体は、当業界で知られているあらゆる方法で電解質組成物と接触させることができる
。一般的に基質は、本発明の電解質組成物が入っている浴に入れられる。
【００４１】
　本発明の錫－合金をめっきするために用いられる電流密度は、特定のめっき方法による
であろう。一般に電流密度は、１またはそれ以上のＡ／ｄｍ２、より特定すれば１～２０
０Ａ／ｄｍ２、さらにより特定すれば２～３０Ａ／ｄｍ２、さらになお特定すれば２～２
０Ａ／ｄｍ２、さらになお特定すれば２～１０Ａ／ｄｍ２、さらになお特定すれば２～８
Ａ／ｄｍ２であろう。
【００４２】
　一般的に本発明の錫－合金は、１５℃またはそれ以上、より特定すれば１５℃～６６℃
、さらになお特定すれば２１℃～５２℃、さらに詳しく特定すれば２３℃～４９℃の範囲
内の温度で堆積することができるが、これらに限定されない。
【００４３】
　一般に、本発明の電解質組成物が入っているめっき浴中に基体が残留する時間の長さは
、決定的ではない。ある一定の温度および電流密度の場合、より長い時間は一般的に、結
果としてより厚い堆積物を生じるが、一方で、より短い時間は一般的に、結果としてより
薄い堆積物を生じる。したがってめっき浴中に基体が残留する時間の長さは、結果として
生じる合金堆積物の厚さを制御するために利用することができる。
【００４４】
　本発明の電解質組成物は、様々な組成の錫合金を堆積させるために用いることができる
。例えば錫と、銀、銅、ビスマス、亜鉛、インジウム、またはアンチモンのうちの１つま
たはそれ以上との合金は一般的に、原子吸光分光法（ａｔｏｍｉｃ　ａｄｓｏｒｐｔｉｏ
ｎ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）（「ＡＡＳ」）、蛍光Ｘ線分析（「ＸＲＦ」）、誘導結
合プラズマ（「ＩＣＰ」）、または示差走査熱量測定（「ＤＳＣ」）のいずれかによって
測定された場合、この合金の重量を基準にして、これらの合金性金属０．０１～２５重量
％と錫７５～９９．９９重量％、より特定すればこれらの合金性金属０．０１～１０重量
％と錫９０～９９．９９重量％、さらに特定すればこれらの合金性金属０．１～５重量％
と錫９５～９９．９重量％を含んでいる。多くの用途に対して、この特定の合金の共融組
成物は特に有利に用いることができる。このような錫合金は、鉛およびシアン化物を実質
的に含まず、好ましくは鉛およびシアン化物を含まない。
【００４５】
　本発明の電解質組成物は、上記の多様な用途に有利に用いることができるが、本発明は
ここで、ウエハーレベルパッケージング用の相互接続バンプ形成の使用例を参照して記載
する。
【００４６】
　この方法は、複数の相互接続バンプパッドを有する半導体ダイを供給する工程と、この
相互接続バンプパッド上にシード層を形成する工程と、この半導体ダイと、本発明の電解
質組成物とを接触させ、この電解質組成物に電流を通して、基体上に錫合金相互接続バン
プ層を堆積させ、この相互接続バンプ層をリフローさせることによって、この相互接続バ
ンプパッド上に錫合金相互接続バンプ層を堆積させる工程とを含む。
【００４７】
　図１（ａ）～（ｌ）は、本発明による、様々な形成段階における半導体デバイス上の相
互接続バンプを断面図で例証している。より詳しくは図１（ａ）～（ｆ）は、相互接続バ
ンプの形成のための、マッシュルームめっきプロセスを例証しており、一方、図１（ｇ）
～（ｌ）は、イン－バイア（ｉｎ－ｖｉａ）めっきプロセスを例証している。
【００４８】
　図１（ａ）および（ｇ）に示されているように、このデバイスは、導電性相互接続バン
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プパッド１０２が上に形成されている半導体基体１００を含んでいる。単一Ｉ／Ｏパッド
が例証されているが、複数のこのようなＩ／Ｏパッドがデバイス上に存在する。半導体基
体１００は例えば、単結晶シリコンウエハー、サファイア上シリコン（ＳＯＳ）基体、ま
たは絶縁体上シリコン（ＳＯＩ）基体であってもよい。導電性相互接続バンプパッド１０
２は、一般的に物理的蒸着（ＰＶＤ）、例えばスパッターによって形成されるような、金
属、複合金属、または金属合金の１つまたはそれ以上の層であってもよい。一般的な導電
性相互接続バンプパッド材料には、非限定的に、アルミニウム、銅、窒化チタン、および
これらの合金が含まれる。
【００４９】
　パシベーション層１０４が、相互接続バンプパッド１０２上に形成され、この相互接続
バンプパッドまで伸びている開口部が、エッチングプロセスによって、一般的にはドライ
エッチングによってその中に形成される。パシベーション層１０４は一般的に、絶縁体、
例えば窒化ケイ素、オキシ窒化ケイ素、または酸化ケイ素、例えばホスホシリケートガラ
ス（ＰＳＧ）である。このような材料は、化学的蒸着（ＣＶＤ）プロセス、例えばプラズ
マエンハンストＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ）によって堆積させることができる。
【００５０】
　一般的に複数の金属または金属合金層から形成されているアンダーバンプ金属化（ＵＢ
Ｍ）構造１０６が、このデバイス上に堆積される。ＵＢＭは、形成される相互接続バンプ
用の接着層および電気接触ベース（シード層）として作用する。ＵＢＭ構造を形成する層
は、ＰＶＤ、例えばスパッタリングまたは蒸発、またはＣＶＤプロセスによって堆積させ
ることができる。非限定的に、ＵＢＭ構造は例えば、順に底部クロム層、銅層、および上
部錫層を含む複合構造であってもよい。
【００５１】
　図１（ｂ）および（ｈ）に示されているように、フォトレジスト層がこのデバイスに加
えられ、次いで標準的フォトリソグラフィック露光および現像技術によってめっきマスク
１０８が形成される。このめっきマスクは、Ｉ／ＯパッドおよびＵＢＭ上のめっきバイア
１１０のサイズおよび位置を画定する。非限定的に、マッシュルームめっきプロセスは一
般に、厚さが一般的に約２５～７０μｍの比較的薄いフォトレジスト層を用い、一方、イ
ンバイアめっきプロセスは一般に、厚さが一般的に約７０～１２０μｍの比較的厚いフォ
トレジスト層を用いる。適切なフォトレジスト材料は商品として入手可能であり、これに
は例えば、マサチューセッツ州マールボローＬ．Ｌ．Ｃ．のシプレイ社（Ｓｈｉｐｌｅｙ
　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌ．Ｌ．Ｃ．，Ｍａｒｌｂｏｒｏｕｇｈ，ＭＡ）のシプレイＢＰＲ（
商標）－１００が含まれる。
【００５２】
　図１（ｃ）および（ｉ）に示されているように、相互接続バンプ材料１１２は、上記電
気めっき組成物を用いる電気めっきプロセスによってデバイス上に堆積される。非限定的
に、適切な相互接続バンプ材料には、例えば錫－銀、錫－銅、錫－銀－銅、錫－ビスマス
、および錫－銀－ビスマス合金が含まれる。このような合金は、例えば上記のような組成
を有していてもよい。このような組成物を、これらの共融濃度において用いることが望ま
しいであろう。バンプ材料は、めっきバイア１１０によって画定された区域に電気堆積さ
れる。この目的のために、水平または垂直ウエハーめっき系、例えば噴水めっき系が、直
流（ＤＣ）またはパルスめっき技術とともに一般的に用いられる。図１（ｃ）のマッシュ
ルームめっきプロセスにおいて、相互接続バンプ材料は完全にバイア１１０を満たし、こ
のめっきマスクの上部表面の一部分の上方またはこれに接して伸びている。このことによ
って、リフロー後に所望のボールサイズを得るのに十分な容積の相互接続バンプ材料が確
実に堆積される。このインバイアめっきプロセスにおいて、フォトレジストの厚さは、適
切な容積の相互接続バンプ材料がめっきマスクバイア内に含まれるように十分な厚さがあ
る。銅またはニッケル層は有利には、相互接続バンプ材料１１２のめっきに先立って、め
っきバイア１１０中に電気堆積されてもよい。このような層は、リフローの時に相互接続
バンプへの湿潤性基盤として作用しうる。
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【００５３】
　図１（ｄ）および（ｊ）を参照すると、相互接続バンプ材料１１２の堆積に続いて、め
っきマスク１０８が、適切を溶媒を用いてストリッピングされる。次いでＵＢＭ構造が、
既知の技術を用いて選択的にエッチングされ、相互接続バンプ間およびその周りのフィー
ルド区域からすべての金属が除去される。その結果生じた構造が、図１（ｅ）および（ｋ
）に示されている。
【００５４】
　次いで、場合によりウエハーが溶かされ、図１（ｆ）および（ｌ）に例証されているよ
うに、相互接続バンプ材料が融解してフローし、面取りされた実質的に球形形状になる温
度まで、リフローオーブンで加熱される。適切な加熱技術は、当業界で知られており、こ
れには例えば赤外線、熱伝導、対流技術、およびこれらの組合わせが含まれる。このリフ
ローされた相互接続バンプは一般に、ＵＢＭ構造の縁部と同一の広がりを持つ。熱処理工
程は、不活性ガス雰囲気中または空気中で実施することができ、特定のプロセス温度およ
び時間は、相互接続バンプ材料の特定の組成による。
【００５５】
　次の実施例は、本発明をさらに詳しく例証するためのものであるが、どの態様において
も本発明の範囲を限定するためのものではない。
【実施例】
【００５６】
実施例１～３
　錫メタンスルホネートからの錫６０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀１．５ｇ／
Ｌ、５０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、１５ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、１．０
４ｇ／Ｌのバナジウム（ＩＶ）アセチルアセトネート、５、１０、および１５ｇ／Ｌの量
のテトラ（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン、および脱イオン水（残量）を３
０℃で組合わせて、電解質組成物を調製した。ハル（Ｈｕｌｌ）鋼パネルの切り取り試験
片を、ハルセルにおいてこれらの組成物中に浸漬し、２、４、６、および８Ａ／ｄｍ２の
電流密度で錫－銀の層でめっきした。これらのサンプルの各々について、結果として生じ
た層の銀濃度を、ＸＲＦによって測定した。これらの結果を図２に示す。これは、堆積組
成物対電流密度のグラフである。図２は、錫－銀堆積物について、概して均一な組成物が
広い電流密度範囲にわたって得られることを示している。
【００５７】
実施例４～５、比較例１
　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀１ｇ／Ｌ、
９０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、２ｇ／Ｌのエトキシル化ビスフェノール、４ｇ／Ｌの１
－アリル－２－チオウレア、および脱イオン水（残量）を３０℃で組合わせて、電解質組
成物を調製した。ハル鋼パネルを、ハルセルにおいてこの組成物中に浸漬し、錫－銀の層
でめっきした。２、４、６、８、および１０Ａ／ｄｍ２に対応する鋼パネル上の位置にお
ける、結果として生じた層の銀濃度を、ＸＲＦによって測定した。１－アリル－２－チオ
ウレアを４ｇ／Ｌの１，１，３，３－テトラメチル－２－チオウレアと替え、次いで４ｇ
／Ｌのチオウレア（比較例）と替えた電解質組成物について、この手順を繰返した。これ
らの結果を図３に示す。これは、３つの電解質組成物についての堆積組成物対電流密度の
グラフである。
【００５８】
　図３から分かるように、チオウレア誘導体である、１－アリル－２－チオウレア、およ
び１，１，３，３－テトラメチル－２－チオウレアを用いた電解質組成物は、錫－銀堆積
物について、２～１０Ａ／ｄｍ２の電流密度範囲全体にわたって比較的均一な組成物を結
果として生じた。これに対して、チオウレアを用いた比較電解質組成物は、テストされた
電流密度範囲の低い方の末端部において不均一な組成物を結果として生じた。
【００５９】
実施例６、比較例２
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　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、銅メタンスルホネートからの銅１ｇ／Ｌ、
９０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、２ｇ／Ｌのエトキシル化ビスフェノール、４ｇ／Ｌの１
－アリル－２－チオウレア、および脱イオン水（残量）を３０℃で組合わせて、電解質組
成物を調製した。ハル鋼パネルを、ハルセルにおいてこの組成物中に浸漬し、錫－銅の層
でめっきした。２、４、６、８、および１０Ａ／ｄｍ２に対応する鋼パネル上の位置にお
ける、結果として生じた層の銅濃度を、ＸＲＦによって測定した。１－アリル－２－チオ
ウレアを４ｇ／Ｌのチオウレア（比較例）と替えた電解質組成物について、この手順を繰
返した。これらの結果を図４に示す。これは、２つの電解質組成物についての堆積組成物
対電流密度のグラフである。
【００６０】
　図４から分かるように、チオウレア誘導体である、１－アリル－２－チオウレアを用い
た電解質組成物は、錫－銅堆積物について、２～１０Ａ／ｄｍ２の電流密度範囲全体にわ
たって比較的均一な組成物を結果として生じた。これに対して、チオウレアを用いた比較
電解質組成物は、テストされた電流密度範囲にわたって不均一な組成物を結果として生じ
た。
【００６１】
実施例７、比較例３
　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、ビスマスメタンスルホネートからのビスマ
ス１ｇ／Ｌ、１６０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、２ｇ／Ｌのエトキシル化ビスフェノール
、４ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、および脱イオン水（残量）を３０℃で組合わ
せて、電解質組成物を調製した。ハル鋼パネルを、ハルセルにおいてこの組成物中に浸漬
し、錫－ビスマスの層でめっきした。２、４、６、および８Ａ／ｄｍ２に対応する鋼パネ
ル上の位置における、結果として生じた層のビスマス濃度を、ＸＲＦによって測定した。
１－アリル－２－チオウレアを４ｇ／Ｌのチオウレア（比較例）と替えた電解質組成物に
ついて、この手順を繰返した。これらの結果を図５に示す。これは、２つの電解質組成物
についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【００６２】
　図５から分かるように、チオウレア誘導体である、１－アリル－２－チオウレアを用い
た電解質組成物は、錫－ビスマス堆積物について、２～８Ａ／ｄｍ２の電流密度範囲全体
にわたって比較的均一な組成物を結果として生じた。これに対して、チオウレアを用いた
比較電解質組成物は、テストされた電流密度範囲にわたって不均一な組成物を結果として
生じた。
【００６３】
実施例８、比較例４
　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀１ｇ／Ｌ、
銅メタンスルホネートからの銅１ｇ／Ｌ、９０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、２ｇ／Ｌのエ
トキシル化ビスフェノール、４ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、および脱イオン水
（残量）を３０℃で組合わせて、電解質組成物を調製した。ハル鋼パネルを、ハルセルに
おいてこの組成物中に浸漬し、錫－銀－銅の層でめっきした。２、４、６、８、および１
０Ａ／ｄｍ２に対応する鋼パネル上の位置における、結果として生じた層の銀および銅濃
度を、ＸＲＦによって測定した。１－アリル－２－チオウレアを４ｇ／Ｌのチオウレア（
比較例）と替えた電解質組成物について、この手順を繰返した。これらの結果を図６に示
す。これは、２つの電解質組成物についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【００６４】
　図６から分かるように、チオウレア誘導体である、１－アリル－２－チオウレアを用い
た電解質組成物は、錫－銀－銅堆積物について、２～１０Ａ／ｄｍ２の電流密度範囲全体
にわたって比較的均一な組成物を結果として生じた。これに対して、チオウレアを用いた
比較電解質組成物は、テストされた電流密度範囲にわたって不均一な組成物を結果として
生じた。
【００６５】
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実施例９、比較例５
　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀１ｇ／Ｌ、
ビスマスメタンスルホネートからのビスマス１ｇ／Ｌ、９０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、
２ｇ／Ｌのエトキシル化ビスフェノール、４ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、およ
び脱イオン水（残量）を３０℃で組合わせて、電解質組成物を調製した。ハル鋼パネルを
、ハルセルにおいてこれらの組成物中に浸漬し、錫－銀－ビスマスの層でめっきした。２
、４、６、８、および１０Ａ／ｄｍ２に対応する鋼パネル上の位置における、結果として
生じた層の銀およびビスマスの濃度を、ＸＲＦによって測定した。１－アリル－２－チオ
ウレアを４ｇ／Ｌのチオウレア（比較例）と替えた電解質組成物について、この手順を繰
返した。これらの結果を図７に示す。これは、２つの電解質組成物についての堆積組成物
対電流密度のグラフである。
【００６６】
　図７から分かるように、チオウレア誘導体である、１－アリル－２－チオウレアを用い
た電解質組成物は、錫－銀－ビスマス堆積物について、２～１０Ａ／ｄｍ２の電流密度範
囲全体にわたって比較的均一な組成物を結果として生じた。これに対して、チオウレアを
用いた電解質組成物は、テストされた電流密度範囲にわたって不均一な組成物を結果とし
て生じた。
【００６７】
実施例１０～１１、比較例６
　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀１ｇ／Ｌ、
９０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、２ｇ／Ｌのテトラ（２－ヒドロキシプロピル）エチレン
ジアミン、４ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、および脱イオン水（残量）を３０℃
で組合わせて、電解質組成物を調製した。ハル鋼パネルを、ハルセルにおいてこの組成物
中に浸漬し、錫－銀の層でめっきした。２、４、６、および８Ａ／ｄｍ２に対応する鋼パ
ネル上の位置における、結果として生じた層の銀濃度を、ＸＲＦによって測定した。１－
アリル－２－チオウレアを４ｇ／Ｌの１，１，３，３－テトラメチル－２－チオウレア、
次いで４ｇ／Ｌのチオウレア（比較例）と替えた電解質組成物について、この手順を繰返
した。これらの結果を図８に示す。これは、３つの電解質組成物についての堆積組成物対
電流密度のグラフである。
【００６８】
　図８から分かるように、チオウレア誘導体である、１－アリル－２－チオウレア、およ
び１，１，３，３－テトラメチル－２－チオウレアを用いた電解質組成物は、錫－銀堆積
物について、２～８Ａ／ｄｍ２の電流密度範囲全体にわたって比較的均一な組成物を結果
として生じた。これに対して、チオウレアを用いた電解質組成物は、テストされた電流密
度範囲にわたって不均一な組成物を結果として生じた。
【００６９】
実施例１２～１３、比較例７
　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、銅メタンスルホネートからの銅１ｇ／Ｌ、
９０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、２ｇ／Ｌのテトラ（２－ヒドロキシプロピル）エチレン
ジアミン、４ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、および脱イオン水（残量）を３０℃
で組合わせて、電解質組成物を調製した。ハル鋼パネルを、ハルセルにおいてこの組成物
中に浸漬し、錫－銅の層でめっきした。２、４、６、および８Ａ／ｄｍ２に対応する鋼パ
ネル上の位置における、結果として生じた層の銅濃度を、ＸＲＦによって測定した。１－
アリル－２－チオウレアを４ｇ／Ｌの１，１，３，３－テトラメチル－２－チオウレア、
次いで４ｇ／Ｌのチオウレア（比較例）と替えた電解質組成物について、この手順を繰返
した。これらの結果を図９に示す。これは、３つの電解質組成物についての堆積組成物対
電流密度のグラフである。
【００７０】
　図９から分かるように、チオウレア誘導体である、１－アリル－２－チオウレア、およ
び１，１，３，３－テトラメチル－２－チオウレアを用いた電解質組成物は、錫－銅堆積
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物について、２～８Ａ／ｄｍ２の電流密度範囲にわたって比較的均一な組成物を結果とし
て生じた。これに対して、チオウレアを用いた電解質組成物は、テストされた電流密度範
囲にわたって不均一な組成物を結果として生じた。
【００７１】
実施例１４～１５、比較例８
　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、ビスマスメタンスルホネートからのビスマ
ス１ｇ／Ｌ、９０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、２ｇ／Ｌのテトラ（２－ヒドロキシプロピ
ル）エチレンジアミン、４ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、および脱イオン水（残
量）を３０℃で組合わせて、電解質組成物を調製した。ハル鋼パネルを、ハルセルにおい
てこの組成物中に浸漬し、錫－ビスマスの層でめっきした。２、４、６、および８Ａ／ｄ
ｍ２に対応する鋼パネル上の位置における、結果として生じた層のビスマス濃度を、ＸＲ
Ｆによって測定した。１－アリル－２－チオウレアを４ｇ／Ｌの１，１，３，３－テトラ
メチル－２－チオウレア、次いで４ｇ／Ｌのチオウレア（比較例）と替えた電解質組成物
について、この手順を繰返した。これらの結果を図１０に示す。これは、３つの電解質組
成物についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【００７２】
　図１０から分かるように、チオウレア誘導体である、１－アリル－２－チオウレア、お
よび１，１，３，３－テトラメチル－２－チオウレアを用いた電解質組成物は、錫－ビス
マス堆積物について、２～８Ａ／ｄｍ２の電流密度範囲にわたって比較的均一な組成物を
結果として生じた。これに対して、チオウレアを用いた電解質組成物は、テストされた電
流密度範囲にわたって不均一な組成物を結果として生じた。
【００７３】
実施例１６
　錫メタンスルホネートからの錫６０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀１．５ｇ／
Ｌ、銅メタンスルホネートからの銅０．５ｇ／Ｌ、１１０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、１
ｇ／Ｌバナジウム（ＩＶ）アセタールアセトネート、１０ｇ／Ｌのテトラ（２－ヒドロキ
シプロピル）エチレンジアミン、１５ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、および脱イ
オン水（残量）を２５℃で組合わせて、電解質組成物を調製した。ハル鋼パネルを、ハル
セルにおいてこの組成物中に浸漬し、錫－銀－銅の層でめっきした。１、２、４、６、お
よび８Ａ／ｄｍ２に対応する鋼パネル上の位置における、結果として生じた層の錫、銅、
および銀の濃度を、ＸＲＦによって測定した。これらの結果を図１１に示す。図１１から
分かるように、良好な均一性を有する錫－銀－銅フィルムが、テストされた電流密度範囲
全体にわたって得られた。
【００７４】
実施例１７
　錫メタンスルホネートからの錫６０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀０．５ｇ／
Ｌ、銅メタンスルホネートからの銅０．３ｇ／Ｌ、１５０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、１
ｇ／Ｌのバナジウム（ＩＶ）アセチルアセトネート、５ｇ／Ｌのテトラ（２－ヒドロキシ
プロピル）エチレンジアミン、７ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、および脱イオン
水（残量）を２５℃で組合わせて、電解質組成物を調製した。３Ａ／ｄｍ２で回転鋼シリ
ンダー上に錫－銀－銅層をめっきするために、この組成物を用いた。結果として生じた層
の錫、銅、および銀の濃度を、ＸＲＦによって測定し、この堆積物の融点を決定した。こ
の堆積物の組成は、９５．５６重量％の錫、３．５６重量％の銀、および０．８８重量％
の銅であり、融点は２１７．４８℃であった。
【００７５】
実施例１８
　錫メタンスルホネートからの錫２０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀０．５ｇ／
Ｌ、５０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、８ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、５ｇ／Ｌ
のカルボキシメチル化ポリエチレンイミン（分子量５，０００）、および脱イオン水（残
量）を３０℃で組合わせて、電解質組成物を調製した。ハル鋼パネルおよび銅シードウエ
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ハーの切り取り試験片を、ハルセルにおいてこの組成物中に浸漬し、２、３、５、７、お
よび９Ａ／ｄｍ２の電流密度で錫－銀の層でめっきした。結果として生じた堆積物を目視
観察し、これらのサンプルの各々について、結果として生じた堆積物の銀濃度をＸＲＦに
よって測定した。これらの堆積物は、目視観察によって平滑で均一であることが分かり、
共融またはほぼ共融組成物であった。
【００７６】
実施例１９
　錫メタンスルホネートからの錫６０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀０．５ｇ／
Ｌ、１３０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、７ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、５ｇ／
Ｌのテトラ（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン、および脱イオン水（残量）を
３０℃で組合わせて、電解質組成物を形成すること以外、実施例１８の手順を繰返した。
これらの堆積物は、目視観察によって平滑で均一であることが分かり、共融またはほぼ共
融組成物であった。
【００７７】
実施例２０
　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀１ｇ／Ｌ、
９０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、５ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、１ｇ／Ｌのポ
リエチレンイミン（分子量５０，０００）、および脱イオン水（残量）を３０℃で組合わ
せて、電解質組成物を形成すること以外、実施例１８の手順を繰返した。これらの堆積物
は、目視観察によって平滑で均一であることが分かり、共融またはほぼ共融組成物であっ
た。
【００７８】
実施例２１
　錫メタンスルホネートからの錫２０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀０．５ｇ／
Ｌ、１６０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、３ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、４ｇ／
Ｌのポリエチレンイミン（分子量２，０００）、および脱イオン水（残量）を３０℃で組
合わせて、電解質組成物を形成すること以外、実施例１８の手順を繰返した。これらの堆
積物は、目視観察によって平滑で均一であることが分かり、共融またはほぼ共融組成物で
あった。
【００７９】
実施例２２～２３、比較例９
　錫メタンスルホネートからの錫４０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀１ｇ／Ｌ、
９０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸、２ｇ／Ｌのエトキシル化ビスフェノール、４ｇ／Ｌの１
－アリル－２－チオウレア、および脱イオン水（残量）を３０℃で組合わせて、電解質組
成物を調製した。１－アリル－２－チオウレアを４ｇ／Ｌの１，１，３，３－テトラメチ
ル－２－チオウレア、および４ｇ／Ｌのチオウレア（比較例）と替えること以外、上記の
ように２つの追加の電解質組成物を調製した。アイドリング時間中の錫－銀浴の安定性に
対する様々な錯化剤の効果をテストした。各浴２５０ｍｌを室温に維持し、錫（ＩＩ）の
濃度を、４日の期間にわたって分析した。これらの結果を図１２に示す。これは、錫（Ｉ
Ｉ）濃度対時間のグラフである。図１２によって示されているように、錫（ＩＩ）濃度は
、チオウレア誘導体を含む組成物の場合４日間にわたって１重量％またはそれ以下しか減
少しなかった。チオウレアを含んでいる組成物中の錫（ＩＩ）濃度は、６重量％超も減少
した。したがってチオウレア誘導体含有組成物は、チオウレア含有組成物よりも優れた酸
化防止特性を示した。
【００８０】
実施例２４
　１，５００Å厚さの銅シード層を有する８インチシリコンウエハーに、２５μｍの厚さ
に、ドライフィルムレジストでコーティングした。このレジストを、フォトマスクを用い
てパターン化し、直径１００μｍの円筒バイアを形成した。錫メタンスルホネートからの
錫６０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀０．５ｇ／Ｌ、１４０ｇ／Ｌのメタンスル
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ホン酸、１５ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、１０ｇ／ＬのＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－
テトラキス（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン、０．２ｇ／Ｌのバナジウム（
ＩＶ）アセチルアセトネート、および脱イオン水（残量）を２５℃で組合わせて、電解質
組成物を調製した。ウエハーを、脱イオン水中に３０秒間予め浸漬し、次いで噴水型めっ
き装置において、８Ａ／ｄｍ２の電流密度で５分間、２０ｒｐｍウエハー回転、および５
ＧＰＭ電解質流量で、この電解質組成物で電気めっきした。厚さ２５μｍの錫－銀堆積物
が、バイア内に形成された。アセトン中でリンスして、レジストをウエハーから除去し、
暴露された銅シード層を、シプレイカプロエッチ（Ｃｕｐｒｏｅｔｃｈ）（商標）ＢＰエ
ッチング溶液を用いた化学的エッチングにより除去した。
【００８１】
　堆積されたバンプの組成は、ＸＲＦ測定によって、３．５％銀±０．５％であると決定
された。目視観察、走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）、および断面のバンプの分析によって、
これらのバンプは平滑な表面を有し、空隙を含まないと決定された。
【００８２】
実施例２５
　１，５００Å厚さの銅シード層を有する８インチシリコンウエハーに、１００μｍの厚
さに、ＢＰＲ１００レジストでコーティングした。このレジストを、フォトマスクを用い
てパターン化し、直径１００μｍの円筒バイアを形成した。錫メタンスルホネートからの
錫６０ｇ／Ｌ、銀メタンスルホネートからの銀０．５ｇ／Ｌ、５０ｇ／Ｌのメタンスルホ
ン酸、１５ｇ／Ｌの１－アリル－２－チオウレア、１０ｇ／ＬのＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テ
トラキス（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン、１．０４ｇ／Ｌのバナジウム（
ＩＶ）アセチルアセトネート、および脱イオン水（残量）を組合わせて、電解質組成物を
調製した。ウエハーを、脱イオン水中に３０秒間浸漬し、次いで垂直型めっき装置におい
て、８Ａ／ｄｍ２の電流密度で２５分間２５℃で、この電解質組成物で電気めっきした。
厚さ９５μｍの錫－銀堆積物が、バイア内に形成された。ＢＰＲストリッパー中でリンス
して、レジストをウエハーから除去し、露出された銅シード層を、シプレイカプロエッチ
ＢＰエッチング溶液を用いた化学的エッチングにより除去した。
【００８３】
　堆積されたバンプの組成は、ＸＲＦ測定によって、３．５％銀±０．５％であると決定
された。目視観察、走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）、および断面のバンプの分析によって、
これらのバンプは平滑な表面を有し、空隙を含まないと決定された。
【００８４】
　本発明は、これの特定の実施態様を参照して詳細に記載されてはいるが、特許請求の範
囲から逸脱することなく、様々な変更および修正を行なうことができ、同等のものを用い
ることができることは、当業者には明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】図１（ａ）～（ｌ）は、本発明による、様々な形成段階における半導体デバイス
上の相互接続バンプを断面図で例証している。
【図２】図２は、本発明による錫－銀電気めっき組成物についての堆積組成物対電流密度
のグラフである。
【図３】図３は、本発明による錫－銀電気めっき組成物および比較錫－銀電気めっき組成
物についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【図４】図４は、本発明による錫－銅電気めっき組成物および比較錫－銅電気めっき組成
物についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【図５】図５は、本発明による錫－ビスマス電気めっき組成物および比較錫－銅電気めっ
き組成物についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【図６】図６は、本発明による錫－銀－銅電気めっき組成物および比較錫－銀－銅電気め
っき組成物についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【図７】図７は、本発明による錫－銀－ビスマス電気めっき組成物および比較錫－銀－ビ
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【図８】図８は、本発明による錫－銀電気めっき組成物および比較錫－銀電気めっき組成
物についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【図９】図９は、本発明による錫－銅電気めっき組成物および比較錫－銅電気めっき組成
物についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【図１０】図１０は、本発明による錫－ビスマス電気めっき組成物および比較錫－ビスマ
ス電気めっき組成物についての堆積組成物対電流密度のグラフである。
【図１１】図１１は、本発明による錫－銀－銅電気めっき組成物についての堆積組成物対
電流密度のグラフである。
【図１２】図１２は、本発明による錫－銀電気めっき組成物および比較錫－銀電気めっき
組成物についての錫（ＩＩ）濃度対時間のグラフである。
【符号の説明】
【００８６】
１００　　半導体基体
１０２　　導電性相互接続バンプパッド
１０４　　パシベーション層
１０６　　アンダーバンプ金属化（ＵＢＭ）構造
１０８　　めっきマスク
１１０　　めっきバイア
１１２　　相互接続バンプ材料

【図１】 【図２】
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