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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線層上に、少なくとも、第１の金属を含む接着層を介して合金ハンダからなるハンダ
バンプを形成する半導体装置の製造方法において、
　前記ハンダバンプを形成するに際し、前記半導体装置をステージに載置し、該ステージ
下部に移動可能に設けられた加熱プレートと冷却プレートとを順次前記ステージに接触さ
せて、主となる金属及び前記第１の金属とは異なる第２の金属を添加した合金ハンダを一
旦溶融した後、冷却することにより、前記第２の金属と前記合金ハンダの主となる金属と
を含む金属間化合物を、前記接着層と前記ハンダバンプとの界面に析出させることを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　配線層上に、合金ハンダと反応し、界面に第１の金属間化合物を形成する第１の金属を
含む接着層を形成する工程と、主となる金属とは異なる第２の金属を添加した合金ハンダ
を供給する工程と、前記半導体装置をステージに載置し、該ステージ下部に移動可能に設
けられた加熱プレートと冷却プレートとを順次前記ステージに接触させて、前記合金ハン
ダを一旦溶融した後、冷却することにより、前記第１の金属間化合物、及び、前記合金ハ
ンダの主となる金属と前記第２の金属との第２の金属間化合物が複合された合金層を、前
記接着層と前記合金ハンダとの界面に形成する工程とを含むことを特徴とする半導体装置
の製造方法。
【請求項３】
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　配線層上に、少なくとも、第１の金属を含む接着層を介して合金ハンダからなるハンダ
バンプを形成する半導体装置の製造方法において、
　前記接着層上に前記第１の金属とは異なる第２の金属からなる金属層を形成し、前記ハ
ンダバンプを形成するに際し、前記半導体装置をステージに載置し、該ステージ下部に移
動可能に設けられた加熱プレートと冷却プレートとを順次前記ステージに接触させて、前
記金属層の全てを前記合金ハンダに一旦溶融した後、冷却することにより、前記第２の金
属と前記合金ハンダの主となる金属とを含む金属間化合物を、前記接着層と前記ハンダバ
ンプとの界面に析出させることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　配線層上に、合金ハンダと反応し、界面に第１の金属間化合物を形成する第１の金属を
含む接着層を形成する工程と、前記合金ハンダと反応し、第２の金属間化合物を形成する
第２の金属からなる金属層を形成する工程と、前記合金ハンダを供給する工程と、前記半
導体装置をステージに載置し、該ステージ下部に移動可能に設けられた加熱プレートと冷
却プレートとを順次前記ステージに接触させて、前記合金ハンダを一旦溶融した後、冷却
することにより、前記第１の金属間化合物および前記第２の金属間化合物が複合された合
金層を、前記接着層と前記合金ハンダとの界面に形成する工程とを含むことを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記加熱プレートによる加熱に際し、前記半導体装置上部に設けた非接触加熱手段によ
り前記半導体装置を上方からも加熱し、前記冷却プレートによる冷却に際して、前記非接
触加熱手段による加熱を継続し、前記ハンダバンプの頂部と前記接着層との界面との温度
勾配を大きくして前記金属間化合物の前記接着層との界面への析出を促進することを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか一に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記冷却プレートによる冷却を、２℃／秒以上の冷却速度で行うことを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか一に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記加熱プレートによる加熱及び前記冷却プレートによる冷却が、所定のガスの減圧雰
囲気下で行われることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項８】
　前記所定のガスが、不活性ガス又は還元性ガスのいずれかを含むことを特徴とする請求
項７記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記不活性ガスが、窒素又はアルゴンからなり、前記還元性ガスが、水素又は水素を含
む混合ガスからなることを特徴とする請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置及びその製造方法並びに半導体製造装置に関し、特に、鉛フリーハ
ンダバンプで接合された電極構造を有する半導体装置及びその製造方法並びに該半導体装
置の製造に用いる半導体製造装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置の高機能、高密度化に伴い、多ピン化した半導体チップをハンダバンプでパッ
ケージ用基板に接合する半導体パッケージや、ボール・グリッド・アレイ（ＢＧＡ）型の
外部端子を有する半導体パッケージが増加してきた。この種の半導体チップの電極では、
組立時の熱履歴や、半導体パッケージの実装時にかかる熱履歴、また使用環境下における
高温状態や温度変化により、接合部界面は金属間の反応によってその構成が変化し、信頼
性上の不具合を発生することがあり、これらの問題に対し、信頼性を保つことが可能な金
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属組成となるように各材料を選択することが重要な要素の一つとなる。
【０００３】
この目的のために、通常は錫および鉛により構成されたハンダをバンプとして使用する場
合、図５に示すように、接着層５にニッケルや銅を使用し、その膜厚を５μｍ以上に厚く
形成した層を介して接合する。そして、ニッケル層を介した場合、ハンダ中の錫とニッケ
ルが反応して金属間化合物層１１を形成して接合される。また、銅層を介して接合する場
合、界面は錫と銅の金属間化合物層１１を形成して接合される。
【０００４】
銅と錫との反応性はニッケルと錫の場合より高いが、どちらの場合においても接合時の溶
融状態において、また接合後の温度環境下においても拡散反応は進み、ハンダを構成する
錫が接着層５であるニッケルや銅層を侵食していき、その結果、接合界面では錫が消費さ
れて鉛の濃度が高い部分が形成されたり、錫の拡散によるカーケンダルボイドなどが発生
し、強度低下を招くという問題がある。この問題を解消するために、現在では、銅やニッ
ケル層を厚く形成する方法、もしくは、ハンダ中の錫を減量した鉛リッチな高融点ハンダ
を使用している。
【０００５】
しかしながら、近年、環境問題から鉛フリーハンダを使用する動きがあり、錫を主成分と
したハンダを使用する必要が生じている。この錫を主成分としたハンダでは、銅やニッケ
ル層を接着層５として使用した場合、上述の課題が顕著になり、信頼性上の問題がある。
【０００６】
一般に、これらの問題を解決するために、主成分である錫にハンダぬれ性や機械的特性の
観点から銀、ビスマス、アンチモン、亜鉛などを添加したハンダや、また、これらに銅、
ニッケルなどからなる接着層５の溶喰、拡散を防止するための元素を添加した多元系合金
のハンダを使用している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、多元系のハンダは、その供給形態がハンダペーストやハンダボールを電極
毎に供給するものであるため、電極各々の組成について微量な添加元素の均一性を保つこ
とが困難であり、微量な添加元素の均一性を保とうとすると製造コストを引き上げること
になる。
【０００８】
また、溶喰や拡散防止用の添加元素の効果は、主成分である錫に予め添加元素を固溶させ
ておき、接合時にハンダ中への接着層５の溶解、また固溶を最小限にとどめるというもの
であるが、接合温度によって接着層５が固溶する総量は変化し、安定して接合するために
は温度を高くする必要があり、通常は過剰に固溶してしまう。この接着層５が過剰に固溶
する現象を防ぐためには添加元素を多く含有しなければならないが、結果として融点が高
くなり、製造時に耐熱性を考慮しなければならない等、製品設計上大きな問題となる。
【０００９】
更に、ハンダを溶融し、接合部を形成するためのリフロー炉は、図１５に示すように、赤
外線もしくは熱風によって温度制御された予備加熱、本加熱、冷却のエリア中をコンベア
によって一定速度で通過させる方式をとっているが、この方式では、コンベアにて一定速
度で各エリアを通過させるために温度制御が困難であり、接合部の金属間化合物層を材料
設計したとおりに形成することはできない。また、リフロー炉内を搬送中のコンベアの振
動により、半導体ウェハもしくはチップが破損したり、形成したハンダの移動によりブリ
ッジが発生して歩留まりを低下させる原因となっている。
【００１０】
本発明の第１の目的は、微量な元素を多数添加した多元系の金属組成によって構成された
ハンダを使用することなく、従来使用している２元又は３元のハンダを使用した場合であ
っても、接合部の界面反応を制御することができる信頼性の高い半導体チップの電極構造
を提供することにある。
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【００１１】
また、本発明の第２の目的は、上述の電極構造を有する信頼性の高い半導体装置及びその
製造方法を提供することにある。
【００１２】
また、本発明の第３の目的は、半導体チップの温度制御を正確に行い、ハンダの溶融、金
属間化合物の析出を制御することができる半導体製造装置を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の製造方法は、配線層上に、少なくとも、第１の金属
を含む接着層を介して合金ハンダからなるハンダバンプを形成する半導体装置の製造方法
において、前記ハンダバンプを形成するに際し、前記半導体装置をステージに載置し、該
ステージ下部に移動可能に設けられた加熱プレートと冷却プレートとを順次前記ステージ
に接触させて、主となる金属及び前記第１の金属とは異なる第２の金属を添加した合金ハ
ンダを一旦溶融した後、冷却することにより、前記第２の金属と前記合金ハンダの主とな
る金属とを含む金属間化合物を、前記接着層と前記ハンダバンプとの界面に析出させるも
のである。
【００２２】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、配線層上に、合金ハンダと反応し、界面に第
１の金属間化合物を形成する第１の金属を含む接着層を形成する工程と、主となる金属と
は異なる第２の金属を添加した合金ハンダを供給する工程と、前記半導体装置をステージ
に載置し、該ステージ下部に移動可能に設けられた加熱プレートと冷却プレートとを順次
前記ステージに接触させて、前記合金ハンダを一旦溶融した後、冷却することにより、前
記第１の金属間化合物、及び、前記合金ハンダの主となる金属と前記第２の金属との第２
の金属間化合物が複合された合金層を、前記接着層と前記合金ハンダとの界面に形成する
工程とを含むものである。
【００２３】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、配線層上に、少なくとも、第１の金属を含む
接着層を介して合金ハンダからなるハンダバンプを形成する半導体装置の製造方法におい
て、前記接着層上に前記第１の金属とは異なる第２の金属からなる金属層を形成し、前記
ハンダバンプを形成するに際し、前記半導体装置をステージに載置し、該ステージ下部に
移動可能に設けられた加熱プレートと冷却プレートとを順次前記ステージに接触させて、
前記金属層の全てを前記合金ハンダに一旦溶融した後、冷却することにより、前記第２の
金属と前記合金ハンダの主となる金属とを含む金属間化合物を、前記接着層と前記ハンダ
バンプとの界面に析出させるものである。
【００２４】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、配線層上に、合金ハンダと反応し、界面に第
１の金属間化合物を形成する第１の金属を含む接着層を形成する工程と、前記合金ハンダ
と反応し、第２の金属間化合物を形成する第２の金属からなる金属層を形成する工程と、
前記合金ハンダを供給する工程と、前記半導体装置をステージに載置し、該ステージ下部
に移動可能に設けられた加熱プレートと冷却プレートとを順次前記ステージに接触させて
、前記合金ハンダを一旦溶融した後、冷却することにより、前記第１の金属間化合物およ
び前記第２の金属間化合物が複合された合金層を、前記接着層と前記合金ハンダとの界面
に形成する工程とを含むものである。
【００２８】
また、本発明においては、前記加熱プレートによる加熱に際し、前記半導体装置上部に設
けた非接触加熱手段により前記半導体装置を上方からも加熱し、前記冷却プレートによる
冷却に際して、前記非接触加熱手段による加熱を継続し、前記ハンダバンプの頂部と前記
接着層との界面との温度勾配を大きくして前記金属間化合物の前記接着層との界面への析
出を促進する構成とすることもできる。
【００２９】
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また、本発明においては、前記加熱プレートによる加熱及び前記冷却プレートによる冷却
が、所定のガスの減圧雰囲気下で行われる構成とすることができ、前記所定のガスが、不
活性ガス又は還元性ガスのいずれかを含むことが好ましい。
【００３８】
上述した半導体チップの電極構造は、接着層上に錫系多元合金ハンダを供給し、加熱溶融
によって、接着層とバンプの界面に錫と接着層により形成された単一の金属間化合物層が
形成されているという従来の構成に対し、錫の溶解、拡散を防止するためのハンダ合金化
層を薄く形成し、錫系２元又は３元合金ハンダをハンダペーストもしくはハンダボールの
形態で供給し、加熱溶融することで錫とハンダ合金化層及び錫と接着層の各々２つの金属
間化合物を複合したハンダ合金層６を形成することを特徴としている。
【００３９】
このように、予め接着層の上部にハンダ合金化層を薄く設けることで、得られるハンダバ
ンプの構造は、錫を主成分とした２元又は３元合金ハンダと、ハンダ中の錫とハンダ合金
化層が反応した第１の金属間化合物と、ハンダ中の錫と接着層が反応した第２の金属間化
合物とが複合してなる複合ハンダ合金層にて接合界面を構成する。
【００４０】
そして、この第１および第２の金属間化合物が複合した複合ハンダ合金層は、ハンダ溶融
の際に、薄いハンダ合金化層がすべて第１の金属間化合物層となり、第２の金属間化合物
とほぼ同時に形成されるため、第１の金属間化合物は、第２の金属間化合物を成長させる
拡散経路を遮断するという役目を果たす。
【００４１】
また、複合ハンダ合金層は異なる材料で構成されているため、濃度勾配が不連続で、単一
層に比べて結晶粒界が密であるため、拡散の進行を抑制することができる。さらに、析出
した金属間化合物の融点はハンダ合金の融点より高いため、その後の製造プロセス時や、
実装時にハンダを再溶融してもハンダ中へは溶解しないという効果を持つ。
【００４２】
従って、通常であれば拡散により成長するハンダ中の錫と接着層との金属間化合物層は、
第１の金属間化合物が結晶粒界等の拡散経路に配置されることによって成長が抑制され、
組立中での繰り返しの加熱履歴や、実装後の使用環境下による温度変化に対して経時変化
が少ない信頼性の高い接合界面が得られるという効果を奏する。
【００４３】
また、本発明の半導体製造装置では、半導体チップを搭載するステージと、ステージを加
熱する加熱源と、ステージを強制的に冷却する冷却源とを含み、予備加熱、本加熱、冷却
の各段階で異なる昇温速度、冷却速度を選択することができ、特に、冷却速度を極端に速
く、そして半導体チップの裏面から冷却することによってハンダと接着層との界面に複合
した金属間化合物層を形成することができる。さらに、この効果を顕著にするために、半
導体チップの上部に非接触型の加熱源を設け、冷却プレートからの冷却時にも半導体チッ
プ上部を加熱することによって、半導体チップの上部と下部、具体的にはハンダの頂部と
底部の温度勾配を大きくすることが可能となり、ハンダ界面での複合した金属間化合物層
の析出、形成をより一層促進させることが可能となる。
【００４４】
【発明の実施の形態】
上記した本発明の目的、特徴および利点を明確にすべく、本発明の一実施の形態について
以下に詳述する。
【００４５】
［実施の形態１］
まず、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、図１乃至図
３を参照して以下に詳述する。図１は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置のバン
プ構造を示す断面図である。また、図２及び図３は、ハンダバンプを形成する前の電極構
造を示す断面図であり、図２はハンダをハンダボールとして供給する場合を示し、図３は
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ハンダペーストとして供給する場合を示している。
【００４６】
図２に示すように、半導体チップ１の配線２上には、配線２を構成する金属との密着を得
る密着層４と、ハンダと反応し合金化する接着層５と、ハンダと合金化する接着層５とは
異なる金属により薄く形成されたハンダ合金化層８とにより電極が形成され、この電極上
に錫を主成分とし、鉛を含まない２元又は３元合金のハンダボール９が供給される。
【００４７】
この状態でハンダボール９を加熱溶融すると、ハンダ合金化層８はすべてハンダ中の錫と
反応し、一旦、錫中へ固溶する。それと同時にハンダ中の錫は接着層５を固溶する。ハン
ダ中の錫への固溶する総量は溶融する温度により決定されるため、この状態で冷却を開始
すると接合界面に金属間化合物層を形成するが、本実施形態の場合、錫中へ固溶している
ハンダ合金化層８を構成する金属と接着層を構成する金属の両方が同時に接合界面で金属
間化合物を析出するため、金属間化合物の複合層である複合ハンダ合金層６が形成される
。
【００４８】
ここで重要なことは、ハンダ合金化層８は、錫系２元又は３元合金ハンダボール９の錫に
対して溶解しうるだけの量であり、且つ、冷却時に析出するように考慮してその膜厚を決
定する必要があり、溶解する量が少ない場合には、冷却時に析出せずに錫中へ固溶したま
まハンダバンプ７が凝固するため、このような金属間化合物の複合層は形成されない。
【００４９】
図１は、このようにして得られたハンダバンプ７の断面図を示しているが、一旦、金属間
化合物の複合層として複合ハンダ合金層６が形成されると、金属間化合物の融点は高いた
め、組立時にかかるハンダ溶融温度以上の熱履歴においても接合界面での接着層５の溶解
現象が起きることなく、さらに溶融温度以下の熱履歴による拡散現象も、金属間化合物の
複合層が結晶粒界に配置されるため抑制されるという効果を奏する。
【００５０】
より具体的に説明するために、鉛フリーハンダバンプとして、錫系２元合金ハンダボール
９に９６．５重量％錫／３．５重量％銀の共晶ハンダを使用する場合の代表的な金属組成
を用いて説明する。
【００５１】
半導体チップ１の配線２は、通常、アルミニウムもしくはアルミニウム合金で形成されて
いる。密着層４はチタン、チタン／タングステン合金等、接着層５はニッケル／バナジウ
ム合金等、ハンダ合金化層８は銅等を順次スパッタリングにより形成し、電極が形成され
る。ここで、ハンダ合金化層８である銅の膜厚は、ハンダボール９中に含まれる錫の比率
に対し、溶解時にすべて固溶し、且つ冷却凝固時に金属間化合物として界面に析出するこ
とができる量、すなわち過飽和な量が望ましい。但し、銅の供給量が過剰になりすぎると
、形成されたハンダバンプ７の表面が凹凸の激しい不均一な形状になることや、溶融時の
ぬれ性が悪化し、ボイドが発生する恐れがあるため注意を要する。
【００５２】
なお、密着層４にはチタン、チタン／タングステン合金を用いているが、クロム、クロム
／銅合金でも良く、接着層５にはニッケル／バナジウム合金を用いているが、ニッケル、
ニッケル／燐合金、ニッケル／チタン合金、ニッケル／クロム合金、銅もしくは銅合金を
使用しても良い。また、本発明の特徴の一つであるハンダ合金化層８は銅を使用している
が、接着層５とは異なる材料であり、且つハンダ中の錫と金属間化合物を形成する金属で
あればよい。
【００５３】
さらに、本実施形態では、接着層５、ハンダ合金化層８ともにスパッタリングにより形成
されているが、電解メッキもしくは無電解メッキ、又はスパッタリングとの組み合わせに
より形成しても良く、異なる材料、異なる方法の組み合わせにより形成した積層構造とし
ても良い。例えば、接着層５として、スパッタリングで形成したニッケル又は銅の上に、
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電解メッキで形成したニッケルを積層した構造とすることもできる。なお、成膜に際して
条件を調整することにより、膜質を粒径の小さい粒状構造とし膜の緻密性を向上させるこ
とができ、ハンダに溶融される量を制御することができる。また、ハンダ合金化層８は、
銅などの表面酸化が進みやすい材料を使用するため、酸化を防止してハンダぬれ性を向上
させる目的で、ハンダ合金化層８の上に極めて薄い金、もしくは酸化を防止してハンダぬ
れ性を促進させる層を設けても良い。
【００５４】
加えて、ここではハンダとして錫系の２元合金を用いた例を示しているが、ハンダに微量
の銅を添加した３元合金ハンダを用いても良く、その他の多元系合金ハンダでも良い。ま
た、本実施形態では、ハンダ合金化層８を接着層５上に形成する構成について記載したが
、ハンダ中にハンダ合金化層８を構成する元素が添加されている場合には、ハンダ合金化
層８は設けなくても良い。
【００５５】
［実施の形態２］
次に、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法並びに半導体製造装置
について、図６乃至図１３を参照して説明する。図６乃至図８は、本発明の第２の実施形
態に係る半導体装置の構造を示す断面図である。図９及び図１０は、本実施形態に係る半
導体製造装置の構造を模式的に示す断面図である。また、図１１は、半導体装置の製造手
順を示すフローチャート図であり、図１２は、半導体装置の製造工程の一部を示す工程断
面図である。また、図１３は、本実施形態の特徴である加熱／冷却のタイミングを示す図
である。
【００５６】
図６に示すように、接着層５とハンダバンプ７の間には、ハンダ主成分の金属と接着層５
を構成する金属との金属間化合物と、予め合金ハンダ中に微量添加、もしくは予め接着層
５上に薄く形成した金属とハンダ主成分から構成される第２の金属間化合物とが複合して
いる複合ハンダ合金層６が形成された構造となっている。この複合ハンダ合金層６はハン
ダバンプ形成時の加熱／冷却過程において、その構成する組成と条件により界面に析出し
、構造を制御することができる。
【００５７】
この構造を得るための加熱／冷却過程を含む製造方法ならびに製造装置について、図９を
参照して詳細に説明する。ハンダ供給済み半導体チップ１ａはリフロー装置内のステージ
１９上に設置され、リフローエリア１８は減圧及び不活性ガス又は還元性ガスの充填が可
能となっている。また、ステージ１９の裏面には加熱プレート２０および冷却プレート２
１とがあり、このプレートのいずれかをステージ１９の裏面に接触させることによって熱
を伝達し、温度制御を行う。ここで、熱を安定して効率良く伝達するため、ステージ１９
及び加熱プレート２０には熱伝導率が高く、加工が容易なカーボンを使用し、冷却プレー
ト２１には耐食性のあるステンレスを使用している。
【００５８】
なお、本実施形態ではステージ１９及び加熱プレート２０としてカーボンを使用している
が、熱伝導率が高い材料であればその他の材料を使用しても良く、組み合わせは適宜自由
に選択することができる。また、ステージ１９は反りを極力小さく、可能な範囲で薄く形
成して熱容量を小さくすることが望ましい。
【００５９】
半導体チップ１ａの加熱／冷却に際して、リフローエリア１８の不活性ガス充填は必要に
応じて実施する。充填するガスとしては、ハンダ表面の酸化防止、また酸化物の還元作用
のあるガス、例えば、不活性ガスとして窒素、アルゴン等、還元性ガスとして水素、水素
を含む気体等が使用される。冷却方式については、水冷式等により冷却された冷却プレー
ト２１をステージ１９に接触させる方式のほか、冷却気体をステージ１９裏面に吹き付け
る方法などを使用することができ、本発明の効果を実現できる冷却能力の範囲で任意の方
法が選択可能である。
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【００６０】
更に、リフローエリア１８の上方に赤外線など非接触型加熱源２２を設けることにより、
ハンダを上方より加熱しつつ、かつ、半導体チップ１ａを裏面より冷却することが可能と
なり、半導体チップ１ａの上部と下部との間の温度勾配を大きくすることによって、ハン
ダ接合界面に所望の金属間化合物層が析出しやすくなり、複合ハンダ合金層６を形成する
ための詳細な温度制御が可能となる。
【００６１】
なお、半導体製造装置としては、上述の装置構成のほか、図１０に示すように、ステージ
１９ａ内部に加熱源、冷却源、又はその双方が組み込まれたような方式でもよく、ヒータ
を組み込んだり、温媒、冷媒を流すことによって加熱／冷却を実現することができる。ま
た、ハンダバンプを形成する半導体の形態は、チップ状態に限定されず、ウェハ上への一
括形成も可能である。
【００６２】
次に、図１１及び図１２を参照して、本実施形態の半導体装置の製造手順について説明す
る。なお、図１１（ａ）は、加熱／冷却源として加熱プレート２０と冷却プレート２１の
みを使用し、大気中でリフローする場合の手順を示し、図１１（ｂ）は、加熱源として更
に非接触型加熱源２２を用い、リフローエリア１８に不活性ガスを充填する場合の手順を
示している。
【００６３】
まず、ステップＳ１０１、Ｓ２０１において、半導体チップ１の接着層５、又はその上に
形成したハンダ合金化層８上にハンダ合金およびフラックスを所定量供給する。供給の方
法としては、図７に示したハンダボール搭載法や、図８に示した電解ハンダメッキ法、ま
たはその他にハンダペースト印刷法など、所定量のハンダが供給可能な方法を適宜選択す
ることができる。
【００６４】
次に、ステップＳ１０２、Ｓ２０２において、ハンダ供給済みの半導体チップ１ａをリフ
ロー装置内のステージ１９上に設置し（図１２（ａ）参照）、リフローエリア１８を密閉
して所定の圧力まで減圧した後（ステップＳ２０３）、窒素、水素または水素を含む混合
ガスで充填する（ステップＳ２０４）。この工程は、リフローエリア１８を低酸素濃度ま
たは還元性雰囲気にすることによってハンダの濡れ性を改善するために行うものであり、
濡れ性に起因する不具合がない場合は、図１１（ａ）に示すように適宜省いても良い。
【００６５】
次に、ステップＳ１０３、Ｓ２０５において、ステージ１９の裏面に設定温度に加熱され
た加熱プレート２０を接触させ、ハンダの温度を融点以上の所定温度まで上昇させて溶融
する（図１２（ｂ）参照）。なお、非接触型加熱源２２を備えた装置の場合は、この加熱
源も稼働させて加熱を行う。この加熱工程において、溶融したハンダに接した界面では接
着層５を構成する金属がハンダ中に溶解していく。また、接着層５の上層に濡れ性改善層
１７を形成している場合には、濡れ性改善層１７、接着層５の順にハンダ内への溶解が進
む。
【００６６】
その後、ステップＳ１０４、Ｓ２０６において、加熱プレート２０をステージ１９から離
し、冷却プレート２１をステージ１９裏面に接触させて冷却を開始する（図１２（ｃ）参
照）。ここで、半導体チップ１ａは裏面側から冷却されるため、図の上方から下方に向か
って急激に温度が低下して大きな温度勾配が生じ、溶融したハンダは接着層５側から凝固
する。この凝固プロセスにおいて、ハンダより融点の高い金属間化合物は、接着層５が析
出するための核となり、接着層５付近に錫と接着層５の原子との金属間化合物の初晶を析
出する。
【００６７】
析出する金属間化合物は、ハンダの主成分である錫と接着層５を構成する金属との金属間
化合物と、ハンダの主成分の錫とハンダ内の接着層５とは異なる、例えば、ハンダ合金化
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層８を構成する金属との金属間化合物、もしくは錫と濡れ性改善層１７を構成する金属と
の金属間化合物であり、これらは同時に接着層５付近に析出して両相が複合した複合ハン
ダ合金層６が形成され（図６参照）、バンプ形成が完了する（ステップＳ１０５、Ｓ２０
８）。なお、冷却過程でのハンダ内の温度勾配は、冷却速度が速いほど顕著になり初晶が
接着層付近に析出しやすくなるため、冷却速度は速い方が良く、例えば、２℃／秒以上で
あることが望ましい。
【００６８】
接着層５界面近傍における冷却速度を大きくするには、ステージ１９下方の加熱プレート
２０による加熱とリフローエリア１８上方に設けた赤外線ヒータなどの非接触型加熱源２
２による加熱とを同時に行い、ステップ２０６において冷却プレート２１による冷却を開
始した後も、非接触型加熱源２２により上部からの加熱を継続すればよく、この上方から
の加熱と下方からの冷却とを組み合わせることによってはんだ供給済み半導体チップの温
度差が大きくなり、効果的に金属間化合物を析出させることができる。
【００６９】
この動作を図１３を参照して説明する。図１３には、ステージ１９表面温度と、加熱プレ
ート２０及び冷却プレート２１の切り替えのタイミング、および非接触型加熱源２２のＯ
Ｎ／ＯＦＦのタイミングを示している。非接触型加熱源２２は加熱初期よりＯＮの状態に
し、半導体チップ１ａを上下から加熱する。そして、ハンダの融点以上の所定温度になっ
た時点、あるいは、ハンダの融点以上の所定温度になってから一定の時間が経過した時点
で加熱プレート２０から冷却プレート２１に切り換えて冷却を開始するが、非接触型加熱
源２２はハンダの融点（図中：Ｔｍ）より数℃（図中：ΔＴ）低い温度Ｔ１に下がるまで
ＯＮの状態を維持する。こうすることによって融点近傍でのハンダ内の温度勾配をより顕
著にし、確実に接着層５近傍に金属間化合物を析出させることができる。
【００７０】
なお、このような制御を行うには、ステージ１９の温度又は半導体チップの表面温度を検
出する温度センサを設け、この温度センサからの出力を参照して、プレートの切り替え、
非接触型加熱源２２のＯＮ／ＯＦＦを行えば良く、これらの動作を自動的に行う制御手段
をリフロー装置に設けることによって作業が容易となる。また、本実施形態では、半導体
チップ上へのバンプ形成について記載したが、半導体ウエハを取り扱う場合も同様の方法
でバンプを形成することが可能である。
【００７１】
このように、本実施形態の半導体製造方法及び該製造方法に用いる半導体製造装置では、
加熱プレート２０、冷却プレート２１、および非接触型加熱源２２の設定温度、ＯＮ／Ｏ
ＦＦのタイミングを調整することにより、半導体チップの温度及び表裏面の温度勾配を正
確に制御することが可能であり、確実にハンダバンプ７と接着層５との界面に金属間化合
物を析出することができる。また、半導体チップ１ａもしくは半導体ウェハはリフロープ
ロセス中に搬送する必要が無いことから、破損や形成したハンダの移動によるブリッジの
危険性がなく、歩留まりを向上させることができる。
【００７２】
【実施例】
上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の実施例について
図面を参照して具体的に説明する。
【００７３】
［実施例１］
本発明の第１の実施形態で示した半導体装置の具体的な製造方法について、図２を参照し
て説明する。まず、半導体チップ１上に形成されたアルミニウム合金の配線２上に、密着
層４としてチタンおよびチタン／タングステン合金を順次スパッタリングする。この上に
、接着層５としてニッケル／バナジウム合金を１～５μｍ程度の厚さでスパッタリングに
より形成し、さらにハンダ合金化層８として、銅をスパッタリングより形成する。このと
きの銅の膜厚としては、順次スパッタリングにより形成された電極の直径が略１２０μｍ
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で、錫と銀の共晶合金からなるハンダボールの直径が略１５０μｍである場合、略０．８
μｍが最も適する。
【００７４】
こうして形成された電極に錫９６．５重量％／銀３．５重量％の共晶ハンダボール９をフ
ラックスとともに供給し、共晶ハンダボールの融点である２２１℃以上の温度で加熱し、
ハンダボール９を溶解する。ハンダボール９はハンダ合金化層８の銅を一旦すべて溶解し
、冷却とともにハンダは半球形状となり、界面にニッケル／錫の金属間化合物および、銅
／錫の金属間化合物の複合したハンダ合金層６を形成し、接合を完了する。
【００７５】
こうして形成されたハンダバンプの断面を分析すると、図１に示すように、界面には上述
のニッケル／錫の金属間化合物および、銅／錫の金属間化合物の複合した複合ハンダ合金
層６を形成しており、ハンダ中には銅がほとんどの存在しないことを確認している。
【００７６】
このハンダバンプ７は、界面に形成したニッケル／錫の金属間化合物および、銅／錫の金
属間化合物の複合した複合ハンダ合金層６の存在より、この後にハンダ溶融温度以上に加
熱履歴を加えても、接着層５であるニッケルの溶解や拡散によって著しく信頼性を低下さ
せる反応層の形成を抑制するという効果を示す。
【００７７】
この効果と、複合ハンダ合金層６の存在形態について説明する。これら複合ハンダ合金層
６は、ニッケル／錫の金属間化合物層及び銅／錫の金属間化合物が、各々その粒界に対し
て互いに拡散経路を遮断するように存在する形態により拡散が抑制される場合と、もう一
つの形態として、ニッケルと銅の固溶体に対して錫が金属間化合物を形成し、３元系の金
属間化合物として存在する場合があり、この３元系の金属間化合物として存在する場合に
おいても、拡散するための経路が複合して存在するニッケル、銅により遮断されるため相
互拡散が抑制される。
【００７８】
ここで、ハンダ合金化層８は略０．８μｍが最適としたが、その効果は膜厚０．６μｍか
ら１．２μｍの間においても充分に発揮される。また、密着層４、接着層５の膜厚は、半
導体装置の製造上の都合により適宜変更されても問題ない。
【００７９】
［実施例２］
次に、本発明の第２の実施例について説明する。本実施例の半導体装置は、前記した第１
の実施例と同様に、半導体チップ１上に形成されたアルミニウム合金の配線２上に、密着
層４としてチタンおよびチタン／タングステン合金を順次スパッタリングし、この上に接
着層５としてニッケル／バナジウム合金を１～５μｍ程度の厚さにスパッタリングにより
形成し、さらにハンダ合金化層８として銅をスパッタリングより形成して電極が形成され
る。このときの銅の膜厚としては、順次スパッタリングにより形成された電極の直径が略
１２０μｍで、錫と銀の共晶合金からなるハンダボール９の直径が略１５０μｍである場
合、略０．８μｍが最も適する。
【００８０】
ここで、本実施例では、この銅のハンダ合金化層８上に、更に錫を厚さ０．５～１．０μ
ｍ供給し、２２０℃以上に加熱することにより銅と錫の金属間化合物およびニッケルと錫
の金属間化合物の複合した複合ハンダ合金層６を予め形成することを特徴とし、この後に
所定のハンダを供給してバンプを形成しても前記した第１の実施例と同様の効果をもたら
すことが可能である。
【００８１】
なお、前記した第１及び第２の実施例では、ハンダをハンダボール９の状態で供給する場
合について示したが、図３に示すようにハンダペースト１０として供給することもできる
。
【００８２】
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［実施例３］
次に、本発明の第３の実施例について、図４を参照して説明する。図４は、本発明の第１
の実施形態で示した構造の半導体チップを実装した半導体装置の構造を示す断面図である
。図４に示すように、フリップチップタイプの半導体装置は、半導体チップ１上に形成さ
れたアルミニウム合金の配線２上に密着層４としてチタンおよびチタン／タングステン合
金を順次スパッタリングする。この上に接着層５としてニッケル／バナジウム合金を１～
５μｍ程度の厚さにスパッタリングにより形成し、さらにハンダ合金化層８として銅をス
パッタリングより形成する。このときの銅の膜厚としては順次スパッタリングにより形成
された電極の直径が略１２０μｍで、錫と銀の共晶合金からなるハンダボール９の直径が
略１５０μｍである場合、略０．８μｍが最も適する。
【００８３】
こうして形成された電極に錫９６．５重量％／銀３．５重量％の共晶ハンダボール９をフ
ラックスとともに供給し、共晶ハンダボールの融点である２２１℃以上の温度で加熱し、
ハンダボール９を溶解する。ハンダボール９はハンダ合金化層８の銅を一旦すべて溶解し
、冷却とともにハンダは半球形状となり、界面にニッケル／錫の金属間化合物および、銅
／錫の金属間化合物の複合したハンダ合金層６を形成し、ハンダバンプ７となる。
【００８４】
一方、予めハンダバンプ７と同組成のハンダを供給した電極を持つ基板１２を用意し、こ
の基板１２の電極に半導体チップ１を位置合せし、加熱溶融して接合する。接合後には機
械的強度および耐湿性を向上させるため、ハンダバンプ７の間隙を封止樹脂１４により充
填する。その後、さらに半導体チップ１のハンダバンプ７と同じ組成のハンダをＢＧＡ外
部端子１３として加熱溶融させて取り付ける。
【００８５】
ここで、最初に取り付けられている半導体チップ１のハンダバンプ７は、本製造プロセス
において融点以上の加熱を繰り返し受けているが、本発明のハンダバンプ７では、加熱に
よる接着層の溶解、拡散を抑制することができるため、歩留まり良く、信頼性の高い半導
体装置を提供することができる。
【００８６】
［実施例４］
次に、本発明の第２の実施形態で示した半導体製造装置を用いた半導体装置の製造方法に
ついて図７及び図８を参照して説明する。図７及び図８は、第４の実施例に係る半導体チ
ップの構造を示す断面図であり、（ａ）は濡れ性改善層を接着層上に設けた構造を示し、
（ｂ）は濡れ性改善層を含まない構造を示している。
【００８７】
図７に示すように、本実施例の半導体チップは、Ａｌ電極上に無電解メッキ法により接着
層５のニッケル／燐層を約５μｍの厚さで形成し、その上に濡れ性改善層１７として約０
．０５μｍの金メッキを施す。電極の直径は約１２０μｍである。また、ハンダはボール
搭載法により供給し、直径１５０μｍ、組成は錫９６．５重量％／銀３．０重量％／銅０
．５重量％のボールを使用している。
【００８８】
その後、ハンダ供給済み半導体チップ１ａをリフロー装置内のステージ１９上に設置し、
リフローエリア１８内を約１０Ｐａまで減圧した後、窒素ガスを充填する。リフローエリ
ア１８内の圧力が大気圧まで戻った後は窒素の流量を約１５リットル／分とする。次に、
約２９０℃に加熱した加熱プレート２０をステージ１９に接触させ、ハンダの融点である
２２０℃を超えてから約７５秒後に加熱プレート２０を離し、続いて、冷却プレート２１
をステージ１９に接触させて室温まで冷却する。この場合、最高温度は２６５±２℃、融
点以上の時間は８５±２秒であり、冷却速度は約４℃／秒であった。なお、本願発明者の
実験によれば、冷却速度は約２℃／秒以上であれば本発明の効果を奏することを確認して
いる。また、ステージ１９に接触させるプレートを加熱プレート２０から冷却プレート２
１に切り換えるタイミングを温度により制御するとロット間の温度ばらつきの影響を受け
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やすいため、融点以上の時間で制御する方が望ましい。
【００８９】
上記方法により形成した半導体チップについて、バンプ断面を観察し元素分析を実施した
ところ、接着層５／ハンダバンプ７界面に約１μｍの錫、銅、ニッケルで構成される金属
間化合物層が接着層５を覆うように形成されているのが確認された。これは、錫と銅、錫
とニッケルの金属間化合物が複合して形成された層であると考えられる。
【００９０】
本発明の構造を有するバンプ付き半導体チップ（図６）と従来のリフロー工程により作製
したバンプ付き半導体チップ（図１４）とを１５０℃のオーブン内に３０００時間保管し
、両者の固相拡散による接着層５（無電解Ｎｉ層）の食われ速度を比較した。その結果、
従来工程で作製されたバンプ付き半導体チップのＮｉ層が約１．２μｍ食われたのに対し
、本発明ではＮｉ層の食われは０．１μｍ程度であり、本発明の構造は接着層５の溶解、
固相拡散による食われ防止に大きな効果があることが確認された。
【００９１】
なお、上記第４の実施例では、ハンダをハンダボール９の状態で供給する場合について示
したが、図８に示すようにハンダペースト１０として供給することもできる。
【００９２】
［実施例５］
次に、本発明の第５の実施例に係る半導体装置について説明する。なお、本実施例は、非
接触型加熱源を備えたリフロー装置を用いた半導体装置の製造方法について記載するもの
である。
【００９３】
本実施例の半導体チップは、Ａｌ電極上に密着層を介してスパッタリングによりニッケル
／バナジウムの接着層５を厚さ約１μｍ形成し、さらに上層に濡れ性改善層１７の銅をス
パッタリングにより約０．４μｍ形成する。電極の大きさは第４の実施例と同じく直径約
１２０μｍである。ハンダは、組成が錫９６．５重量％／銀３．５%の２元共晶、直径が
１５０μｍのボールをボール搭載法にて半導体チップ１の電極上に供給した。
【００９４】
半導体チップをリフロー装置のステージ１９上に設置した後の減圧、窒素ガス流量は第４
の実施例と同じである。本実施例では、リフローエリア１８上方に非接触型加熱源２２（
赤外線ヒータ）を設けた装置を使用し、加熱は加熱プレート２０と非接触型加熱源２２の
双方を用いて行った。加熱プレート２０の温度は２８５℃に設定し、加熱プレート２０か
ら冷却プレート２１へ切り換えるタイミングは第４の実施例と同じく融点の２２０℃を超
えてから約７５秒後とした。非接触型加熱源２２は、ステージ１９表面温度がハンダの融
点より５℃低い２１５℃でＯＦＦにした。この場合、最高温度は２６２±２℃、融点以上
の時間は８４±２秒、冷却速度は約４℃／秒であった。なお、冷却速度は約２℃／秒以上
であればよいのは、前記した第４の実施例と同様である。
【００９５】
以上の製造方法でバンプ形成したバンプ付き半導体チップのバンプ断面を観察、元素分析
を行ったところ、接着層５／ハンダバンプ７界面には前記した第４の実施例と同じく、錫
、銅、ニッケルで構成される金属間化合物層が約０．８μｍの厚さで形成されていた。
【００９６】
なお、第４の実施例では接着層５（ニッケル）の上に錫／銀／銅の３元系ハンダを供給す
るため、電解メッキ法によるハンダ供給は出来ないが、本実施例では接着層５（ニッケル
）上に予め銅層を形成しているので錫／銀の２元系ハンダを使用することができ、電解メ
ッキ法によるハンダ供給も可能である。
【００９７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、錫の溶解、拡散を防止するためのハンダ合金化層を薄く
形成し、合金ハンダをハンダペーストもしくはハンダボールの形態で供給し、加熱溶融す
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ることにより、ハンダを構成する金属とハンダ合金化層およびハンダを構成する金属と接
着層の各々２つの複合した金属間化合物となるハンダ合金層を形成することを特徴とする
ものであり、予め接着層の上部に設けたハンダ合金化層を薄く設けることにより、得られ
るハンダバンプの構造は、合金ハンダと、ハンダを構成する金属とハンダ合金化層が反応
した第１の金属間化合物と、ハンダを構成する金属と接着層が反応した第２の金属間化合
物とが複合してなる金属間化合物層にて接合界面が形成され、この第１および第２の金属
間化合物が複合した金属間化合物層は、第１の金属間化合物が薄いハンダ合金化層がすべ
て金属間化合物層となり、第２の金属間化合物とほぼ同時に形成される。
【００９８】
従って、第１の金属間化合物は、第２の金属間化合物を成長させる拡散経路を遮断すると
いう役目を果たし、通常であれば拡散により成長するハンダ中の錫と接着層との金属間化
合物層は、第１の金属間化合物が結晶粒界等の拡散経路に配置されることで成長が抑制さ
れ、組立中での繰り返しの加熱履歴や、実装後の使用環境下による温度変化に対して経時
変化少ない信頼性の高い接合界面を得ることができ、従来の錫系２元合金を使用した低コ
ストに形成できるハンダバンプ構造を有する半導体装置を提供することができる。
【００９９】
また、本発明において提言する半導体チップの電極上に形成されたハンダバンプ接続部の
構造は、接着層界面に複合金属間化合物層を形成することで接着層のハンダ中への溶解・
拡散を抑制し、パッケージの組立時にかかる融点以上の熱履歴や実使用環境下での熱履歴
でも金属間化合物層の異常成長による強度低下が無く、信頼性の高い半導体装置を提供す
ることができる。これは錫と鉛の共晶ハンダよりも錫の含有率が高く、信頼性上の問題が
顕著である鉛フリーハンダにおいて特に効果を発揮する。
【０１００】
更に、本発明では、リフロー装置に半導体チップを下方から加熱／冷却する加熱プレート
及び冷却プレートと、半導体チップを上方から加熱する非接触型加熱源とを備えているた
め半導体チップの詳細な温度制御が可能であり、また、加熱プレートから冷却プレートへ
切り替えた後も非接触型加熱源で半導体チップを上方から加熱することにより、半導体チ
ップ表裏面の温度勾配を大きくすることができ、接合部の金属間化合物層を材料設計通り
に形成することができる。また、本発明のリフロー装置では、プロセス中に半導体チップ
または半導体ウェハを搬送する必要がないため、半導体チップの破損や形成したハンダの
移動によるブリッジが発生する危険性がなく、歩留りを向上させることができる。
【０１０１】
なお、本発明は上記各実施例に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、各実施
例は適宜変更され得ることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の構造を示す断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るハンダバンプ形成前の半導体装置の構造を示す断
面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るハンダバンプ形成前の半導体装置の構造を示す断
面図である。
【図４】本発明の第３の実施例に係る半導体装置の構造を示す断面図である。
【図５】従来の技術を示す断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の構造を示す断面図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係るハンダバンプ形成前の半導体装置の構造を示す断
面図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係るハンダバンプ形成前の半導体装置の他の構造を示
す断面図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係るリフロー装置の構成を示す断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るリフロー装置の他の構成を示す断面図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示すフロー図である。
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【図１２】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程における加熱／冷却のタ
イミングを説明するための図である。
【図１４】従来の半導体装置の構造を示す断面図である。
【図１５】従来のバンプリフロー装置を示す図である。
【符号の説明】
１　半導体チップ
１ａ　ハンダ供給済み半導体チップ
２　配線
３　絶縁膜
４　密着層
５　接着層
６　複合ハンダ合金層
７　ハンダバンプ
７ａ　錫系多元合金ハンダバンプ
８　ハンダ合金化層
９　ハンダボール
１０　ハンダペースト
１１　金属間化合物層
１２　基板
１３　ＢＧＡ外部端子
１４　封止樹脂
１５　単一金属間化合物
１６　フラックス
１７　濡れ性改善層
１８　リフローエリア
１９　ステージ
１９ａ　加熱源付きステージ
２０　加熱プレート
２１　冷却プレート
２２　非接触型加熱源
２３　単一金属間化合物層
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