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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 基板上又は半導体素子上に設けられた電極パッドと、前記電極パッドを覆うように設け
られたバリアメタル層とを有し、
前記バリアメタル層は、電極パッド側と反対側に１５ａｔ％以上のＣｕ、４０ａｔ％以上
のＮｉ、及び０ａｔ％を超え、２５ａｔ％以下のＰを含むＣｕＮｉＰ系合金層を有するこ
とを特徴とする電子部品。
【請求項２】
 前記ＣｕＮｉＰ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比が、０．６０～５．５であることを特徴
とする請求項１に記載の電子部品。
【請求項３】
 基板上又は半導体素子上に設けられた電極パッドと、前記電極パッドを覆うように設け
られたバリアメタル層とを有し、
前記バリアメタル層は、電極パッド側と反対側に４４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａ
ｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮｉ含有量がＰ含有量の２．５倍以上で
あるＣｕＮｉＰ系合金層を有することを特徴とする電子部品。
【請求項４】
 前記電極パッドと前記バリアメタル層との間に更に、Ｎｉ、ＮｉＰ系合金、又はＮｉＢ
系合金を含む中間層が形成されていることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載
の電子部品。
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【請求項５】
 基板及び半導体素子の少なくとも一方からなる複数の電子部材と、
各電子部材上に設けられた電極パッドと、
前記電極パッドを覆うように設けられたバリアメタル層と、
前記バリアメタル層を覆うように設けられた、平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２．３以下のＣｕＮｉ
Ｓｎ系合金層と、
前記バリアメタル層及びＣｕＮｉＳｎ系合金層を介して、互いに異なる電子部材上に設け
られた電極パッド間を電気的に接続するように設けられたハンダバンプと
を有し、
前記バリアメタル層は、前記ＣｕＮｉＳｎ系合金層に接するように、１５～６０ａｔ％の
Ｃｕ及び４０～８５ａｔ％のＮｉを含むＣｕＮｉ系合金層を有することを特徴とする半導
体パッケージ。
【請求項６】
 前記ＣｕＮｉ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比が、０．６７～５．７であることを特徴と
する請求項５に記載の半導体パーケージ。
【請求項７】
 基板及び半導体素子の少なくとも一方からなる複数の電子部材と、
各電子部材上に設けられた電極パッドと、
前記電極パッドを覆うように設けられたバリアメタル層と、
前記バリアメタル層を覆うように設けられた、平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２．３以下のＣｕＮｉ
Ｓｎ系合金層と、
前記バリアメタル層とＣｕＮｉＳｎ系合金層間に設けられたＰを含むＰリッチＮｉＣｕＳ
ｎＰ層又はＰを含むＰリッチＮｉＳｎＰ層と、
前記バリアメタル層、ＣｕＮｉＳｎ系合金層、並びに、Ｐを含むＰリッチＮｉＣｕＳｎＰ
層又はＰを含むＰリッチＮｉＳｎＰ層を介して、互いに異なる電子部材上に設けられた電
極パッド間を電気的に接続するように設けられたハンダバンプと
を有し、
前記バリアメタル層は、前記Ｐを含むＰリッチＮｉＣｕＳｎＰ層又はＰを含むＰリッチＮ
ｉＳｎＰ層に接するように、１５ａｔ％以上のＣｕ、４０ａｔ％以上のＮｉ、及び０ａｔ
％を超え２５ａｔ％以下のＰを含むＣｕＮｉＰ系合金層を有することを特徴とする半導体
パッケージ。
【請求項８】
 前記ＣｕＮｉＰ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比が、０．６０～５．５であることを特徴
とする請求項７に記載の半導体パーケージ。
【請求項９】
 基板及び半導体素子の少なくとも一方からなる複数の電子部材と、
各電極部材上に設けられた電極パッドと、
前記電極パッドを覆うように設けられたバリアメタル層と、
前記バリアメタル層を覆うように設けられた、平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２．３以下のＣｕＮｉ
Ｓｎ系合金層と、
前記バリアメタル層とＣｕＮｉＳｎ系合金層間に設けられたＰを含むＰリッチＮｉＣｕＳ
ｎＰ層又はＰを含むＰリッチＮｉＳｎＰ層と、
前記バリアメタル層、ＣｕＮｉＳｎ系合金層、並びに、Ｐを含むＰリッチＮｉＣｕＳｎＰ
層又はＰを含むＰリッチＮｉＳｎＰ層を介して、互いに異なる電子部材上に設けられた電
極パッド間を電気的に接続するように設けられたハンダバンプと
を有し、
前記バリアメタル層は、前記Ｐを含むＰリッチＮｉＣｕＳｎＰ層又はＰを含むＰリッチＮ
ｉＳｎＰ層に接するように、４４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ及び８～
１６ａｔ％のＰを含み、かつＮｉ含有量がＰ含有量の２．５倍以上であるＣｕＮｉＰ系合
金層を有することを特徴とする半導体パッケージ。
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【請求項１０】
 前記電極パッドと前記バリアメタル層との間に更に、中間層が形成されていることを特
徴とする請求項５～９の何れか１項に記載の半導体パッケージ。
【請求項１１】
 前記中間層が、Ｎｉ、ＮｉＰ系合金、又はＮｉＢ系合金を含むことを特徴とする請求項
１０に記載の半導体パッケージ。
【請求項１２】
 前記バリアメタル層からハンダバンプまでの間に、Ａｕを含まないことを特徴とする請
求項５～１１の何れか１項に記載の半導体パッケージ。
【請求項１３】
 請求項５～１２の何れか１項に記載の半導体パッケージを有することを特徴とする電子
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電極パッド上にバリアメタル層を有する電子部品、半導体パッケージ及び電
子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の電子機器の高性能化に伴い半導体パッケージの高密度実装への要求が高まってい
る。このような高密度半導体パッケージを実現する方法としては、ＬＳＩチップの表面に
ある電極パッド上にハンダバンプを形成し、ビルドアップ基板やフレキシブル基板などの
インターポーザー基板やマザーボード、あるいは別のＬＳＩチップに対してフリップチッ
プ接続する方法が挙げられる。　
　通常、ＳｎＰｂ、ＳｎＡｇ、ＳｎＣｕ，ＳｎＡｇＣｕ、ＳｎＺｎ、ＳｎＺｎＢｉ，Ｓｎ
Ｉｎなどのハンダバンプを用いてフリップチップ接続をする場合、リフローによる接合時
、リペア工程時、製品の高温使用時などに、ハンダバンプの主成分であるＳｎがＬＳＩチ
ップのＡｌやＣｕの電極パッドや配線に拡散して電気不良が発生する場合がある。
【０００３】
　そこで、これを防止する目的で、電極パッドとハンダバンプ間にハンダ拡散防止効果の
高いＵＢＭ（Ｕｎｄｅｒ　Ｂｕｍｐ　Ｍｅｔａｌ）（バリアメタル層）が用いられる。バ
リア機能があるＵＢＭとしては通常、電解めっきにより形成されたＮｉや無電解めっきに
より形成されたＮｉＰが用いられることが多い。この理由は、ＮｉがＳｎに対して拡散し
にくく、高温保管後もバリア性を維持できるからである。
【０００４】
　しかしながら、Ｎｉはハンダの濡れ性（密着性）が良くないことから、通常、これらの
ＮｉやＮｉＰの表面にはハンダの濡れ性を確保するために電解めっきや置換めっき処理に
よりハンダに対して濡れ性が良いＡｕが形成されている。
【０００５】
　また、近年、半導体パッケージを高密度にプリント配線基板などに実装するため、ＣＳ
Ｐ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ／Ｓｃａｌｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）やＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ
　Ａｒｒａｙ）の使用が増えており、これらの半導体パッケージでは二次接続部分にハン
ダバンプが用いられている。これらの場合、通常、インターポーザー基板やプリント配線
基板はＣｕ配線とＣｕ電極が用いられている。このため、ハンダ中の成分がリフローなど
の熱によってＣｕ配線に拡散して電気的な不具合が発生するのを防止する目的で、Ｃｕ電
極パッドとハンダバンプ間に、電解めっきにより表面にＡｕ膜を形成したＮｉ膜や、無電
解めっき法により表面にＡｕ膜を形成したＮｉＰ膜のＵＢＭが施されることが多い。
【０００６】
　従来技術の接続構造では、電極パッドとハンダバンプ間に中間金属層として厚さ１μｍ
程度の銅を用いた場合はリフロー時などにほとんどの銅がハンダバンプ中に拡散して中間
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金属層とハンダパンプ間の密着性が低下して信頼性を損なうという問題が発生していた。
また、中間金属層にスパッタリングなどで磁性材料であるニッケルを形成する場合は作業
効率が低下するという問題が発生していた。そこで、従来からＵＢＭに特別な合金を用い
ることで、これらの問題を解決する試みが行われている。
【０００７】
　例えば、このようなＵＢＭとしては、ＮｉやＮｉＰ、膜厚の厚いＣｕが用いられるほか
、特開平０６－０８４９１９号公報に記載のように、ＣｕＮｉを用いる場合がある。図１
４に、ＣｕＮｉ系合金をバリアメタル層（ＵＢＭ）に用い、このバリアメタル層により電
極パッドとハンダバンプ間を接続した構造の断面図を示す。図１４のような接続構造では
、バリアメタル層（ＵＢＭ）１０５としてＣｕＮｉ系合金を用いている。これにより、中
間金属層１０４とハンダバンプ１０６との間の密着性の低下を防止できるだけでなく、通
常の真空蒸着成膜法に比べて膜の均一性・膜強度、及び成膜効率・信頼性を高くでき、低
コスト化を実現している。
【０００８】
　また、特開２００２－２０３９２５号公報では、ＵＢＭとしてＮｉＰ膜上にＡｕ膜を設
けた接続構造、又はＮｉＣｕＰ膜上にＡｕ膜を設けた接続構造が提案されている。図１５
に、ＵＢＭとしてＮｉＰまたはＮｉＣｕＰ系合金を用い、電極パッドとハンダバンプ間を
接続した構造の断面図を示す。この接続構造では、金属配線１０８上にＮｉＰ層（または
ＮｉＣｕＰ層）１０９を形成し、さらに高Ｐ－Ｎｉ層（またはＮｉＣｕ層）１１０と、Ｎ
ｉＳｎ系合金層（またはＮｉＣｕＳｎ系合金層）１１１を形成してハンダバンプ１１２と
接続している。このようなカーケンダルボイドの発生を抑えた構造にすることで密着強度
を高めることができる。
【発明の開示】
【０００９】
　（従来技術の問題点）
　（ａ）従来のＬＳＩチップや、プリント基板、フレキシブル基板などの配線基板では、
ＡｌやＣｕの電極パッド上に、電解Ｎｉ膜上にＡｕ膜を設けたＵＢＭや、無電解ＮｉＰ膜
上にＡｕ膜を設けたＵＢＭを形成していた。そして、このＵＢＭによりＳｎＡｇ、ＳｎＡ
ｇＣｕ、ＳｎＣｕ、ＳｎＰｂなどのハンダバンプと接続していた。しかしながら、このよ
うなＵＢＭを用いた場合、ハンダバンプとバリアメタル層（ＵＢＭ）との界面に針状のＮ
ｉ３Ｓｎ４や（Ｎｉ、Ｃｕ）３Ｓｎ４などのＮｉリッチな合金が形成されやすくなってい
た。このようなＮｉリッチな合金が形成された接続構造では接合界面に対して応力や衝撃
が加わった場合、このＮｉリッチな合金層で破断して接合強度が低下する現象がしばしば
発生していた。特に、もともとハンダ中に全くＣｕを含まない場合や、ハンダ中のＣｕ量
が少ない場合などでは、この合金層で破壊し接合強度が低くなる傾向が大きくなっていた
。
【００１０】
　また、これ以外に、ハンダ中のＣｕの含有量がある程度多く（約０．５～１％程度）、
ＵＢＭとハンダの界面の合金層にＣｕ６Ｓｎ５、（Ｃｕ、Ｎｉ）６Ｓｎ５、Ｃｕ３Ｓｎ、
（Ｃｕ、Ｎｉ）３ＳｎなどのＣｕリッチな合金層が形成された電子部品が考えられる。し
かし、このような場合であっても、長期間にわたり電子部品を高温環境下で使用すること
によりハンダバンプ中のＣｕが枯渇することとなっていた。この結果、ＵＢＭとハンダバ
ンプ界面のＣｕ含有量が低下し、次第にＮｉリッチな（Ｎｉ、Ｃｕ）３Ｓｎ４やＮｉ３Ｓ
ｎ４金属間化合物が形成され、この部分で破壊が生じ接合強度が低下する現象が発生する
こととなっていた。つまり、この接合強度の低下現象は、ＵＢＭが所定の組成を有するこ
とにより、接続界面にＣｕリッチな合金がほとんどなくなりＮｉリッチな合金となった場
合に起こっていた。
【００１１】
　そこで、このような問題を防ぐためには、ＵＢＭ中のハンダバンプとの界面を、針状の
Ｎｉリッチな合金のみにより覆われることを抑制する構造とする必要があった。なお、本
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発明で意味するＮｉリッチな合金とはＵＢＭとハンダとの界面に形成されたＣｕ、Ｎｉを
含有する合金において、Ｃｕの含有量よりもＮｉの含有量が多い状態、すなわちＮｉ／Ｃ
ｕ＞１（原子数基準）のことを意味している。逆にＮｉ／Ｃｕ≦１（原子数基準）の合金
をＣｕリッチ合金と定義している。
【００１２】
　（ｂ）また、狭い面積に多数の電極パッドを有する高密度なＬＳＩチップや配線基板に
対しては、ＵＢＭ材料として電気めっきリード線やシード層がなくても低コストでＵＢＭ
が形成可能なＡｕ膜を設けた無電解ＮｉＰ膜が用いられることが多い。しかし、この無電
解めっき法により形成したＡｕ膜を設けたＮｉＰ膜では、ハンダバンプと接合した場合に
ＵＢＭ中のＮｉがハンダバンプ中へ拡散することにより、ハンダバンプとＵＢＭとの界面
にＰリッチＣｕＮｉＰ層やＰリッチＮｉＰ層（Ｎｉ３Ｐを主成分とする層）などのＰリッ
チ層が形成される場合があった。これらの層の中でも特に硬くて脆いＰリッチＮｉＰ層で
はクラックが生じることがあり、熱応力や落下などの衝撃が加わった場合に、このＰリッ
チ層で破壊が生じやすいことが問題であった。従って、接合強度を低下させないためには
、ＵＢＭ中のハンダバンプとの界面を、ＰリッチなＮｉＰ層等の発生を抑制する構造とす
る必要があった。
【００１３】
　（ｃ）さらに、ＬＳＩの電極パッドがＡｌの場合では、ハンダバンプがＡｌに対して十
分な接合強度が得られないので中間層としてＵＢＭが用いられている。このとき、使用す
るバリアメタル層（ＵＢＭ）がＣｕなどのバリア性の弱い材料の場合、高温状態で使用さ
れることによりＵＢＭが完全に溶解して、バリア性が失われてしまい、Ａｌとハンダバン
プとが直接、接触してＡｌとハンダバンプとの界面の強度が著しく低下するという問題が
発生していた。
【００１４】
　また、プリント基板やフレキシブル基板などではＵＢＭを用いずにＣｕ電極に直接、ハ
ンダバンプを接続することもあるが、ＣｕはＳｎに対して非常に拡散しやすいという特性
を有する。このため、両面実装や長期間の高温環境下での使用、リペア工程などにより、
電極中のＣｕがハンダバンプ側に拡散してしまい、Ｃｕ配線の内部にまで侵入したＳｎ合
金の部分で断線が生じることがあった。そこで、これを未然に防ぎ、優れた長期接合信頼
性を得るには、やはりＣｕ電極とハンダバンプとの間に接合強度とバリア性に優れたＵＢ
Ｍを用いなければならなかった。
【００１５】
　また、近年、ＬＳＩでは配線や電極パッド材料としてＡｌの代わりにＣｕが一部用いら
れているが、このＬＳＩ上のＣｕの膜厚は一般的に１μｍ程度と非常に薄かった。このた
め、リフローなどによりハンダバンプと接続すると、電極中のＣｕが全てハンダ側に拡散
してしまうという問題が発生していた。そこで、この問題を回避するためにＣｕ電極上に
バリア性と接合性に優れたＵＢＭを設ける必要があった。以上のようにＵＢＭには長期間
高温状態で保管された場合でも、そのバリア性が失われないことも必要不可欠条件といえ
る。
【００１６】
　（ｄ）また、従来のＡｕ膜を設けたＮｉ膜やＡｕ膜を設けたＮｉＰ系合金のＵＢＭを用
いた場合、ＵＢＭのハンダ濡れ性を改善するために用いているＡｕが、ハンダバンプと接
続した界面に脆いＳｎＡｕ合金として存在する場合があった。この理由は、ＡｕがＳｎと
脆弱な金属間化合物を形成することにより、応力や衝撃が加わった場合に、このＡｕＳｎ
合金を起点にして破断が生じるためである。このような問題を防ぐためには、ＵＢＭの表
面にＡｕめっきを施さないほうが望ましいが、従来のＵＢＭ材料はＮｉに対してハンダ濡
れ性が悪いため、現実的にはＡｕめっきを用いざるをえなかった。そこで、実用上は、Ａ
ｕめっきを用いたことによるＡｕＳｎ合金の発生を抑制するため、Ａｕの膜厚を薄くして
いるが、それでも完全に脆弱なＡｕＳｎ合金の発生を抑制できていなかった。
【００１７】
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　一方、特開平０６－０８４９１９号公報、特開２００２－２０３９２５号公報には、Ｃ
ｕＮｉ系合金やＣｕＮｉＰ系合金を用いたＵＢＭが報告されている。しかしながら、上記
（ａ）～（ｄ）の問題点に関して、ＵＢＭの組成が最適でないと初期の接合強度は良くて
も、前述のように高温環境下にさらされた後に、ＵＢＭのハンダバンプとの界面の組成が
変化して接合強度が大きく低下してしまう場合があった。言い換えるとＵＢＭにＣｕＮｉ
系合金やＣｕＮｉＰ系合金を用いても、全ての組成範囲で長期的なハンダ接合強度が得ら
れるわけではなかった。
【００１８】
　一般的にＬＳＩに用いられるＵＢＭでは通常、（１）ハンダバンプ形成時、（２）イン
ターポーザー基板への接続時、（３）半導体パッケージのマザーボードへの接続時、とい
う３回のリフロー工程のほか両面実装、リペア工程などを考慮すると５回以上のリフロー
工程にさらされる。そして、ＬＳＩが発熱した状態で長期間、使われＵＢＭとハンダバン
プとの接合部に熱が加わると、ＵＢＭのハンダバンプとの界面組成の変化が促進され、ま
すます接合強度が低下することとなっていた。このため、高温保持後にも接合強度が低下
しないＵＢＭが求められていた。
【００１９】
　また、上記のように本発明者の調査により高温保持後に接合強度が低下する原因として
は、下記のものが挙げられ、これらの問題を解決できるＵＢＭが必要とされていた。
（ａ）Ｎｉリッチな（Ｎｉ、Ｃｕ）３Ｓｎ４合金の形成と成長、
（ｂ）Ｐリッチ層の発生と成長、
（ｃ）ＵＢＭの完全溶解によるハンダバンプと電極パッドの接触、
（ｄ）ＡｕＳｎ合金の形成による接合強度低下。
【００２０】
　本発明者は鋭意検討した結果、多数回のリフロー工程や高温環境下での長期使用後でも
、接合強度が低下しない最適なＵＢＭ組成を見出した。すなわち、上記課題を解決するた
め、本発明は以下の構成を有する。
【００２１】
　１．基板上又は半導体素子上に設けられた電極パッドと、前記電極パッドを覆うように
設けられたバリアメタル層とを有し、前記バリアメタル層は、電極パッド側と反対側に１
５～６０ａｔ％のＣｕ及び４０～８５ａｔ％のＮｉを含むＣｕＮｉ系合金層を有すること
を特徴とする電子部品。
【００２２】
　２．基板上又は半導体素子上に設けられた電極パッドと、前記電極パッドを覆うように
設けられたバリアメタル層とを有し、前記バリアメタル層は、電極パッド側と反対側に１
５ａｔ％以上のＣｕ、４０ａｔ％以上のＮｉ、及び０ａｔ％を超え、２５ａｔ％以下のＰ
を含むＣｕＮｉＰ系合金層を有することを特徴とする電子部品。
【００２３】
　３．基板上又は半導体素子上に設けられた電極パッドと、前記電極パッドを覆うように
設けられたバリアメタル層とを有し、前記バリアメタル層は、電極パッド側と反対側に４
４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮ
ｉ含有量がＰ含有量の２．５倍以上であるＣｕＮｉＰ系合金層を有することを特徴とする
電子部品。
【００２４】
　４．基板及び半導体素子の少なくとも一方からなる複数の電子部材と、
　各電子部材上に設けられた電極パッドと、
　前記電極パッドを覆うように設けられたバリアメタル層と、
　前記バリアメタル層を覆うように設けられた、平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２．３以下のＣｕＮ
ｉＳｎ系合金層と、
　前記バリアメタル層及びＣｕＮｉＳｎ系合金層を介して、互いに異なる電子部材上に設
けられた電極パッド間を電気的に接続するように設けられたハンダバンプとを有し、
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　前記バリアメタル層は、前記ＣｕＮｉＳｎ系合金層に接するように、１５～６０ａｔ％
のＣｕ及び４０～８５ａｔ％のＮｉを含むＣｕＮｉ系合金層を有することを特徴とする半
導体パッケージ。
【００２５】
　５．基板及び半導体素子の少なくとも一方からなる複数の電子部材と、
　各電子部材上に設けられた電極パッドと、
　前記電極パッドを覆うように設けられたバリアメタル層と、
　前記バリアメタル層を覆うように設けられた、平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２．３以下のＣｕＮ
ｉＳｎ系合金層と、
　前記バリアメタル層とＣｕＮｉＳｎ系合金層間に設けられたＰを含むＰリッチ層と、
　前記バリアメタル層、ＣｕＮｉＳｎ系合金層及びＰリッチ層を介して、互いに異なる電
子部材上に設けられた電極パッド間を電気的に接続するように設けられたハンダバンプと
を有し、
　前記バリアメタル層は、前記Ｐリッチ層に接するように、１５ａｔ％以上のＣｕ、４０
ａｔ％以上のＮｉ、及び０ａｔ％を超え２５ａｔ％以下のＰを含むＣｕＮｉＰ系合金層を
有することを特徴とする半導体パッケージ。
【００２６】
　６．基板及び半導体素子の少なくとも一方からなる複数の電子部材と、
　各電子部材上に設けられた電極パッドと、
　前記電極パッドを覆うように設けられたバリアメタル層と、
　前記バリアメタル層を覆うように設けられた、平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２．３以下のＣｕＮ
ｉＳｎ系合金層と、
　前記バリアメタル層とＣｕＮｉＳｎ系合金層間に設けられたＰを含むＰリッチ層と、
　前記バリアメタル層、ＣｕＮｉＳｎ系合金層及びＰリッチ層を介して、互いに異なる電
子部材上に設けられた電極パッド間を電気的に接続するように設けられたハンダバンプと
を有し、
　前記バリアメタル層は、前記Ｐリッチ層に接するように、４４～６０ａｔ％のＣｕ、２
９～４０ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮｉ含有量がＰ含有量の２．
５倍以上であるＣｕＮｉＰ系合金層を有することを特徴とする半導体パッケージ。
なお、本明細書において、「ａｔ％」とは原子数の割合を表し、「原子％」と記載するこ
ともできる。
また、上記「５」及び「６」に記載の「Ｐを含むＰリッチ層」には、第１Ｐリッチ層及び
第２Ｐリッチ層が含まれる。
【００２７】
　すなわち、本発明の電子部品及び半導体パッケージ等では具体的にＵＢＭとして、（１
）Ｃｕを１５～６０ａｔ％、Ｎｉを４０～８５ａｔ％含むＣｕＮｉ系合金層、（２）Ｃｕ
を１５ａｔ％以上、Ｎｉを４０ａｔ以上、Ｐを０ａｔ％を超え、２５ａｔ％以下の範囲で
含むＣｕＮｉＰ系合金層、又は（３）４４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ
及び８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮｉ含有量がＰ含有量の２．５倍以上であるＣｕＮ
ｉＰ系合金層を用いて、電極パッドとハンダバンプを接続させる。
【００２８】
　なお、「ＣｕＮｉＳｎ系合金層」とは、ＵＢＭ上にハンダバンプ材料を堆積させた後、
熱処理を行なうことによりＵＢＭとハンダバンプ間に自動的に形成される層のことである
。また、本発明のＵＢＭ、ＣｕＮｉＳｎ系合金層、Ｐリッチ層、ハンダバンプは、ＳＥＭ
（走査型電子顕微鏡）や、ＳＥＭとＥＤＸ（エネルギー分散型Ｘ線分析）を併用すること
により、明確に判別することができる。
【００２９】
　上記（１）～（３）のようなＵＢＭ組成とすることにより、従来、Ｎｉ、ＮｉＰ、Ｃｕ
を含有するＵＢＭで問題となってきた、以下の４つの問題を解決した長期接合信頼性に優
れた接合部分を提供できる。
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（ａ）Ｎｉリッチ金属間化合物の成長による接合強度低下
（ｂ）ＰリッチＮｉＰ層やＣｕＮｉＰ層の形成による接合強度低下
（ｃ）バリア性の喪失による接合強度低下
（ｄ）ＡｕＳｎ合金の形成による接合強度低下。
【００３０】
　本発明による（１）ＣｕＮｉ系合金のＵＢＭでは、Ｓｎを含むハンダバンプと接合させ
た場合、ＵＢＭ中のＣｕがＮｉよりも優先的にハンダバンプ中へ拡散する。これにより、
ＵＢＭとハンダバンプの界面中のＣｕ濃度が高まり、結果的に接合強度低下の原因となる
、（ａ）針状のＮｉリッチ金属間化合物の成長を抑制できる。この効果はＵＢＭ中のＣｕ
含有量が１５～６０ａｔ％の時に顕著であり、Ｃｕが１５～６０ａｔ％のＵＢＭを使用し
た場合は界面を構成する合金中のＣｕの濃度が十分、高くなりＮｉリッチ合金の形成を抑
制できる。
【００３１】
　更に、（２）ＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭではＣｕ含有量が１５ｔａｔ％以上、（３）Ｃ
ｕＮｉＰ系合金のＵＢＭではＣｕ含有量が４４～６０ａｔ％と、Ｃｕ含有量が高いレベル
となっている。このため、これらのＵＢＭでも、ＵＢＭ中のＣｕがＮｉよりも優先的にハ
ンダバンプ中へ拡散して、接合強度低下の原因となる、（ａ）針状のＮｉリッチ金属間化
合物の成長を抑制できる。
【００３２】
　本発明の、（２）ＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭを用いた場合、ＵＢＭ中にＣｕが１５ａｔ
％以上含まれている。また、（３）ＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭでは、Ｃｕ含有量が４４～
６０ａｔ％となっている。このため、Ｃｕを含まないＮｉＰ系合金を用いた場合と比べて
、これらのＵＢＭでは、ＵＢＭとハンダバンプとの相互拡散が起きやすくなっている。こ
のため、このＵＢＭをＳｎを含むハンダバンプと接合させた場合、界面に形成される、（
ｂ）ＰリッチなＮｉＳｎＰ層またはＮｉＣｕＳｎＰ層の厚さが厚くなるものの、Ｐリッチ
なＮｉＰ層又はＣｕＮｉＰ層の形成を大幅に抑制できる。
【００３３】
　また、本発明の（１）ＣｕＮｉ系合金層又は（２）ＣｕＮｉＰ系合金層中にＮｉを４０
ａｔ％以上含有させることにより、低Ｎｉ含有量のＣｕＮｉ系合金などのＵＢＭで問題と
なっていた、（ｃ）バリア性を大きく改善させることができる。Ｎｉ含有量が４０ａｔ％
未満になると、ＵＢＭ中の組成によっては高温保持後に電極パッドとハンダバンプが直接
、接触して接合強度が著しく低下してしまう場合がある。しかし、Ｎｉ含有量が４０ａｔ
％以上であればＵＢＭの膜厚が５μｍという実用的な膜厚でリフローや高温使用環境下で
もバリア性が失われることなく接合強度も低下しない。
【００３４】
　また、本発明の（３）ＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭを用いた場合、ハンダバンプとＵＢＭ
の界面に形成されるＰリッチ層によりハンダバンプとＵＢＭの間の相互拡散が抑制される
。このため、（ｃ）ＵＢＭのバリア性が向上し、Ｎｉ含有量が４０ａｔ％以下で５μｍ以
下の膜厚とした場合であってもリフローや高温使用環境下で接続信頼性を確保できる。
【００３５】
　さらに、従来のＮｉやＮｉＰ系合金のＵＢＭでは、表面にＡｕめっきを施さないとハン
ダ濡れ性が悪かった。しかし、本発明による、（１）ＣｕＮｉ系合金層、又は（２）、（
３）ＣｕＮｉＰ系合金層では、ハンダ濡れ性に優れたＣｕが含まれるため、ハンダ濡れ性
がＮｉやＮｉＰ系合金に比べて優れている。このため、Ａｕめっき処理を施さなくても、
ハンダバンプと電極パッド間を容易に接合することができる。このＣｕによるハンダ濡れ
性改善効果は、Ｃｕが６０ａｔ％までは良好に維持される。Ａｕ処理を施さない結果、本
発明による構造ではハンダバンプと接合したときに脆弱なＡｕＳｎ層が一切、形成されな
くなるので、（ｄ）ＡｕＳｎ層を起点とした接合不良が生じる危険性が完全になくなり、
良好な接合信頼性を得ることができる。
【００３６】



(9) JP 5099644 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

　本発明では、電極パッド上に、（１）Ｃｕ１５～６０ａｔ％、Ｎｉ４０～８５ａｔ％を
含むＣｕＮｉ系合金のＵＢＭ、（２）Ｃｕを１５ａｔ％以上、Ｎｉを４０ａｔ以上、Ｐを
０ａｔ％を超え、２５ａｔ％以下の範囲で含むＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭ、又は（３）４
４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮ
ｉ含有量（原子数基準）がＰ含有量（原子数基準）の２．５倍以上であるＣｕＮｉＰ系合
金のＵＢＭを形成する。
【００３７】
　これによって、ＵＢＭとＳｎを含むハンダバンプとを接合させた場合、その接合界面に
おいて、高いバリア性を維持したままＮｉリッチ合金の形成やＰリッチＮｉＰ、ＣｕＮｉ
Ｐ層の発生を抑制できる。また、ＡｕＳｎ合金の形成によるハンダバンプと電極パッド間
の接合強度の低下を防止できる。この結果、長期高温使用後でもハンダ接合強度がほとん
ど低下せず、信頼性の高い電子部品を提供できる。
【００３８】
　本発明では、１以上の基板上又は半導体素子上（電子部材上）に電極パッドを電気的に
接続する。各電極パッド上に、（１）Ｃｕ１５～６０ａｔ％、Ｎｉ４０～８５ａｔ％を含
むＣｕＮｉ系合金層、（２）Ｃｕを１５ａｔ％以上、Ｎｉを４０ａｔ以上、Ｐを０ａｔ％
を超え、２５ａｔ％以下の範囲で含むＣｕＮｉＰ系合金層、又は（３）４４～６０ａｔ％
のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮｉ含有量がＰ含
有量の２．５倍以上であるＣｕＮｉＰ系合金層、のＵＢＭを形成する。
【００３９】
　そして、互いに異なる電子部材上に設けられた２つ以上のＵＢＭを電気的に接続するよ
うに、Ｓｎを含むハンダバンプを形成することにより、ＵＢＭとハンダバンプ間にＮｉ／
Ｃｕの平均比率が２．３以下のＣｕＮｉＳｎ系合金層が形成される。この結果、高いバリ
ア性を維持したままＮｉリッチなＣｕＮｉＳｎ系合金やＰリッチＮｉＰ、ＣｕＮｉＰ層の
発生を抑制できる。また、Ａｕめっき処理を施さなくても比較的、優れたハンダ濡れ性を
実現でき、脆弱なＡｕＳｎ合金層の発生を抑制して高い接合強度が得られる。この結果、
長期高温使用後でもハンダ接合強度がほとんど低下せず信頼性の高い半導体パッケージを
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の電子部品の一例の断面図である。
【図２】ＵＢＭ上にハンダバンプを形成した、本発明の電子部品の一例の断面図である。
【図３】ＣｕＮｉ系合金のＵＢＭ上にハンダバンプを形成した、本発明の電子部品の一例
の断面拡大図である。
【図４】ＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭにハンダバンプを形成した、本発明の電子部品の一例
の断面拡大図である。
【図５】ＵＢＭ中のＣｕ含有率と、ＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比率との関
係を示す図である。
【図６】従来のＮｉＰ系合金のＵＢＭと、ＳｎＡｇＣｕのハンダバンプを接合させた接続
部の断面図である。
【図７】本発明のＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭと、ＳｎＡｇＣｕのハンダバンプを接合させ
た接続部の一例の断面図である。
【図８】ＵＢＭ中のＮｉ含有率と、ＵＢＭ溶解膜厚との関係を示す図である。
【図９】本発明のＵＢＭの最適な組成範囲を示す相図である。
【図１０】ＵＢＭと電極パッドの間に中間層を設けた、本発明の電子部品の一例の断面図
である。
【図１１】ＣｕＮｉ系合金のＵＢＭと電極パッドの間に中間層を設けた、本発明の電子部
品の一例の断面図である。
【図１２】ＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭと電極パッドの間に中間層を設けた、本発明の電子
部品の一例の断面図である。
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【図１３】本発明の半導体パッケージの一例を示す図である。
【図１４】従来のＣｕＮｉ系合金のＵＢＭをハンダバンプと接続した接続部の断面を示す
図である。
【図１５】従来のＮｉＰ系合金又はＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭをハンダバンプと接続した
接続部の断面を示す図である。
【図１６】本発明のＵＢＭの最適な組成範囲を示す相図である。
【符号の説明】
【００４１】
１：電子部品
２：電極パッド
３：ＵＢＭ
４：パッシベーション
５：ハンダバンプ
６：ＣｕＮｉＳｎ系合金層
７：第１Ｐリッチ層
８：第２Ｐリッチ層
９：中間層
２１：マザーボード
２２：インターポーザー基板
２３：半導体チップ
２４：一次接続用ハンダバンプ
２５：二次接続用ハンダバンプ
２６：プリント基板の電極パッド
２７：インターポーザー基板の二次接続用電極パッド
２８：インターポーザー基板の一次接続用電極パッド
２９：半導体チップの電極パッド
３０：プリント基板の電極パッド上のＵＢＭ
３１：インターポーザー基板の二次接続用電極パッドのＵＢＭ
３２：インターポーザー基板の一次接続用電極パッドのＵＢＭ
３３：半導体チップの電極パッドのＵＢＭ
３４：アンダーフィル樹脂
３５：モールド樹脂
１０１：半導体チップ
１０２：半導体チップのフェイスダウンボンディング表面の金属電極（アルミ電極）
１０３：ＳｉＮ絶縁膜
１０４：チタン膜（中間金属層の中の一層）
１０５：銅－ニッケル合金膜中間金属層
１０６：ハンダバンプ
１０７：セラッミク（絶縁）基板
１０８：配線（金属パターン）
１０９：ＮｉＰ（またはＮｉＣｕＰ）層
１１０：高Ｐ－ＮｉＰ（またはＮｉＣｕＰ）層
１１１：ＮｉＳｎ（またはＮｉＣｕＳｎ）層
１１２：ハンダバンプ
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態例に基づいて本発明を更に詳しく説明する。
（第１の実施形態）
　図１に示すように本発明による電子部品１の一例では、基板又は半導体素子上に設けら
れたＡｌ、Ｃｕ、Ａｇなどの電極パッド２上にＵＢＭ（バリアメタル層）３が形成されて
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いる。この電極パッドは基板の配線、又は半導体素子と電気的に接続されている。
【００４３】
　このＵＢＭ３は、少なくともその電極パッドと接する側と反対側に、（１）Ｃｕ１５～
６０ａｔ％、Ｎｉ４０～８５ａｔ％を含むＣｕＮｉ系合金層、（２）Ｃｕ１５ａｔ％以上
、Ｎｉ４０ａｔ％以上、Ｐが０ａｔ％を超え、２５ａｔ％以下の範囲内で含むＣｕＮｉＰ
系合金層、又は（３）４４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａ
ｔ％のＰを含み、かつＮｉ含有量（原子数基準）がＰ含有量（原子数基準）の２．５倍以
上であるＣｕＮｉＰ系合金層が形成されている。
【００４４】
　すなわち、（２）のＣｕＮｉＰ系合金層においては、Ｃｕが１５ａｔ％以上、Ｎｉが４
０ａｔ％以上、含まれている必要があり、例えば、Ｐがｘ（ａｔ％）含まれる場合、Ｃｕ
とＮｉの組成は、Ｃｕ１５ａｔ％以上（６０－ｘ）ａｔ％以下、Ｎｉ４０ａｔ％以上（８
５－ｘ）ａｔ％以下（Ｃｕ、Ｎｉ，Ｐを含み、各元素の原子数比率がＣｕ：Ｎｉ：Ｐ＝１
５～６０：４０～８５：０を超え２５以下）となる。
【００４５】
　また、（３）のＣｕＮｉＰ系合金層においては、４４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０
ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮｉ含有量がＰ含有量の２．５倍以上
の領域となる。これらの条件を満たすＵＢＭは、図１６に示すようにＣｕ４４―Ｎｉ４０
―Ｐ１６、Ｃｕ６０―Ｎｉ２９―Ｐ１１、Ｃｕ６０―Ｎｉ３２－Ｐ８、Ｃｕ５２―Ｎｉ４
０―Ｐ８の四角形で囲まれる組成領域となる。なお、ＵＢＭ作製法である電解めっきや無
電解めっきでＰをＵＢＭに共析させる場合、Ｐ含有量はＮｉ含有量の約４０％程度が共析
限界であるのでＮｉ含有量はＰ含有量の約２．５倍以上となる。
【００４６】
　ＵＢＭは、その一部にＣｕＮｉ系合金層、又はＣｕＮｉＰ系合金層を有していても、そ
の全部がＣｕＮｉ系合金層、又はＣｕＮｉＰ系合金層から構成されていても良いが、少な
くともその電極パッドと接する側と反対側には、ＣｕＮｉ系合金層、又はＣｕＮｉＰ系合
金層を有する必要がある。また、（１）ＣｕＮｉ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比は０．６
７～５．７であることが好ましく、上記（２）ＣｕＮｉＰ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比
は０．６０～５．５が好ましく、上記（３）ＣｕＮｉＰ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比は
０．４８～０．９１が好ましい。なお、この（１）ＣｕＮｉ系合金層又は（２）、（３）
ＣｕＮｉＰ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比はリフロー工程などの熱処理を行なっても、ほ
とんど変化せず、この比率は後述する図５の測定方法と同じ方法によって測定することが
できる。
【００４７】
　なお、ＵＢＭ３に用いられるＣｕＮｉ系合金やＣｕＮｉＰ系合金は、それぞれ２元、ま
たは３元系合金に限られるわけではない。ＣｕＮｉ系合金やＣｕＮｉＰ系合金は、ハンダ
濡れ性を改善するためにＡｇ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｐｂなどを少量添加したり、バリア性を改善
するためにＣｏ、Ｆｅ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒを少量添加した３元系、４元系以上
の材料とすることも可能である。ただし、本発明のＵＢＭ３はその組成が（１）Ｃｕ１５
～６０ａｔ％、Ｎｉ４０～８５ａｔ％、（２）Ｃｕ１５ａｔ％以上、Ｎｉ４０ａｔ％以上
、Ｐが０ａｔ％を超え、２５ａｔ％以下、又は（３）４４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４
０ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮｉ含有量がＰ含有量の２．５倍以
上、の何れかの範囲に入っている必要がある。
【００４８】
　図１に示したＵＢＭ３上には、図２に示すようにＣｕＮｉＳｎ系合金層６を介して、Ｓ
ｎＰｂ、ＳｎＡｇ、ＳｎＣｕ、ＳｎＡｇＣｕ、ＳｎＩｎ、ＳｎＺｎ、ＳｎＺｎＢｉなどの
Ｓｎを主成分とするハンダバンプ５が、実装されている。この接合界面に存在するＣｕＮ
ｉＳｎ系合金層６における平均Ｎｉ／Ｃｕ比率は２．３以下となっている。なお、ＣｕＮ
ｉＳｎ系合金層は、ＵＢＭ上にハンダバンプ材料を積層した後、ハンダバンプを形成する
際にＵＢＭとハンダバンプ間に形成されるものである。従って、この平均Ｎｉ／Ｃｕ比と
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は、ＵＢＭ上にハンダバンプを形成し、ＣｕＮｉＳｎ系合金層が形成された後のＣｕＮｉ
Ｓｎ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比を表している。
【００４９】
　このＣｕＮｉＳｎ系合金層は、Ｃｕリッチな（Ｃｕ、Ｎｉ）６Ｓｎ５やＣｕリッチな（
Ｃｕ、Ｎｉ）３Ｓｎを含む合金により構成されている。この層には、一部にＮｉリッチな
（Ｎｉ、Ｃｕ）３Ｓｎ４やＮｉリッチな（Ｎｉ，Ｃｕ）３Ｓｎ４が含まれている場合もあ
るが、これらを含めた場合であってもＣｕＮｉＳｎ系合金層６における平均Ｎｉ／Ｃｕ比
率は２．３以下の組成となっている。
【００５０】
　なお、ここで、上記各合金の具体的な組成は、厳密な金属間化合物の組成比からわずか
な誤差が発生する場合があるものの、ＳＥＭ－ＥＤＸによる組成分析では、以下の通りと
なる。
・Ｃｕリッチな（Ｃｕ、Ｎｉ）６Ｓｎ５：２４～５５ａｔ％のＣｕ、０～２４ａｔ％のＮ
ｉ、４０～５０ａｔ％のＳｎを含むＣｕＮｉＳｎ合金
・Ｃｕリッチな（Ｃｕ、Ｎｉ）３Ｓｎ：３５～７５ａｔ％のＣｕ、０～３５ａｔ％のＮｉ
、２０～３０ａｔ％のＳｎを含むＣｕＮｉＳｎ合金
・Ｎｉリッチな（Ｎｉ，Ｃｕ）３Ｓｎ４：２０～４５ａｔ％のＮｉ、０～２０ａｔ％のＣ
ｕ、５５～６５ａｔ％のＳｎを含むＣｕＮｉＳｎ合金。
【００５１】
　図３は、ＵＢＭ３が（１）ＣｕＮｉ系合金層の場合、図４はＵＢＭ３が（２）、又は（
３）ＣｕＮｉＰ系合金層の場合の、ＵＢＭ、ＣｕＮｉＳｎ系合金層、ハンダバンプの接合
界面付近の断面拡大図を示している。
【００５２】
　図３に示すように、ＵＢＭ３として（１）ＣｕＮｉ系合金層を用いた場合、ＵＢＭ３と
ハンダバンプ５との間にＣｕＮｉＳｎ系合金層６が形成されているが、ＵＢＭ３がＰを含
まないため、これらの層を形成後もＣｕＮｉＳｎ系合金層６の組成は変化しない。
【００５３】
　一方、図４に示すように、ＵＢＭ３に（２）、又は（３）ＣｕＮｉＰ系合金を用いた場
合では、ＣｕＮｉＳｎ系合金層６とＵＢＭ３との間に、主にＮｉＳｎＰ系合金、又はＮｉ
ＣｕＳｎＰ系合金から構成される第１Ｐリッチ層７が形成されている。この第１Ｐリッチ
層７は、ＣｕとＳｎが相互拡散することにより形成されたＰ含有量が周辺に比べて若干、
高い層である。この第１Ｐリッチ層７の組成は流動的であるが、典型的にはＮｉが３０～
５０ａｔ％、Ｓｎが２０～４０ａｔ％、Ｐが１０～３０ａｔ％、Ｃｕ５～１５ａｔ％程度
の組成を有している。
【００５４】
　また、この第１Ｐリッチ層７とＵＢＭ３との間にはＰリッチなＮｉＰ系合金（Ｎｉ３Ｐ
を主成分とする合金）や、ＣｕＮｉＰ系合金等からなる第２Ｐリッチ層８が形成されてい
る。なお、第２Ｐリッチ層中のＣｕＮｉＰ系合金は、４５～８０ａｔ％のＮｉ、０～３０
ａｔ％のＣｕ、１５～３０ａｔ％のＰを含むＣｕＮｉＰ合金である。
【００５５】
　本発明では、この第２Ｐリッチ層８が従来のＮｉＰのＵＢＭを用いた場合と比べて、極
めて薄くなっている点に特徴がある。本発明の（２）、又は（３）ＣｕＮｉＰ系合金を用
いた場合に形成されるＰリッチ層には、この第１Ｐリッチ層７及び第２Ｐリッチ層８が含
まれ、これらのＰリッチ層はＵＢＭやハンダバンプと比べてＰ濃度が若干、高くなってい
る。
以下、本発明の作用効果について説明する。
【００５６】
　（ａ）Ｎｉリッチ金属間化合物の成長の防止
　本発明では、（１）ＣｕＮｉ系合金層中のＣｕ含有量を１５～６０ａｔ％、Ｎｉ含有量
を４０～８５ａｔ％、（２）ＣｕＮｉＰ系合金層中のＣｕ含有量を１５ｔａｔ％以上、Ｎ
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ｉ含有量を４０ａｔ％以上、Ｐ含有量を０ａｔ％を超え、２５ａｔ％以下、又は（３）Ｃ
ｕＮｉＰ系合金層中のＣｕ含有量を４４～６０ａｔ％、Ｎｉ含有量を２９～４０ａｔ％及
びＰ含有量を８～１６ａｔ％とし、かつＮｉ含有量がＰ含有量の２．５倍以上である。こ
れにより、高温環境下の使用後でもＮｉリッチ（Ｎｉ，Ｃｕ）３Ｓｎ４やＮｉ３Ｓｎ４の
合金層の発生を大幅に抑制することができる。
【００５７】
　また、Ｃｕリッチ（Ｃｕ、Ｎｉ）６Ｓｎ５の合金層の形成を促進し、高温使用後のハン
ダバンプとの接合強度を改善できる。これは、ＵＢＭとしてＣｕＮｉ系合金層またはＣｕ
ＮｉＰ系合金層を用いた場合、ＣｕがＮｉよりも優先的にハンダバンプ中へ拡散するため
である。すなわち、ＵＢＭとハンダバンプとの界面に形成されるＣｕＮｉＳｎ系合金層中
のＣｕ濃度が高くなり、高温保持後にも接合強度低下の原因となる針状のＮｉリッチ合金
の形成と成長が抑制されるためである。
【００５８】
　また、このＣｕによるＮｉリッチＣｕＮｉＳｎ系合金形成の抑制効果は、ＣｕＮｉ系合
金層またはＣｕＮｉＰ系合金層中に所定量のＣｕを含有し、Ｎｉ含有量が８５ａｔ％以下
のときに顕著となる。Ｎｉ含有量が、８５ａｔ％を超えるとＵＢＭとハンダバンプとの界
面に形成されるＣｕＮｉＳｎ系合金層中には、繰り返しリフロー後にＮｉリッチＣｕＮｉ
Ｓｎ系合金が形成されやすくなる。なお、「ＮｉリッチなＣｕＮｉＳｎ系合金」とはＣｕ
ＮｉＳｎ系合金中のＮｉ／Ｃｕ比率が１．０を超えることを意味しており、「Ｃｕリッチ
なＣｕＮｉＳｎ系合金」とはＣｕＮｉＳｎ系合金中のＮｉ／Ｃｕ比率が１．０以下のこと
を指している。
【００５９】
　熱履歴による接合強度の低下が顕著になってくるのは、界面に形成されるＣｕＮｉＳｎ
系合金層のほぼ全てがＮｉリッチなＣｕＮｉＳｎ系合金によって構成される場合である。
これは、具体的には、ＣｕＮｉＳｎ系合金層中における平均Ｎｉ／Ｃｕ比率がおおよそ２
．３を超える場合となる。従って、ＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比率は２．
３以下の必要がある。一方、ＮｉリッチなＣｕＮｉＳｎ系合金とＣｕリッチなＣｕＮｉＳ
ｎ系合金が共存する場合（平均Ｎｉ／Ｃｕ比率がおおよそ、０．７＜Ｎｉ／Ｃｕ≦２．３
の範囲）では、ＮｉリッチＣｕＮｉＳｎ系合金層破壊による接合強度の低下現象はほとん
どみられない。さらには、ＣｕＮｉＳｎ系合金層がＣｕリッチなＣｕＮｉＳｎ系合金のみ
によって支配される場合（平均Ｎｉ／Ｃｕ比率がおおよそ０．７以下の範囲）も、接合強
度の低下はほとんど生じない。
【００６０】
　（ＵＢＭ中のＣｕ組成、及びＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比と接合強度と
の関係）
　ここで、図５に一例としてＵＢＭにＣｕＮｉＰ系合金を用い、ハンダバンプとしてＳｎ
ＡｇＣｕを用いたときの、ＵＢＭ中のＣｕ含有量に対するＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均
Ｎｉ／Ｃｕ比率の関係を示す。
なお、図５において、試料の作成及び各特性値の測定は以下のようにして行なった。
【００６１】
　・試料作製方法
　Ｎｉイオン、Ｃｕイオン、次亜リン酸ナトリウムを含むめっき液を用いて無電解めっき
を行ない、この際、めっき液中のＮｉイオン、Ｃｕイオン、次亜リン酸ナトリウムの濃度
を変化させてＣｕ含有量の異なるＣｕＮｉＰ系合金製のＵＢＭを形成した。
【００６２】
　・リフロー条件
　リフロー炉を用い、ＭＡＸ３００℃・窒素雰囲気下で、ＵＢＭ上にフラックスで固定し
たＳｎＡｇＣｕ（＝９６．５：３：０．５）ハンダバンプを溶解させて接合させた。なお
、リフロー８回後の試料を作製する場合は、このリフロー作業を８回繰り返した。
【００６３】
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　・ＵＢＭ中のＣｕ含有量の測定方法
　ハンダバンプとＵＢＭを接合した界面を断面加工により露出させ、ＵＢＭをＳＥＭ－Ｅ
ＤＳにより組成分析し、Ｃｕ含有量を測定した。
【００６４】
　・ＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比の測定
　ハンダバンプとＵＢＭを接合した界面を断面加工により露出させ、ＣｕＮｉＳｎ系合金
層に相当する部分をＳＥＭ－ＥＤＳにより組成分析し、平均Ｎｉ／Ｃｕ比を測定した。平
均Ｎｉ／Ｃｕ値を算出する場合には、厚さ２μｍ×幅５０μｍの領域において、ＳＥＭ－
ＥＤＸによるエリア組成分析を実施し求めた。ただし、ＣｕＮｉＳｎ系合金層が薄い場合
などエリア分析が難しい場合は、点分析によりＣｕＮｉＳｎ系合金層を１０箇所、測定し
て平均値を求めることで、平均Ｎｉ／Ｃｕ値を求めた。
【００６５】
　なお、上記８回のリフローを行った場合、ＣｕＮｉＳｎ層の組成の変化は認められたが
、ＵＢＭ及びハンダバンプの組成は変化しないか、ほとんど変化しなかった。上記のよう
なＵＢＭとハンダバンプを用いた場合には、その界面にＣｕＮｉＳｎ系合金層が形成され
る。ＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比率はＵＢＭ中のＣｕ含有量の減少に伴っ
て増大するが、この平均Ｎｉ／Ｃｕ比率の増大する割合はＵＢＭ中のＣｕ含有量が約１５
ａｔ％を境にして急激に大きくなる。すなわち、ＵＢＭ中のＣｕ含有量が１５ａｔ％以上
の領域では、ＭＡＸ３００℃のリフロー８回という非常に厳しい温度条件下でも平均Ｎｉ
／Ｃｕ比率が小さく、ＵＢＭ中のＣｕ含有量の変化に伴うＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均
Ｎｉ／Ｃｕ比率の変化率（図５中の線の傾き）は小さくなっている。また、ＵＢＭ中のＣ
ｕ含有量が１５ａｔ％以上の領域では、ハンダバンプとの接合界面に接合強度低下の原因
の１つとなるＮｉリッチな合金層がほとんど発生せず、ＣｕリッチなＣｕＮｉＳｎ系合金
を含む合金層が形成されていることが分かる。すなわち、ＵＢＭ中のＣｕ含有量が１５ａ
ｔ％以上の領域では、リフロー１、８回後のＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比
率が共に２．３以下となっていることが分かる。
【００６６】
　更に、接合界面に存在するＣｕＮｉＳｎ系合金層における平均Ｎｉ／Ｃｕ比率が０．７
以下の場合はＣｕリッチなＣｕＮｉＳｎ系合金、０．７を超え２．３以下の場合はＣｕリ
ッチＣｕＮｉＳｎ系合金、ＮｉリッチＣｕＮｉＳｎ系合金が共存、２３を超える場合はほ
ぼＮｉリッチなＣｕＮｉＳｎ系合金により構成されることが確認できた。
【００６７】
　ここで、表１、表２に、それぞれリフロー１回、８回後のＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平
均Ｎｉ／Ｃｕ比率とバンププル強度の関係をそれぞれ示す。なお、バンププル強度は以下
のようにして測定した。
【００６８】
　・バンププル強度の測定方法
　１３０μｍφのＡｌ電極上に形成した５μｍ程度のＵＢＭ上に、１５０μｍφのＳｎＡ
ｇＣｕ（＝９６．５：３：０．５）のハンダバンプを形成した試料について、デイジ社の
コールドプル強度試験装置により、バンププル強度を測定した。
【００６９】
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【表１】

【００７０】
【表２】

　表１の結果から、リフロー１回後では全てのＵＢＭ組成でバンププル強度が１１０ｇ以
上の高い値を示している。しかし、通常の接合部の形成条件は、表１のような穏和な条件
ではなく、リフロー８回後の表２のような条件に相当する。そこで、表２の結果を見ると
、ＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比率が２．３以下の場合はバンププル強度が
１１０ｇ以上の高い値を示しているのに対し、平均Ｎｉ／Ｃｕ比率が２．３を超える値（
３．４、４．３９）の場合にはＮｉリッチなＣｕＮｉＳｎ系合金がＵＢＭとハンダバンプ
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との界面を支配し始め、バンププル強度が大きく低下することが分かる。なお、リフロー
回数の増大とともに、ＣｕＮｉＳｎ系合金中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比率が増加してバンププル
強度は低下する傾向にあるといえる。しかし、Ｃｕ含有量が１５ａｔ％以上の場合は、リ
フロー回数の増大に伴い平均Ｎｉ／Ｃｕ比率が大きくなる割合が小さく、ＣｕＮｉＳｎ系
合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比率が低く抑えられ、高温環境下に長時間さらされた場合でも
バンププル強度の低下量を小さく抑えることができる。
【００７１】
　以上、述べたように、ＣｕＮｉＳｎ系合金層の平均Ｎｉ／Ｃｕ比率が２．３以下の場合
、ＣｕリッチＣｕＮｉＳｎ系合金を含有することができ、バリア性が破壊されない限りＵ
ＢＭとハンダバンプとの接合強度は高い値を維持できる。従って、ＵＢＭとしてのＣｕＮ
ｉ系合金層の最適な組成は、長期的な高温環境での製品使用時でもＣｕＮｉＳｎ系合金層
中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比率を２．３以下に維持できてハンダ接合強度が低下しないＣｕ１５
～６０ａｔ％、Ｎｉ４０～８５ａｔ％である。同様にして、ＵＢＭとしてのＣｕＮｉＰ系
合金の最適な組成は、（２）Ｃｕ１５ａｔ％以上、Ｎｉ４０ａｔ以上、Ｐが０ａｔ％を超
え、２５ａｔ％以下、又は（３）４４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ及び
８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮｉ含有量がＰ含有量の２．５倍以上の範囲である。
【００７２】
　（ｂ）Ｐリッチ層の発生、成長の抑制
　従来の無電解ＮｉＰを用いたＵＢＭでは、ハンダバンプ接合時にＵＢＭ中のＮｉがハン
ダバンプへ拡散することによりＰリッチＮｉＰ層（Ｎｉ３Ｐを主成分とする層）等が形成
され、応力や衝撃が加わった場合にこの部分で破壊が生じて接合強度が低下する問題があ
った。しかし、本発明では、ハンダに対して拡散速度の速いＣｕがＵＢＭ中に高含量で含
有されていることにより、ＵＢＭにもある程度、ハンダバンプ中に含まれるＳｎが拡散し
やすくなっている。このため、Ｓｎを含まないＰリッチＮｉＰ層等の発生を大幅に抑制で
き、接合強度の低下を防止できる。
【００７３】
　図６は、従来のＮｉＰ系合金のＵＢＭを用い、ＣｕＮｉＳｎ系合金層を介してＳｎＡｇ
Ｃｕハンダバンプと接合したときの界面の断面ＳＥＭ像を表す。また、図７は、Ｃｕを１
５ａｔ％以上、Ｎｉを４０ａｔ％以上、Ｐを０ａｔ％を超え、２５ａｔ％以下含む、本発
明のＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭを用い、ＣｕＮｉＳｎ系合金層を介してＳｎＡｇＣｕハン
ダバンプを接合したときの界面の断面ＳＥＭ像を表す。
【００７４】
　図６の場合では、ＵＢＭとハンダバンプとの界面に厚いＰリッチＮｉＰ層（第２Ｐリッ
チ層）が形成されている。一方、ＣｕＮｉＰ系合金を用いた図７のＵＢＭでは、ＮｉＰ系
合金のＵＢＭを用いた場合と比べてＰリッチＮｉＰ層（Ｎｉ３Ｐを主成分とする層：第２
Ｐリッチ層）が非常に薄くなっており、その発生が大幅に抑制されている。ＣｕＮｉＰ系
合金を用いた図７のＵＢＭでは、ＰリッチＮｉＰ層（Ｎｉ３Ｐを主成分とする層）の厚さ
が薄い代わりにＰリッチＮｉＳｎＰ層（ＮｉＣｕＳｎＰ、すなわち、典型的にはＮｉが３
０～５０ａｔ％、Ｓｎが２０～４０ａｔ％、Ｐが１０～３０ａｔ％、Ｃｕ５～１５ａｔ％
程度の組成を有する層Ｐ：第１Ｐリッチ層）が厚く形成されている。また、接合強度評価
の結果、ＣｕＮｉＰ系合金層を用いた接合強度試験においてＰリッチ層に起因する破壊モ
ードは確認されず、全てハンダバンプの破壊モードとなり、さらに接合強度も低下しなか
った。
【００７５】
　なお、本発明ではＵＢＭ中のＰ濃度を高くすることにより、多数回、リフロー後のバリ
ア性を高めることができる。従って、ＵＢＭ中のＰ含有量は用途によって適宜、調整する
ことが望ましい。また、例えば、Ｐが２５ａｔ％程度と多い場合であっても、ＵＢＭ中に
Ｃｕが１５ａｔ％以上、Ｎｉが４０ａｔ％以上、含まれている場合はＰリッチＮｉＰ層等
の発生と、そこでの破壊を大幅に抑制できており、特に問題はなかった。
【００７６】
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　更に、（３）４４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％の
Ｐを含み、かつＮｉ含有量（原子数基準）がＰ含有量（原子数基準）の２．５倍以上であ
るＣｕＮｉＰ系合金層を形成した場合であっても、上記と同様にして、ＰリッチＮｉＰ層
等（第２Ｐリッチ層）の形成を抑制することができる。この結果、電極パッドとハンダバ
ンプ間に高い接合強度を維持できる。
【００７７】
　（ｃ）バリア性の喪失による接合強度低下の防止
　（ＵＢＭ中のＮｉ組成と接合強度との関係）
　本発明では，ＵＢＭ中にＣｕに比べて高いバリア性を有する、（１）Ｎｉを４０～８５
ａｔ％含有させたＣｕＮｉ系合金層、又は（２）Ｎｉを４０ａｔ％以上、含有させたＣｕ
ＮｉＰ系合金層を用いることにより、ハンダに対するバリア性を確保し、高温保持後の接
合強度の低下を防止している。一例として、本発明で形成したＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭ
によるＳｎＡｇＣｕハンダバンプに対するバリア性を図８に示す。図８は、ＵＢＭ中のＮ
ｉ含有率とリフロー後のＵＢＭ溶解膜厚の関係を示している。ここで、溶解膜厚とは、ハ
ンダバンプを形成する前後において、減少したＵＢＭの膜厚のことを表す。また、図８に
おいて、各特性値の測定は以下のようにして行なった。
【００７８】
　・リフロー処理の条件
　リフロー炉を用い、ＭＡＸ３００℃・窒素雰囲気下で、ＵＢＭ上にフラックスで固定し
たＳｎＡｇＣｕ（＝９６．５：３：０．５）ハンダバンプを溶解させて接合させた。リフ
ロー８回後の試料を作製する場合は、このリフロー作業を８回繰り返した。
【００７９】
　・ＵＢＭ中のＮｉ含有率の測定方法
　ハンダバンプとＵＢＭを接合した界面を断面加工により露出させ、ＵＢＭをＳＥＭ－Ｅ
ＤＳにより組成分析し、Ｎｉ含有量を測定した。
【００８０】
　・ＵＢＭの溶解膜厚の測定方法
　同一試料内において、ハンダバンプを形成した電極パッドと、ハンダバンプを形成して
いない電極パッドの両方をＳＥＭで観察し、両者のＵＢＭの膜厚差を実測することでＵＢ
Ｍ溶解膜厚を求めた。溶解膜厚の測定ポイントは１０箇所とし、これらの平均値から溶解
膜厚を求めた。
【００８１】
　図８から分かるように、ＵＢＭ中でのバリア性に優れたＮｉ含有量の増大に伴ってＵＢ
Ｍ溶解膜厚は顕著に減少している。そして、Ｎｉ含有量が４０ａｔ％以上の領域では溶解
膜厚が５μｍ以下となっており、リフロー８回後でも５μｍという現実的な膜厚でもＵＢ
Ｍが溶解せず、通常の電子機器の使用範囲において十分なバリア性を保てることが分かっ
た。
【００８２】
　表３に、ＵＢＭとして各種ＣｕＮｉＰ系合金を用いたときのリフロー８回後の接合強度
を示す。なお、バンププル強度は、表１，２と同じ条件で測定した。表３の結果より、Ｎ
ｉ含有量が４０ａｔ％より少ないＵＢＭではバンププル強度が９２ｇ以下と低い値となっ
ていることが分かる。そして、膜厚が５μｍ程度だとバリア層が破壊され、Ａｌ／ハンダ
バンプ界面剥離により接合強度が急激に低下していることが分かる。一方、Ｎｉ含有量が
４０ａｔ％より多いＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭではバンププル強度が１２０ｇ以上の高い
値となっており、バリア性が保たれるので高温環境での保管後もこのような急激な接合強
度低下は起きないことが分かる。従って、ＣｕＮｉ系合金、ＣｕＮｉＰ系合金を用いたＵ
ＢＭにおいてはＮｉ含有量を４０ａｔ％以上（Ｃｕ含有量が６０ａｔ％以下）とする必要
があることが分かる。
【００８３】
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　なお、ＣｕＮｉＰ系合金層におけるバリア性はＮｉ含有量だけではなくＰ含有量によっ
ても影響をうけ、ＵＢＭ中のＰ含有量が多いほうがバリア性は高い。特に、Ｐ含有量が８
ａｔ％以上であればＣｕ含有量が多少、多く、Ｎｉ含有量が多少、少なくてもバリア性を
維持できるので、Ｐが８ａｔ％以上であることが必要である。
【００８４】
　また、本発明者の更なる調査の結果、Ｐ含有量を８ａｔ％以上とすることで、Ｎｉ含有
量が４０ａｔ％を下回っていてもバリア性を確保でき、長期的な接合信頼性を確保できる
ことが分かった。表４にＰ含有量が８ａｔ％以上、Ｎｉ含有量が４０ａｔ％以下のＣｕＮ
ｉＰ系合金のリフロー８回後のＵＢＭ溶解膜厚と平均Ｎｉ／Ｃｕ比率、接合強度を示す。
なお、バンププル強度は、表１，２と同じ条件で測定した。表３に示したＰ含有量が８ａ
ｔ％未満の試料ではその組成によっては、リフロー８回後の接合強度が確保できないのに
対し、表４に示すようにＰ含有量が８ａｔ％以上でＣｕ含有量が６０ａｔ％以下のＵＢＭ
を用いれば、Ｎｉ含有量が４０ａｔ％以下でもバリア性が保たれ、１２０ｇ以上の高い接
合強度を維持できることが分かる。なお、表４のＮｉ含有量はいずれもＰ含有量の２．５
倍以上となっている。
【００８５】
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【表４】

　（ｄ）ＡｕＳｎ合金の形成による接合強度低下の防止
　本発明の、（１）ＣｕＮｉ系合金や（２）、（３）ＣｕＮｉＰ系合金を用いたＵＢＭで
は、従来のＮｉ、ＮｉＰ系合金などのＵＢＭとは異なり、濡れ性の良いＣｕが１５ａｔ％
以上、含まれている。このため、これらのＵＢＭ上にＣｕＮｉＳｎ系合金層を介してハン
ダバンプが形成されると、従来のＡｕめっき処理を施したＣｕＮｉ膜やＡｕめっき処理を
施したＮｉＰ膜のＵＢＭに近いハンダ濡れ性が得られる。このＣｕによるハンダ濡れ性改
善効果は、Ｃｕが６０ａｔ％以上まで多く増やさなくても得られる。
【００８６】
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　なお、ＣｕＮｉ系合金層やＣｕＮｉＰ系合金層の表面には酸化膜が形成されやすいため
、活性の強いフラックスでこの酸化膜を除去することが望ましい。しかし、通常のフラッ
クスによる除去であってもＣｕＮｉ系合金層やＣｕＮｉＰ系合金層ではハンダ濡れ性の良
いＣｕが添加されているので十分に、ハンダとの接合が可能である。以上のようにＣｕＮ
ｉ系合金層やＣｕＮｉＰ系合金層の表面にＡｕ処理を施さないことにより、高温保管後も
ＡｕＳｎなどの脆弱な合金が接合界面に形成されることがなくなる。このため、本発明者
は、Ｎｉ含有量が比較的、高いＣｕＮｉ系合金やＣｕＮｉＰ系合金をＵＢＭに用いた場合
であっても、高い接合強度が維持できることを見出した。
【００８７】
　以上のことから、本発明では、高温環境下での使用後もＮｉリッチＣｕＮｉＳｎ系合金
の形成、ＰリッチＮｉＰ層の形成及びＣｕＮｉＰ層の形成を抑制し、バリア性確保を実現
し、高い接合強度を維持できる。このための好適な（２）、（３）ＣｕＮｉＰ組成は、図
９に示すように１５ａｔ％≦Ｃｕ＜６０ａｔ％、４０ａｔ％≦Ｎｉ＜８５ａｔ％、０ａｔ
％＜Ｐ≦２５ａｔ％の領域、及び図１６に示すように４４ａｔ％≦Ｃｕ≦６０ａｔ％、２
９ａｔ％≦Ｎｉ≦４０ａｔ％、８ａｔ％≦Ｐ≦１６ａｔ％の領域で表される。
【００８８】
　（第２の実施形態）
　本発明の電子部品としては以上に述べてきたような構造のほかに、図１０に示すように
、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｇなどの電極パッド２とＣｕＮｉ系合金層、ＣｕＮｉＰ系合金層３との
間に、中間層９を挟んだ２層以上の構造であっても構わない。ただし、ＣｕＮｉＳｎ系合
金層と接続する最表面のバリアメタル層の組成がＣｕＮｉ系合金、又はＣｕＮｉＰ系合金
となっていることが必要である。
【００８９】
　また、このような中間層９の材料としては、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃ
ｒ、Ｔｉや、これらの金属を含むＮｉＰ系合金、ＮｉＢ系合金、ＣｏＰ系合金などを挙げ
ることができる。
なお、中間層中の上記各合金は、以下の組成を有する。
・ＮｉＰ系合金：Ｐを２～２５ａｔ％含むＮｉＰ系合金
・ＮｉＢ系合金：Ｂを１～１０ａｔ％含むＮｉＢ系合金
・ＣｏＰ系合金：Ｐを２～２５ａｔ％含むＣｏＰ系合金。
この中間層９を用いる理由の１つとしては、ＣｕＮｉ系合金層、ＣｕＮｉＰ系合金層と電
極パッド２との密着強度を更に改善できることが挙げられる。
【００９０】
　また、極端な使用条件下ではＣｕＮｉ系合金やＣｕＮｉＰ系合金のバリア層が局所的に
破壊される場合がある。この場合、Ａｌ等の電極パッドとハンダバンプとが直接、接する
こととなり、この直接、接した部分の強度はほとんど０となる。この場合に、Ｎｉ、Ｎｉ
Ｂ系合金、ＮｉＰ系合金などの中間層９を用いることにより、非常に強固なバリア層とし
て働き、このような極端な接合強度の低下を、ゆるやかな強度低下にとどめることが可能
となる。
【００９１】
　この中間層を持つ電子部品をハンダバンプに接続したときの断面構造を図１１及び１２
に示す。図１１はＣｕＮｉ系合金のＵＢＭを用いた場合、図１２はＣｕＮｉＰ系合金のＵ
ＢＭを用いた場合を示す。これらは中間層が追加されている以外は、図３及び図４の構造
と同じである。
【００９２】
　（第３の実施形態）
　本発明でここまでに述べてきた電子部品とは、プリント基板、フレキシブル基板、セラ
ミックス基板、ガラスセラミックス基板、半導体基板上に設けられたものや、チップコン
デンサー、チップ抵抗など、電気回路を構成する部品全般のことを指している。
【００９３】
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　また、本発明の半導体パッケージとは、電子部材間をＵＢＭ、ハンダバンプ等を介して
電気的に接続したものである。この電子部材としては、基板（マザーボード基板、インタ
ーポーザー基板、半導体パッケージ、プリント基板、フレキシブル板、セラミックス基板
、ガラスセラミックス基板、半導体基板など）、半導体チップ（半導体素子）が挙げられ
る。また、この電子部材間の接続形態としては、基板と基板、半導体素子と半導体素子、
基板と半導体素子間の接続を挙げることができる。
【００９４】
　図１３は、半導体素子に電気的に接続された電極パッドの表面に本発明のＵＢＭを形成
し、これら２つ以上の半導体素子の電極パッド間をＣｕＮｉＳｎ系合金層を介してハンダ
バンプにより接続したパッケージをプリント基板に搭載した半導体パッケージの断面図を
示している。
【００９５】
　図１３の半導体パッケージでは、マザーボード基板２１、インターポーザー基板２２、
半導体チップ２３の各電極パッド２６、２７、２８、２９と一次接続用ハンダバンプ２４
、二次接続用ハンダバンプ２５との間に、ＣｕＮｉ系合金、又はＣｕＮｉＰ系合金のＵＢ
Ｍ３０、３１、３２、３３を用いたパッケージ構造が考えられる。
【００９６】
　なお、図１３に示した半導体パッケージは一例であって、本発明の半導体パッケージに
は、チップ（半導体素子）とチップの電極をハンダバンプで接続したチップオンチップ、
パッケージとパッケージの電極をハンダバンプで接続したパッケージスタックが含まれる
。また、チップをマザーボードに接続したチップオンボードなどにおいて、本発明のＵＢ
Ｍとハンダバンプとの接続構造を適用したものも含まれる。さらに、本発明のＵＢＭやハ
ンダバンプ接続構造は、携帯電話、コンピューター、デジタルカメラ、メモリーモジュー
ル、ＰＤＡ、などのあらゆる電子機器に適用することが可能である。
【実施例】
【００９７】
　（実施例１）
　本発明の接続構造を利用した半導体パッケージについて以下に実施例を述べる。まず、
表面にＡｌ電極パッドを有する半導体ウエハーに対して、Ｐｄ触媒処理、またはジンケー
ト処理により表面の活性化を行った後、８０℃に保った無電解ＣｕＮｉＰめっき液に２０
分ほど浸漬させ、半導体ウエハー表面にＣｕＮｉＰ系合金層を５μｍ程度、析出させる。
電極パッド材料がＣｕの場合、Ｐｄ触媒を用いて電極パッドを活性化させることができ、
電極パッド上に無電解ＣｕＮｉＰ系合金層を選択的に形成することができる。なお、無電
解ＣｕＮｉＰめっき液にはＣｕイオン、Ｎｉイオン、次亜リン酸ナトリウム、錯化剤、ｐ
Ｈ緩衝剤、安定剤などが適量、含まれている。この無電解ＣｕＮｉＰめっき液中の、Ｃｕ
イオンとＮｉイオンの量を調節することでＣｕを１５ａｔ％以上、Ｎｉを４０ａｔ％以上
、Ｐを２５ａｔ％以下、含むＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭを５μｍ、形成することができる
。
【００９８】
　次に、ＵＢＭを形成した半導体ウエハーの電極パッド上に、フラックスを供給した後、
ボール転写法によりＳｎＡｇＣｕのハンダバンプを搭載し、リフローを行うことでＵＢＭ
とハンダバンプとを接合する。この処理により、ハンダバンプとＵＢＭとの間に平均Ｎｉ
／Ｃｕ比率が０．７程度のＣｕＮｉＳｎ系合金層を２μｍ程度、及びＰリッチ層を形成す
ることが可能となる。この半導体ウエハーをダイシングしてチップに個片化し、同様の組
成を持つＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭが形成されたビルドアップ基板に対してマウンターを
用いて位置合わせをした後、リフロー炉に投入して半導体ウエハーをビルドアップ基板に
接続する。
【００９９】
　このようにして作製したフリップ接続部分にアンダーフィル樹脂を注入することでＣＳ
ＰやＢＧＡを作製する。なお、ハンダバンプの形成方法としては、ハンダボール転写法以
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外にも、ハンダペースト印刷、スーパーソルダー法、スーパージャフィット法、電解めっ
き、スパッタリング、蒸着などの方法を適用することも可能である。
【０１００】
（参考例１）
表面にＣｕ電極パッドを有する半導体ウエハーに対し、スパッタリングによりＴｉなどの
給電層を形成した後、フォトリソグラフィー技術によって電極パッド部分を開口させた。
次に、ＣｕイオンとＮｉイオンを含む電解ＣｕＮｉめっき液に浸漬させて電流を流し、半
導体ウエハー上にＣｕＮｉ系合金層を５μｍ、析出させる。この電解めっきの場合も実施
例１の無電解めっきと同様、めっき液中のＣｕとＮｉの含有量を調整し、所望の膜組成（
Ｃｕ：１５～６０ａｔ％、Ｎｉ：４０～８５ａｔ％）が得られるようにする。なお、電解
めっきによりＣｕＮｉＰ系合金層を形成する場合は、めっき液中に次亜リン酸ナトリウム
などのＰ源を添加すれば良い。
【０１０１】
　電解めっきによりＣｕＮｉ系合金層を形成した後、さらにハンダめっき液中に半導体ウ
エハーを浸漬させて通電させることにより、ハンダバンプを１００μｍ程度の厚さで形成
する。この後、レジストと給電層を除去した後、リフロー炉に通すことでハンダバンプと
ＵＢＭとの界面に平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２．３以下のＣｕＮｉＳｎ系合金層を有する接合構
造を備えた装置を形成する。
【０１０２】
　（実施例３）
　表面にＣｕ電極パッドを有するビルドアップ基板に対して、Ｐｄ触媒処理を施し電極パ
ッド表面を活性化させた後、先の実施例１に述べた無電解ＣｕＮｉＰめっき液に浸漬させ
てＣｕＮｉＰ系合金膜を５μｍ程度析出させる。その後、ハンダペーストを電極部分に印
刷してリフローを行うことによりＣｕＮｉＰ系合金層上にＳｎＡｇハンダのプリコートを
形成する。この後、このプリント基板にＳｎＡｇハンダバンプが形成されたＣＳＰを実装
することで、ハンダバンプとＵＢＭとの界面に平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２．３以下のＣｕＮｉ
Ｓｎ系合金層及びＰリッチ層を有する装置を作製する。
【０１０３】
（参考例２）
表面にめっきリード線とつながっているＣｕ電極パッドを設けてあるプリント基板を電解
ＣｕＮｉめっき液中に浸漬させ、陰極側につないで電流を流すことで、Ｃｕの電極パッド
上にのみＣｕＮｉ系合金層膜組成（膜組成はＣｕ：１５～６０ａｔ％、Ｎｉ：４０～８５
ａｔ％）を３μｍ形成する。その後、ＵＢＭを形成した電極パッド上に、ＳｎＡｇＣｕペ
ーストを印刷してリフローを行なうことによりＵＢＭ上にハンダバンプが形成され、ハン
ダバンプとＵＢＭとの界面に平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２．３以下のＣｕＮｉＳｎ合金層の接合
構造を有する装置を形成する。
【０１０４】
　（実施例５）
　表面にＡｇ電極パッドが形成されたガラセラ基板に、Ｐｄ触媒処理を施し電極パッド表
面を活性化させた後、まず密着性を高めるために無電解ＮｉＰめっき液に浸漬させ、Ｎｉ
Ｐ系合金を１μｍ程度、形成する。この後、このＮｉＰめっき膜上にさらにＰｄ触媒で活
性化処理を行った上で無電解ＣｕＮｉＰめっき液に浸漬させて、Ｃｕ２０ａｔ％、Ｎｉ６
０ａｔ％、Ｐ２０ａｔ％のＣｕＮｉＰ系合金層を３μｍ程度、形成する。この後、この基
板をＳｎＡｇＣｕハンダ溶融槽に浸漬させてＣｕＮｉＰ表面にハンダバンプを形成する。
この後、リフロー炉に通すことでハンダバンプとＵＢＭとの界面に平均Ｎｉ／Ｃｕ比が２
．３以下のＣｕＮｉＳｎ系合金層及びＰリッチ層を有する接合構造を備えた装置を形成す
る。
【０１０５】
　（実施例６）
　表面にＡｌ電極パッドを有する半導体ウエハーに対して、ジンケート処理により表面の
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活性化を行った後、８０℃に保った無電解ＣｕＮｉＰめっき液に２０分ほど浸漬させ、半
導体ウエハー表面にＣｕＮｉＰ系合金層を５μｍ程度、析出させる。このとき無電解Ｃｕ
ＮｉＰめっき液中の次亜リン酸ナトリウム濃度を高くすることにより（０．１～１．０ｍ
ｏｌ／Ｌ程度）、４４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％
のＰを含むＣｕＮｉＰ系合金のＵＢＭを５μｍ、形成することができる。なお、電解めっ
きや無電解めっきでＰをＣｕＮｉＰ系合金に共析させる場合、ＰはＮｉと共に共析する性
質があるので、ＰはＮｉ含有量の約４０％以下しか析出させることができない。このため
、ＣｕＮｉＰ系合金中のＮｉ含有量はＰ含有量の約２．５倍以上となる。
【０１０６】
　次に、ＵＢＭを形成した半導体ウエハーの電極パッド上に、フラックスを供給した後、
ボール転写法によりＳｎＡｇＣｕのハンダバンプを搭載し、リフローを行うことでＵＢＭ
とハンダバンプとを接合する。この処理により、ハンダバンプとＵＢＭとの間に平均Ｎｉ
／Ｃｕ比率が約０．４のＣｕＮｉＳｎ系合金層を３μｍ程度、及びＰリッチ層を形成する
ことが可能となる。
【０１０７】
　この半導体ウエハーをダイシングしてチップに個片化し、同様の組成を持つＣｕＮｉＰ
系合金のＵＢＭが形成されたプリント配線基板に対してマウンターを用いて位置合わせを
する。この後、リフロー炉に投入することでハンダバンプとＵＢＭとの界面にＣｕリッチ
なＣｕＮｉＳｎ合金層の接合構造を有する装置を形成する。
【０１０８】
上記実施例１、３、５、６および参考例１、２によって形成したＵＢＭ、ハンダバンプの
組成、ＣｕＮｉＳｎ系合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比、及びバンププル強度を測定した。な
お、これらの特性値は、図５及び図８と同じ方法によって測定した。また、ハンダバンプ
の組成もＵＢＭの組成と同じ方法により測定した。結果を表５，６に示す。
【０１０９】
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【０１１０】
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【表６】

　表５、６の結果より、ＵＢＭとして、（１）１５～６０ａｔ％のＣｕ及び４０～８５ａ
ｔ％のＮｉを含むＣｕＮｉ系合金層、（２）１５ａｔ％以上のＣｕ、４０ａｔ％以上のＮ
ｉ、及び０ａｔ％を超え、２５ａｔ％以下のＰを含むＣｕＮｉＰ系合金層、又は（３）４
４～６０ａｔ％のＣｕ、２９～４０ａｔ％のＮｉ及び８～１６ａｔ％のＰを含み、かつＮ
ｉ含有量がＰ含有量の２．５倍以上のＣｕＮｉＰ系合金層を用い、（４）ＣｕＮｉＳｎ系
合金層中の平均Ｎｉ／Ｃｕ比を２．３以下にすることで、１２０ｇ以上の高いバンププル
強度が得られることが分かる。
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