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(57)【要約】
　第１粉末成分と第２粉末成分とのブレンドを含むはん
だ組成物であって、前記第１粉末成分は第１はんだ合金
であり、前記第２粉末成分は第２はんだ合金または金属
である。



(2) JP 2014-527466 A 2014.10.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１粉末成分と第２粉末成分とのブレンドを含み、前記第１粉末成分が第１はんだ合金
であり、前記第２粉末成分が第２はんだ合金、または金属である、はんだ組成物。
【請求項２】
　前記はんだ組成物が不可避的不純物を伴い、前記第１粉末成分と前記第２粉末成分との
ブレンドから成る、請求項１に記載のはんだ組成物。
【請求項３】
　前記はんだ組成物が鉛フリーである、請求項１または２に記載のはんだ組成物。
【請求項４】
　前記第１および第２はんだ合金が少なくとも１つの共通の元素を含む、請求項１～３の
いずれか１項に記載のはんだ組成物。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの共通の元素が錫である、請求項４に記載のはんだ組成物。
【請求項６】
　前記第１および第２はんだ合金が異なる融点を有する、請求項１～５のいずれか１項に
記載のはんだ組成物。
【請求項７】
　前記融点が少なくとも５°Ｃ異なる、請求項６に記載のはんだ組成物。
【請求項８】
　前記第１粉末成分が前記はんだ組成物の約８０重量％を形成し、かつ４２Ｓｎ５８Ｂｉ
であり、また前記第２粉末成分が前記はんだ組成物の約２０重量％を形成し、かつＳＡＣ
３０５（９６．５％Ｓｎ、０．５％Ｃｕ、３％Ａｇ）である、請求項１～７のいずれか１
項に記載のはんだ組成物。
【請求項９】
　前記金属が、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｃｒ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｓｃ、Ｙ、Ｚｎ、Ｃｅ、Ｃ
ｏ、Ｇｅ、Ｍｎ、ＮｉおよびＴｉ、または希土類元素から選択される１つの元素である、
請求項１～３のいずれか１項に記載のはんだ組成物。
【請求項１０】
　前記金属の粒子が
　（ｉ）１ｎｍから１００ミクロン、または
　（ｉｉ）１０ｎｍから１００ミクロン、または
　（ｉｉｉ）１００ミクロンから１０００ミクロン
の範囲である、請求項９に記載のはんだ組成物。
【請求項１１】
　前記第１および第２はんだ合金が、同じような融点を有し、かつ混じり合わない、請求
項１～３のいずれか１項に記載のはんだ組成物。
【請求項１２】
　前記第１および第２はんだ合金の前記融点が１０°Ｃ以内である、請求項１１に記載の
はんだ組成物。
【請求項１３】
　前記第１はんだ合金の熱膨張係数が正であり、前記第２はんだ合金の熱膨張係数が負で
ある、請求項１１または請求項１２のはんだ組成物。
【請求項１４】
　前記第２粉末成分が非反応性の被覆層を有する、請求項１１～１３のいずれか１項のは
んだ組成物。
【請求項１５】
　炭化物、窒化物、酸化物またはカーボンナノチューブから選択され、好ましくはＡｌ２

Ｏ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ、ＮｉＯおよびカーボンナノチューブから選択される、更なる粉
末成分をさらに含む、請求項１～１４のいずれか１項に記載のはんだ組成物。
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【請求項１６】
　第１粉末成分と第２粉末成分とのブレンドを含み、前記第１粉末成分が第１はんだ合金
であり、前記第２粉末成分が炭化物、窒化物、酸化物またはカーボンナノチューブから選
択され、好ましくはＡｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ、ＮｉＯおよびカーボンナノチューブ
から選択される、はんだ組成物。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項のはんだ組成物を含む、はんだ付け可能なペースト、フ
ィルム、ストリップ、箔、ワイヤー、プリフォームまたは球。
【請求項１８】
　第１粉末成分を第２粉末成分と混合する工程を含む、請求項１～１６のいずれか１項の
はんだ組成物を形成する方法。
【請求項１９】
　前記第１粉末成分がペーストの形態であり、前記第２粉末成分がプリフォーム、ストリ
ップ、スリーブ、ディスク、球またはワイヤーの形態である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の組成物または請求項１７に記載のはんだ付け可
能なペーストの、はんだ付け方法での使用。
【請求項２１】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の組成物または請求項１７に記載のはんだ付け可
能なペーストの、はんだ接合部を形成するための使用。
【請求項２２】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の組成物を含むはんだ接合部。
【請求項２３】
　第１成分と第２成分とのブレンドを含み、前記第１成分が第１はんだ合金であり、前記
第２成分が第２はんだ合金または金属である、はんだ組成物。
【請求項２４】
　ペーストの形態の前記第１成分と、粉末、ペースト、ストリップ、箔、球、ディスクま
たはプリフォームの形態の前記第２粉末成分を混合する工程を含む、請求項２３に記載の
はんだ組成物を形成する方法。
【請求項２５】
　（ｉ）接合される２つ以上のワークピースを提供する工程と、
　（ｉｉ）第１リフロー温度を有する第１はんだ成分を提供する工程と、
　（ｉｉｉ）前記第１リフロー温度よりも高温である第２リフロー温度を有する第２はん
だ成分を提供する工程と、
　（ｉｖ）接合される前記ワークピースの近傍で前記第１および第２はんだ成分を加熱す
る工程であって、前記第１のリフロー温度またはそれよりも高い温度で、かつ前記第２の
リフロー温度よりも低い温度で実施される加熱する工程と、
を含むはんだ接合を形成する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明ははんだ組成物に関し、特に鉛フリーはんだ組成物に関する。はんだ組成物は２
つ以上の成分から成っており、改良された特性をはんだに提供する。
【背景技術】
【０００２】
　鉛フリーはんだ合金はよく知られており、非常に広範囲に利用されるはんだ合金、すな
わち３７％Ｐｂ－６３％Ｓｎ共晶合金に対して非毒性の代替手段を提供する。このような
鉛フリー合金の例は、５８％Ｂｉ－４２％Ｓｎの二元共晶合金（例えば、ＵＳ　５，５６
９，４３３Ｂを参照）および４０％Ｂｉ－６０％Ｓｎの二元共晶合金（例えば、ＵＳ　６
，５７４，４１１Ａを参照）を含む。このような合金は、高ひずみ速度下で延性の低下を
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示すが、少量の添加物、例えば１重量％以下の銀の添加により改良することができる（例
えば、ＵＳ　５，５６９，４３３Ｂに示す）。しかし、シャルピー衝撃試験法を用いて計
測された、これらの合金によって示される衝撃エネルギーは、相対的に低い。従って、向
上した衝撃靱性を示す鉛フリーはんだ合金を開発する必要がある。
【０００３】
　このような鉛フリーの合金が、ウェーブソルダリング（またはフローはんだ付け、wave
 soldering）およびリフローはんだ付けのようなはんだ付け方法で用いられるために、銅
、ニッケルおよびニッケルリン（“無電解ニッケル”）のような様々な基板材料に関して
、合金は優れたぬれ性を示さなければならない。このような基板は、例えば、錫合金、銀
、金または有機被覆（ＯＳＰ）を用いることによって、ぬれを向上するように被覆しても
よい。優れたぬれは、溶融はんだがキャピラリーギャップに流れ込み、プリント配線基板
のめっきスルーホールの壁をつたって上がり、その結果優れたホール充填を達成する能力
も向上させる。
【０００４】
　さらに、はんだ組成物は優れた熱疲労寿命と低下した高温クリープを示す必要がある。
改良した延性ならびに熱伝導性および電気伝導性も望ましい。これらの特性は、特定のは
んだ合金（既知であれば）を選択することで、または特定の添加物を用いることで得るこ
とができる。しかし、代替するはんだ合金の開発を必要とすることなく、既存のありふれ
たはんだの特性が、これらの利点を提供するように適応することが出来るなら、好都合で
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、先行技術のはんだ、または少なくとも有用なもしくは最適化された代替物に関
連する一部あるいは全ての問題を、克服する、または少なくとも軽減するはんだ組成物に
対する要望がある。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　第１の態様によると、本発明は第１粉末（または粉体、powder）成分と第２粉末成分と
のブレンド（または配合物、blend）を含み、第１粉末成分が第１はんだ合金であり第２
粉末成分が第２はんだ合金、または金属であるはんだ組成物を提供する。
【０００７】
　本開示は、これからさらに説明される。以下の文章において、本開示の別の態様がより
詳細に規定される。そのように規定される各態様は、明確に特段の指定がない限り、他の
いかなる１つまたは複数の態様と組み合わされてもよい。特に、好ましくまたは有益に示
される任意の特徴は、好ましくまたは有利に示される１つまたは複数の任意の他の特徴と
組み合わされてもよい。
【０００８】
　本明細書で用いられる“はんだ合金”という用語は、９０°Ｃ～４００°Ｃの範囲の融
点を有する可溶性の金属（fusible metal）を意味する。
【０００９】
　本明細書で用いられ、またシャルピーｖノッチ試験としても知られる“シャルピー衝撃
試験”は、破壊時に材料によって吸収されるエネルギー量を決定する、規格化された高歪
速度試験である。この吸収されるエネルギーは、任意の材料の靱性の尺度であり、脆性－
延性遷移の温度依存性を詳しく調べる手段として機能する。さらに、この試験についての
詳細はＣｈａｒｐｙ　Ｉｍｐａｃｔ　Ｔｅｓｔ（Ｆａｃｔｏｒｓ　ａｎｄ　Ｖａｒｉａｂ
ｌｅｓ，　Ｊ．Ｍ．Ｈｏｌｔ，ＡＳＴＭ　ＳＴＰ　１０７２）に記載され、この内容は参
照することにより本明細書に取り込まれる。
【００１０】
　本明細書で用いられる“ぬれ性”という用語は、ぬれ表面（wettable surface）上をは
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んだが広がる程度を意味する。ぬれ性は、液状はんだの表面張力と、ぬれ表面と反応する
能力と、により決定される。ぬれはまた、基板上の溶融および後に凍結（frozen）するは
んだ合金の接触角の観点から説明することもでき、高い接触角よりも低い接触角のほうが
好ましい。
【００１１】
　本明細書で用いられる“ウェーブソルダリング”という用語は、電気アセンブリを形成
するように電子部品がプリント配線板（ＰＣＢ）へはんだ付けされる大規模なはんだ付け
方法を意味する。
【００１２】
　本明細書で用いられる“リフローはんだ付け”という用語は、はんだペーストが印刷も
しくは塗布（または分配、dispensed）され、またはソルダープリフォームがプリント配
線板の表面上に設置され、部品が堆積（または蒸着、deposited）したはんだの中または
近傍に設置され、そしてはんだ合金の液相線より高い温度までアセンブリが加熱される方
法を意味する。
【００１３】
　本明細書で用いられる“希土類元素”という用語は、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎ
ｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、ＹｂおよびＬｕから選択
された元素を意味する。
【００１４】
　本明細書の全てのパーセントは、特段の表示が無い限り重量パーセントによる。
【００１５】
　好ましくは粉末の少なくとも一方は球状であり、好ましくは両方の粉末とも球状である
。すなわち、少なくとも９０％の粒子（particles）は、１．５よりも小さい、幅に対す
る長さの比率を有する。好ましくは少なくとも９５％、より好ましくは少なくとも９８％
の粒子が、１．５よりも小さい、幅に対する長さの比率を有する。大部分の用途に対して
、この高い“球形度”が好ましく、主要な利点は、表面積をより小さくして酸化を最小に
し、また装填の受入を向上（目詰まり（clogging）やかみ合い（interlocking）の傾向の
低下）して、ステンシルの開口を通じた塗布性能（dispensability）および取り外しを助
力する。別の実施形態において、少なくとも一方の粉末は不規則（irregular）であって
もよい。
【００１６】
　粒子の真円度はペーストの粘性およびせん断性に影響する。不規則な形の粒子と比べて
、球形は粘性流に対してより小さい抵抗を与える。その結果、同じフラックスおよび球形
の粉末から作られるペーストでも、同じ重量パーセントおよび粒径範囲であるが不規則な
形から作られるよりも、低い粘性を有する。後者の外観を有するペーストが備える、考え
られる利点の１つは、高速および連続的なスキージ動作でスクリーン／ステンシルが印刷
される時に、せん断減粘性（share thin）が起こりにくいことである。粉末のかみ合いは
、ペーストの流出を抑制する。はんだブリッジやはんだボールをもたらすスランプおよび
スメア（または汚れ、smearing）が発生するのを防止するので、せん断減粘性（shear th
inning）の抑制は重要である。
【００１７】
　好ましくは、はんだ粉末の粒子は、平均直径で１ミクロンから１００ミクロンである。
より好ましくは、粒子は平均直径で１ミクロンから７５ミクロンであり、最も好ましくは
１ミクロンから５０ミクロンである。直径の測定は、粒子の最も長い直径を意味する。好
ましくは、第１および第２成分の両方の粉末粒子は実質的に同じである。
【００１８】
　好ましくは、はんだ組成物は不可避的不純物を伴い、第１粉末成分と第２粉末成分との
ブレンドから成る。当然のことながら、本発明に係る組成物は不可避的不純物を含んでも
よく、場合によっては第１および／または第２成分の一部として含んでもよいが、総量で
もこれらは組成物の１重量％を超えそうにない。好ましくは、合金は組成物の０．５重量
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％以下の、より好ましくは組成物の０．３重量％以下の、さらに好ましくは組成物の０．
１重量％以下の量の不可避的不純物を含む。
【００１９】
　好ましくは、はんだ組成物は無鉛（または鉛フリー、lead-free）である。これはその
組成物を規制の要件に適合させる。
【００２０】
　発明者らは、標準的なはんだ合金および／または金属粉末を用いるリフローはんだの効
果的な融点、ならびに機械的、電気的および熱的特性を実行設計することが可能であるこ
とを発見した。
【００２１】
　とりわけ、発明者らは２以上のはんだ合金の混合物が特に有用であることを発見してい
る。特に、第１および第２はんだ合金は異なる融点を有する場合には、第１のリフローの
間、低融点の合金の液相線を上回るが他の粉末の固相線を下回るピーク温度まで上昇し、
高温の合金の粉末粒子は低温の合金の液相内にすぐに溶解する。
【００２２】
　混合が進むにつれて、はんだ組成物は迅速に変化する。これにより凝固工程は高度に非
線形になり、合金が完全に混合されるまで混合した組成物の液相線の温度も連続的に上昇
するためである。
【００２３】
　好ましくは、融点は少なくとも５°Ｃ異なる。より好ましくは、融点は少なくとも１０
°Ｃ異なる。融点の差異が大きいほど、既知のはんだ組成物から得ることが出来る改良さ
れた特徴はより顕著になる。
【００２４】
　好ましくは、第１および第２はんだ合金は少なくとも１つの共通の元素を含む。これは
、１つの合金の融点に近い、または時には下回る温度において、ある合金の他の合金への
迅速な溶解を容易にする。好ましくは、少なくとも１つの共通の元素は錫である。
【００２５】
　例えば、８０％の共晶４２Ｓｎ５８Ｂｉと混合された２０％のＳＡＣ３０５粉末は、最
終組成物の液相線が、最初の４２Ｓｎ５８Ｂｉの１３８°Ｃからおよそ１６５°Ｃへ結果
として増加する。これは、Ｓｎの添加が合金組成物をＳｎＢｉ共晶組成から離れたところ
へ移すためである。さらに、ＳＡＣ３０５に由来する少量のＡｇおよびＣｕが合金のミク
ロ組織を変え、最終的なはんだの特性に追加的な改良を提供するためである。
【００２６】
　これらの前述の過程変化は、第１のリフローの間に起こる。従って、第１のリフローは
、最終的なブレンドに対して要求されるであろう温度よりも低い温度で実行することが出
来る。リフローする前は、それは２つの別個の合金の混合物である。
【００２７】
　上述の組成の結果として、高融点の成分の存在が液相線温度の上昇をもたらし、従って
同一の運転温度における同相温度の低下をもたらすことがわかっている。これは、熱疲労
寿命の自動的な増加と、高温クリープの低下を意味する。同相温度は異なるはんだ組成物
の比較を可能とする。
【００２８】
　例えば、－５５°Ｃから１２５°Ｃの作業温度域と１８３°Ｃ（４５６Ｋ）の融点（液
相線）とを有するはんだは、０．５３Ｔｍｐから０．９２Ｔｍｐで作業している。１９５
°Ｃへの融点の増加は、この温度範囲を０．４９Ｔｍｐから０．８５Ｔｍｐに減少させる
。従って、引張り強度、せん断強度および弾性率が向上する。
【００２９】
　さらに、はんだ内のわずかなＢｉ含有量の減少は、その延性を向上させる。少量のＡｇ
およびＣｕの存在は延性、熱伝導性および電気伝導性を向上させ、はんだのミクロ組織を
微細化し、向上した機械的特性をもたらす。
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【００３０】
　好ましい実施形態において、第１粉末成分ははんだ組成物の約８０重量％を形成し、４
２Ｓｎ５８Ｂｉであり、第２粉末成分ははんだ組成物の約２０重量％を形成し、ＳＡＣ３
０５（９６．５％Ｓｎ、０．５％Ｃｕ、３％Ａｇ）である。好ましくは、はんだ組成物は
上述の化学成分から成る。当然ながら、この実施例は好ましい組成物を表しており、最終
的な組成物は任意の複数の合金および混合物から、適当な割合で選択されてもよい。
【００３１】
　別の態様において、金属とはんだ合金粉末の混合粉末が驚くべき有益性を有することを
、本発明者らは発見した。理論に拘束されることなく、リフローの間、はんだは金属粒子
と金属間結合を形成すると考えられる。単独の長時間のリフローサイクルまたは複数のリ
フローサイクルの下では、金属粒子から由来するいくつかの金属は、バルクのはんだ内に
溶解し、残りはその元の構造にとどまったままである。これは複合組織を形成するはんだ
と金属粒子の混合物をもたらす。従って、金属粉末の添加は、結果として得られるはんだ
接合部の適合性（compliance)を向上させ、熱伝導性および電気伝導性を向上する。１つ
の実施例は、ＳｎＢｉ合金と混合した銅粉末である。ＳｎＢｉは、相対的に乏しい熱伝導
性および電気伝導性を備える脆い合金である。バルクのはんだ内へのＣｕ粒子の添加は、
その電気伝導性および熱伝導性を向上させる。他の実施例は、ナノおよびミクロンサイズ
のＡｇ粒子の添加であり、その機械強度を向上し、電気伝導性および熱伝導性を高める。
【００３２】
　しかし、最初のリフロー工程（または段階、ステップ）では、はんだ合金の融点で組成
物は融解する。結果として、溶解し易く、取り扱いやすいはんだ組成物を有しながら、は
んだの特異な性質を得ることができる。
【００３３】
　第２粉末成分が金属である時、それは好ましくはＣｕ、Ｎｉ、ＡｌまたはＡｇから選択
された元素である。存在してもよい他の金属は、Ａｕ、Ｃｒ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｓｃ、Ｙ、Ｚ
ｎ、Ｃｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｇｅ、ＭｎおよびＴｉ、または希土類元素の１種以上を含む。金
属粉末サイズおよびレベルは、最終的なはんだ結合の熱、機械および電気特性を調整する
ように選択されてもよい。
【００３４】
　上述の組成物において、第２粉末成分は、第１粉末成分よりも小さい粒径から、第１粉
末成分よりも大きい粒径の範囲の粒径を有することができる。１つの好ましい実施形態に
おいて、第２粉末の粒径は第１粉末と実質的に同じ径である。つまり、第２粉末は平均直
径で０．０２ミクロンから１００ミクロンの粒子を含む。より好ましくは、粒子は０．０
２ミクロンから７５ミクロンである。さらにより好ましくは、粒子は０．０２ミクロンか
ら５０ミクロンである。ある場合においては、０．０２ミクロンから５ミクロンの間の粒
径が好ましい。１つの実施形態において、粒子は、特に金属粒子は、１ｎｍから１００ミ
クロンが好ましく、より好ましくは１０ｎｍから１００ミクロンである。金属粒子は１０
ミクロンから１００ミクロンであってもよい。あるいは、金属粒子は１００ミクロンから
１０００ミクロンの平均直径を有してもよい。
【００３５】
　第３の態様において、同じような（同様の）融点であるが異なる固体－液体相転移を備
える２つの混じり合わない合金の混合粉末が好都合であることを本発明者らが発見した。
従って、第１および第２のはんだ合金は同じような融点を有し、かつ混じり合わない。例
えば、いくつかのＢｉを含む合金は、液体－固体転移の間膨張し（負の熱膨張係数（ＣＴ
Ｅ））、その他の多くは収縮する（正のＣＴＥ）。同じような融点を備える正のＣＴＥ合
金の粒子を、負のＣＴＥのＳｎＢｉと混合することにより、低応力のはんだ接合部の形成
を得ることが出来ることを、本発明者らは発見した。このことは、２つの合金が加熱中に
混合しない（すなわち、混じり合わない）時に生じることを、本発明者らはさらに発見し
た。それらが互いに溶解する場合、結果として生じる合金は独特の遷移を有することが出
来る。
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【００３６】
　上述の組成物において、第２粉末成分は好ましくは第１粉末成分の粒径と同程度の粒径
を有する。つまり、第２粉末成分は平均直径で１ミクロンから１００ミクロンの粒子を含
む。より好ましくは、粒子は平均直径で１ミクロンから７５ミクロンであり、最も好まし
くは１ミクロンから５０ミクロンである。取扱い易く、かつ混合し易くするように、第１
および第２粉末の粒径は実質的に同じであることが好ましい。
【００３７】
　同じような融点に関して、好ましくは第１および第２のはんだ合金は高くても２５°Ｃ
以内の融点を有することを意味する。より好ましくは、第１および第２はんだ合金は、高
くても１０°Ｃ以内の融点を有し、最も好ましくは１°Ｃ以内である。
【００３８】
　好ましくは、第１はんだ合金の熱膨張係数は正であり、第２はんだ合金の熱膨張係数は
負ある。
【００３９】
　粉末が互いに混じり合わないことを確実にするように、少なくとも第２粉末成分は非反
応性の被覆層（coating layer）を有することが好ましい。このことは、既知の粉末の利
用に対して本発明の好都合な利点を達成することを可能とする。
【００４０】
　好ましくははんだ組成物は、炭化物、窒化物、酸化物およびカーボンナノチューブのよ
うな材料から選択され、好ましくはＡｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ、ＮｉＯおよびカーボ
ンナノチューブから選択される、更なる粉末成分をさらに含む。これらの成分は好ましく
は、本明細書に記載されるはんだおよび金属の粒径に準拠する大きさである。すなわち、
好ましくはミクロンスケールの最長の平均直径を有し、好ましくは０．０２ミクロンから
１００ミクロンである。
【００４１】
　驚くことに、これらの成分はリフロー後の合金のミクロ組織の改良を可能とする事が分
かっている。その結果として、合金の機械特性および熱疲労寿命は改良することができる
。
【００４２】
　本発明の更なる態様において、第１粉末成分と第２粉末成分とのブレンドを含み、第１
粉末成分が第１はんだ合金であり、第２粉末成分が炭化物、窒化物、酸化物およびカーボ
ンナノチューブのような材料から選択され、好ましくはＡｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ、
ＮｉＯおよびカーボンナノチューブから選択される、はんだ組成物を提供する。好ましく
は、第２粉末成分は、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ、ＮｉＯおよびカーボンナノチュー
ブの１種以上である。この態様の成分は上述の態様における成分に相当する。例えば、こ
の態様において使用される第１粉末成分は、本明細書で説明される任意の第１粉末成分と
同じであってもよい。
【００４３】
　本発明の更なる態様において、本明細書で記載するはんだ組成物を含むはんだ付け可能
なペーストを提供する。つまり前記ペーストは、フラックスを伴う本発明の粉末のブレン
ドを含む。適切なフラックスは技術的によく知られている。
【００４４】
　本発明の組成物はその後、バー、スティック、ソリッドワイヤーもしくはフラックス入
りワイヤー、箔もしくはストリップ、プリフォーム、プレアプライドな（pre-applied）
もしくはフリースタンディングフィルム（または自立式フィルム、free standing film）
もしくはボールグリッドアレイ接合に用いるはんだ球（またはソルダーボール、solder s
phere）、または予め成形されたはんだ片もしくはリフローされたもしくは固化したはん
だ接合部、に加工されてもよい。
【００４５】
　本発明の更なる態様において、本明細書で記載されるはんだ組成物を形成する方法を提
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供し、その方法は第１粉末成分と第２粉末成分を混合する工程を含む。
【００４６】
　本発明の更なる態様において、本明細書に記載される組成物または本明細書に記載され
るはんだ付け可能なペーストの、はんだ付け方法での使用を提供する。
【００４７】
　本発明の更なる態様において、本明細書に記載される組成物または本明細書に記載され
るはんだ付け可能なペーストの、はんだ接合部を形成するための使用を提供する。
【００４８】
　更なる態様において、本発明は第１の態様から第５の態様の合金を含むはんだ接合部を
提供する。
【００４９】
　更なる態様において、本発明は、第１の態様から第５の態様の合金のはんだ付け方法で
の使用を提供する。このようなはんだ付け方法は、ウェーブソルダリング、表面実装（Ｓ
ＭＴ）はんだ付け（またはリフローはんだ付け）、ダイアタッチ（die attach）はんだ付
け、サーマルインターフェースはんだ付け、手はんだ付け、レーザーはんだ付けおよびＲ
Ｆ誘導はんだ付けならびにリワークソルダリングを含むが、これらの方法に限定されない
。
【００５０】
　更なる実施形態において、本発明は第１成分と第２成分とのブレンドを含むはんだ組成
物を提供し、第１成分は第１はんだ合金であり、第２成分は第２はんだ合金、または金属
である。本発明の上述の態様の好ましい特徴は、本発明のこの態様に関しても好ましい。
第１および／または第２成分は粉末、ペースト、ストリップ、箔、球、ディスクまたはプ
リフォームの形態であってもよい。好ましくは、第１成分はペーストの形態である。
【００５１】
　更なる態様において、本発明は上述のはんだ組成物を形成する方法を提供し、当該方法
は混合する工程を含む。好ましくは、第１成分はペーストであり、および／または第２成
分は粉末、ペースト、ストリップ、箔、球、ディスクまたはプリフォームの形態である。
【００５２】
　さらなる態様において、本発明は
　（ｉ）接合される２つ以上のワークピース（または被加工部品、work piece）を提供す
る工程と、
　（ｉｉ）第１のリフロー温度を有する第１はんだ成分を提供する工程と、
　（ｉｉｉ）前記第１のリフロー温度よりも高い第２のリフロー温度を有する第２はんだ
成分を提供する工程と、
　（ｉｖ）前記第１のリフロー温度またはそれよりも高い温度で、かつ前記第２のリフロ
ー温度よりも低い温度で実行され、接合されるワークピースの近傍で前記第１および第２
はんだ成分を加熱する工程と、
を含む、はんだ接合部を形成する方法を提供する。
【００５３】
　上述した本発明の第１から第５の態様に係る利点は、本発明のこの態様の方法によって
も示される。
【００５４】
　接合されるワークピースは、例えば、回路基板および回路部品であってもよい。方法は
、例えば、プリント基板の製造に用いられてもよい。第１はんだ成分は、第１合金成分で
あってもよく、かつ粉末、ペースト、ストリップ、箔、球、ディスクまたはプリフォーム
の形態、好ましくはペーストの形態であってもよい。第２はんだ成分は第２のはんだ合金
、または金属あってもよく、かつ粉末、ペースト、ストリップ、箔、球、ディスクまたは
プリフォームの形態であってもよい。一度はんだ成分が混合されると、それらは第１はん
だ成分のリフロー温度よりも低い温度で加熱されてもよい。上述の方法の例は、次の通り
であり、すなわち：
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　はんだペーストの付着層（deposit）を形成するように、はんだペーストをプリント基
板に適用する工程と、
　前記はんだペーストの付着層内に、低温のプリフォームを設置する工程と、
　低温のはんだ接合部を作るように、はんだペーストのリフロー温度でプリント基板を処
理する工程と、
　はんだペーストのリフロー温度よりも低いリフロー温度で、低温のはんだ接合部を処理
する工程と、
を含む組立の方法

である。
【００５５】
　以下の限定されない例について、発明がこれより説明される。
【００５６】
　はんだ組成物の約８０重量％の量の４２Ｓｎ５８Ｂｉ粉末成分と、約２０％のＳＡＣ３
０５粉末（９６．５％Ｓｎ、０．５％Ｃｕ、３％Ａｇ）とを含むはんだ組成物が準備され
た。試験では、合金は単独の４２Ｓｎ５８Ｂｉ粉末と比べて、延性、耐熱疲労性および耐
クリープ性が向上したことが分かった。
【００５７】
　はんだ組成物の約８０重量％の量の４２Ｓｎ５８Ｂｉ粉末成分と、約２０％の銅金属粉
末とを含むはんだ組成物が準備された。試験では、合金は単独の４２Ｓｎ５８Ｂｉ粉末と
比べて、延性、耐熱疲労性および電気伝導性が向上したことが分かった。
【００５８】
　はんだ組成物は、２つのビスマス含有合金を含んで準備された。選択された合金の一方
は液体－固体相転移の間に膨張し（負のＣＴＥ）、他方は収縮する（正のＣＴＥ）。この
組成物は低応力のはんだ接合を生じさせることが分かった。
【００５９】
　２つのはんだ組成物が準備された。第１のはんだ組成物は８２．９重量％のＳＡＣ３０
５および１７．１重量％のＳｎ５８Ｂｉを含み、第２のはんだ組成物は８２．９重量％の
ＳＡＣＸ０３０７（Ｓｎ０．３Ａｇ０．７Ｃｕ０．１Ｂｉ）および１７．１重量％のＳｎ
５８Ｂｉを含んだ。チップのせん断抵抗およびピンの引き抜き抵抗の測定は、値が基準と
する合金Ｓｎ５７．６Ｂｉ０．４Ａｇと同程度であることを示した。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
　本願は、一例として、以下の図を含む。
【図１Ａ】図１Ａおよび１Ｂは、２つのはんだ組成物の溶解の示差走査熱量測定（ＤＳＣ
）の記録を示す（サンプルサイズ：それぞれ、２９．１０００ｍｇと２９．３０００ｍｇ
、機器：２９２０ＤＳＣ　Ｖ２．６Ａ）。第１は、２０％のＳＡＣと８０％のＳｎ５８Ｂ
ｉとの混合物である。第２は、Ｓｎ４５Ｂｉである。ＳＡＣは２１７°Ｃの融点を有して
いるが、これらの記録は似ている。ＳＡＣは、ＳＡＣの融点よりはるかに低い温度で、Ｓ
ｎ５８Ｂｉに溶解する。同時に、第１の混合物はボールシェアテストにおいて、Ｓｎ５８
Ｂｉ単独（９４９　ｖｓ　９１１）よりも著しく高いせん断力を示すことが知られている
。ＤＳＣ記録はまた、１７．１％のＳｎ５８Ｂｉと８２．９％のＳｎ０．３Ａｇ０．７Ｃ
ｕ０．１Ｂｉ（ＳＡＣＸ０３０７）についても得られる。最初の走査は、ＳｎＢｉ合金の
融解（融解点、the melting）に対応する低温ピークを示した。しかし、このピークは後
の走査では消失し、ＳＡＣＸ０３０７が液体のＳｎ５８Ｂｉに溶解したことにより、全て
の低温相は高温相に変換（転換、convert）されたことを示す。
【図１Ｂ】図１Ａおよび１Ｂは、２つのはんだ組成物の溶解の示差走査熱量測定（ＤＳＣ
）の記録を示す（サンプルサイズ：それぞれ、２９．１０００ｍｇと２９．３０００ｍｇ
、機器：２９２０ＤＳＣ　Ｖ２．６Ａ）。第１は、２０％のＳＡＣと８０％のＳｎ５８Ｂ
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ｉとの混合物である。第２は、Ｓｎ４５Ｂｉである。ＳＡＣは２１７°Ｃの融点を有して
いるが、これらの記録は似ている。ＳＡＣは、ＳＡＣの融点よりはるかに低い温度で、Ｓ
ｎ５８Ｂｉに溶解する。同時に、第１の混合物はボールシェアテストにおいて、Ｓｎ５８
Ｂｉ単独（９４９　ｖｓ　９１１）よりも著しく高いせん断力を示すことが知られている
。ＤＳＣ記録はまた、１７．１％のＳｎ５８Ｂｉと８２．９％のＳｎ０．３Ａｇ０．７Ｃ
ｕ０．１Ｂｉ（ＳＡＣＸ０３０７）についても得られる。最初の走査は、ＳｎＢｉ合金の
融解（融解点、the melting）に対応する低温ピークを示した。しかし、このピークは後
の走査では消失し、ＳＡＣＸ０３０７が液体のＳｎ５８Ｂｉに溶解したことにより、全て
の低温相は高温相に変換されたことを示す。
【図２Ａ】図２Ａおよび２Ｂは、ナノまたはミクロンサイズの銀粒子を添加したＳｎＢｉ
の弾性率の向上を示す。前者の場合、粒子はナノサイズであり、２０ナノメートルから１
ミクロンの平均粒径サイズを有する。後者の場合、ＡＧ粒子は１ミクロンから１００ミク
ロンのサイズである。図に示すように、少量（１％）のＡＧ粒子でも弾性率に著しい効果
を及ぼすことが知られている。銀粒子の添加は、はんだの熱伝導性および電気伝導性を向
上させる。驚くことに、Ｓｎ５８Ｂｉはんだ内の遊離銀粒子の存在が、その熱伝導性を５
０％より大きく増加させることが知られている。さらに、銀の添加は合金の構造を変化さ
せる。驚くことに、５％以下のＡｇの添加でさえ、長い（long）Ａｇ３Ｓｎ結晶をもたら
さないことが知られている。図２Ａにおいて、次のはんだ（左から右に）：Ｓｎ５８Ｂｉ
、Ｓｎ５８Ｂｉ＋１％のナノサイズのＡｇの混合物、Ｓｎ５８Ｂｉ＋３％のナノサイズの
Ａｇの混合物およびＳｎ５８Ｂｉ＋５％のナノサイズのＡｇの混合物、についての弾性率
の値が示される。図２Ｂにおいて、次のはんだ（左から右に）：Ｓｎ５８Ｂｉ、Ｓｎ５８
Ｂｉ＋１％のミクロンサイズ（１ミクロンから１００ミクロン）のＡｇの混合物、Ｓｎ５
８Ｂｉ＋３％のミクロンサイズのＡｇの混合物およびＳｎ５８Ｂｉ＋５％のミクロンサイ
ズのＡｇの混合物、についての弾性率の値が示される。
【図２Ｂ】図２Ａおよび２Ｂは、ナノまたはミクロンサイズの銀粒子を添加したＳｎＢｉ
の弾性率の向上を示す。前者の場合、粒子はナノサイズであり、２０ナノメートルから１
ミクロンの平均粒径サイズを有する。後者の場合、ＡＧ粒子は１ミクロンから１００ミク
ロンのサイズである。図に示すように、少量（１％）のＡＧ粒子でも弾性率に著しい効果
を及ぼすことが知られている。銀粒子の添加は、はんだの熱伝導性および電気伝導性を向
上させる。驚くことに、Ｓｎ５８Ｂｉはんだ内の遊離銀粒子の存在が、その熱伝導性を５
０％より大きく増加させることが知られている。さらに、銀の添加は合金の構造を変化さ
せる。驚くことに、５％以下のＡｇの添加でさえ、長いＡｇ３Ｓｎ結晶をもたらさないこ
とが知られている。図２Ａにおいて、次のはんだ（左から右に）：Ｓｎ５８Ｂｉ、Ｓｎ５
８Ｂｉ＋１％のナノサイズのＡｇの混合物、Ｓｎ５８Ｂｉ＋３％のナノサイズのＡｇの混
合物およびＳｎ５８Ｂｉ＋５％のナノサイズのＡｇの混合物、についての弾性率の値が示
される。図２Ｂにおいて、次のはんだ（左から右に）：Ｓｎ５８Ｂｉ、Ｓｎ５８Ｂｉ＋１
％のミクロンサイズ（１ミクロンから１００ミクロン）のＡｇの混合物、Ｓｎ５８Ｂｉ＋
３％のミクロンサイズのＡｇの混合物およびＳｎ５８Ｂｉ＋５％のミクロンサイズのＡｇ
の混合物、についての弾性率の値が示される。
【図３】図３は、標準的なＳｎ５８Ｂｉはんだ（左側）のせん断強度と本発明（Ｓｎ５８
Ｂｉ＋２０％ＳＡＣ３０５）に係るはんだ組成物のせん断強度との比較を示す。Ｓｎ５８
Ｂｉ粉末へのＳＡＣ３０５粉末の添加は結果としてリフロー後に低いＢｉを含有する最終
的な組成物となり、また高いせん断強度も示す。
【図４ａ】図４ａ－ｃは、本明細書で記載される複数のはんだ組成物の結晶構造を示す様
々な顕微鏡写真を示す。図４ａおよび４ｂは、それぞれＳｎ４５Ｂｉ合金およびＳｎ５８
Ｂｉ合金のミクロ組織を示し、それぞれＡｌ２Ｏ３を添加している。いずれの場合も、ア
ルミナ粉末は銅クーポン（copper coupon）上に印刷されたペースト用フラックスに添加
された。Ｓｎ４５ＢｉおよびＳｎ５８Ｂｉの薄いプリフォームがフラックスの上に置かれ
た。ホットプレート上で１８５°Ｃで加熱され、大気中で冷却された。はんだ内へのアル
ミナ粒子の拡散に起因して、はんだのミクロ組織は界面近傍で著しく微細化される。
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【図４ｂ】図４ａ－ｃは、本明細書で記載される複数のはんだ組成物の結晶構造を示す様
々な顕微鏡写真を示す。図４ａおよび４ｂは、それぞれＳｎ４５Ｂｉ合金およびＳｎ５８
Ｂｉ合金のミクロ組織を示し、それぞれＡｌ２Ｏ３を添加している。いずれの場合も、ア
ルミナ粉末は銅クーポン上に印刷されたペースト用フラックスに添加された。Ｓｎ４５Ｂ
ｉおよびＳｎ５８Ｂｉの薄いプリフォームがフラックスの上に置かれた。ホットプレート
上で１８５°Ｃで加熱され、大気中で冷却された。はんだ内へのアルミナ粒子の拡散に起
因して、はんだのミクロ組織は界面近傍で著しく微細化される。
【図４ｃ】図４ｃは、銅粒子を含むＳｎ５８Ｂｉ合金のミクロ組織を示す。図に示すよう
に、銅粒子はＳｎＢｉ合金母材内に均一に分散される。ＣｕＳｎ　ＩＭＣ層は粒子の表面
で見られるが、粒子のバルクは純銅である。
【図５ａ】図５ａおよび５ｂは、Ｓｎ４５Ｂｉはんだ合金へのニッケルの添加を示す。図
５ａにおいて、Ｎｉは存在しない。図５ｂにおいては０．０２Ｎｉが含まれ、これは著し
い結晶粒微細化効果がある。
【図５ｂ】図５ａおよび５ｂは、Ｓｎ４５Ｂｉはんだ合金へのニッケルの添加を示す。図
５ａにおいて、Ｎｉは存在しない。図５ｂにおいては０．０２Ｎｉが含まれ、これは著し
い結晶粒微細化効果がある。
【図６ａ】図６ａ、６ｂおよび６ｃは、Ｓｎ５８Ｂｉ＋２２．４重量％　ＳＡＣ３０５（
菱形）の混合物、Ｓｎ５８Ｂｉ＋２２．４重量％　ＳＡＣＸ０３０７（四角）の混合物お
よびＳｎ４５Ｂｉ（三角）についての、温度サイクルの間における、せん断力（６ａ）、
引張力（６ｂ）および金属間化合物（ＩＭＣ）の成長（６ｃ）の変化を示す。温度サイク
ルの条件は、－４０°Ｃから１２５°Ｃ、１０分間の保持時間（またはドウェルタイム、
dwell time）および１０００サイクルであった。図６ａおよび６ｂは、本発明のはんだの
せん断力および引張力（鉛の引張抵抗）の値が、Ｓｎ４５Ｂｉよりも温度サイクル後小さ
く低下することを示す。図６ｃは本発明のはんだについての温度サイクルの間のＩＭＣの
成長は、Ｓｎ４５Ｂｉと比べてかなり低いことを示し、これは本発明のはんだについて断
然優れたはんだ接合部の信頼性を示す。
【図６ｂ】図６ａ、６ｂおよび６ｃは、Ｓｎ５８Ｂｉ＋２２．４重量％　ＳＡＣ３０５（
菱形）の混合物、Ｓｎ５８Ｂｉ＋２２．４重量％　ＳＡＣＸ０３０７（四角）の混合物お
よびＳｎ４５Ｂｉ（三角）についての、温度サイクルの間における、せん断力（６ａ）、
引張力（６ｂ）および金属間化合物（ＩＭＣ）の成長（６ｃ）の変化を示す。温度サイク
ルの条件は、－４０°Ｃから１２５°Ｃ、１０分間の保持時間および１０００サイクルで
あった。図６ａおよび６ｂは、本発明のはんだのせん断力および引張力（鉛の引張抵抗）
の値が、Ｓｎ４５Ｂｉよりも温度サイクル後小さく低下することを示す。図６ｃは本発明
のはんだについての温度サイクルの間のＩＭＣの成長は、Ｓｎ４５Ｂｉと比べてかなり低
いことを示し、これは本発明のはんだについて断然優れたはんだ接合部の信頼性を示す。
【図６ｃ】図６ａ、６ｂおよび６ｃは、Ｓｎ５８Ｂｉ＋２２．４重量％　ＳＡＣ３０５（
菱形）の混合物、Ｓｎ５８Ｂｉ＋２２．４重量％　ＳＡＣＸ０３０７（四角）の混合物お
よびＳｎ４５Ｂｉ（三角）についての、温度サイクルの間における、せん断力（６ａ）、
引張力（６ｂ）および金属間化合物（ＩＭＣ）の成長（６ｃ）の変化を示す。温度サイク
ルの条件は、－４０°Ｃから１２５°Ｃ、１０分間の保持時間および１０００サイクルで
あった。図６ａおよび６ｂは、本発明のはんだのせん断力および引張力（鉛の引張抵抗）
の値が、Ｓｎ４５Ｂｉよりも温度サイクル後小さく低下することを示す。図６ｃは本発明
のはんだについての温度サイクルの間のＩＭＣの成長は、Ｓｎ４５Ｂｉと比べてかなり低
いことを示し、これは本発明のはんだについて断然優れたはんだ接合部の信頼性を示す。
【図７】図７は、Ｓｎ５８Ｂｉ＋ＳＡＣ３０５（円）の混合物およびＳｎ４５Ｂｉ（四角
）についての落下衝撃抵抗のデータを示す。Ｓｎ５８Ｂｉ＋ＳＡＣ３０５の混合物の落下
衝撃抵抗（故障までの平均落下回数：２００．３）は、Ｓｎ４５Ｂｉの落下衝撃抵抗（故
障までの平均落下回数：１６７．２）よりも明らかに高い。
【図８ａ】図８ａは合金：すなわち（左から右に）Ｓｎ５８Ｂｉ（鋳造直後（または鋳放
し、as cast））、Ｓｎ５８Ｂｉ（鋳造後４８時間）、Ｓｎ５８Ｂｉ＋１重量％のミクロ
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イズのＡｇ粒子の混合物（鋳造後４８時間）、Ｓｎ５８Ｂｉ＋Ｃｕ粒子で被覆された１重
量％のミクロンサイズのＡｇの混合物（鋳造後４８時間）、Ｓｎ５８Ｂｉ＋Ｃｕ粒子で被
覆された３重量％のミクロンサイズのＡｇの混合物（鋳造後４８時間）、およびＳｎ５８
Ｂｉ＋Ｃｕ粒子で被覆された５重量％のミクロンサイズのＡｇの混合物（鋳造後４８時間
）、についてのせん断強度値を示す。Ａｇの添加は、経時変化の結果として失われたせん
断強度を回復する（３重量％のＡｇ粒子に対して１４．６％の上昇）。
【図８ｂ】図８ｂは、合金：すなわち（左から右に）Ｓｎ５８Ｂｉ、Ｓｎ５８Ｂｉ＋１重
量％のミクロンサイズのＡｇ粒子の混合物、Ｓｎ５８Ｂｉ＋３重量％のミクロンサイズの
Ａｇ粒子の混合物、Ｓｎ５８Ｂｉ＋５重量％のミクロンサイズのＡｇ粒子の混合物、Ｓｎ
５８Ｂｉ＋１重量％のナノメートルサイズのＡｇ粒子の混合物、Ｓｎ５８Ｂｉ＋３重量％
のナノメートルサイズのＡｇ粒子の混合物、およびＳｎ５８Ｂｉ＋５重量％のナノメート
ルサイズのＡｇ粒子の混合物、についての硬度値を示す。３重量％のミクロンサイズのＡ
ｇ粒子の添加で、硬度は最大で２５％増加する。
【００６１】
　本請求に係る組成物は、ＬＥＤアセンブリ、太陽光電池セルのタブ付けおよびストリン
グ、半導体の後付けプロセス、ならびにダイアタッチメントを含む用途に役立つが、これ
に限定されるものではない。最終形態の要因は用途に依存するが、はんだはペースト、プ
リフォーム、膜およびワイヤーを含む任意の形態になることが可能であるが、これに限定
されるものではなく、また洗浄可能なまたはノークリーンタイプのフラックス化学と組み
合わせることが可能である。
【００６２】
　本開示またはそれについての好ましい実施形態の要素を引き合わせるとき、その冠詞“
ａ”、“ａｎ”、“ｔｈｅ”および“ｓａｉｄ”、１種以上の要素があることを意味する
ことを意図している。“含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）”、“含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ
）”および“有する（ｈａｖｉｎｇ）”は、包括的であり、かつ記載された要素以外に追
加的な要素があってもよいことを意味することを意図している。
【００６３】
　前述の詳細な説明は説明及び図面によって提供されており、添付の特許請求の範囲に限
定することを意図していない。本明細書に記載される現在の好ましい実施形態における多
くのバリエーションが当業者間での通常の技術の１つであることは明らかであり、添付の
特許請求の範囲およびそれらと同等の範囲内のままである。
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