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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】半導体素子のためのボンディングワイヤおよび
銀（Ａｇ）が主成分として使用される、該ボンディング
ワイヤを用いるＬＥＤパッケージを提供する。
【解決手段】半導体素子のためのボンディングワイヤ５
０は、５ｐｐｍ～１０ｗｔ％にて亜鉛（Ｚｎ）、スズ（
Ｓｎ）、およびニッケル（Ｎｉ）からなる群から選択さ
れる少なくとも１つを含み、残りが銀（Ａｇ）および他
の不可避の不純物を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５ｐｐｍ～１０ｗｔ％にて亜鉛（Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）、およびニッケル（Ｎｉ）から
なる群から選択される少なくとも１つを含み、
　残りが銀（Ａｇ）および他の不可避の不純物を含む、半導体素子のためのボンディング
ワイヤ。
【請求項２】
　０．０３ｗｔ％～１０ｗｔ％にて銅（Ｃｕ）、白金（Ｐｔ）、ロジウム（Ｒｈ）、オス
ミウム（Ｏｓ）、金（Ａｕ）、およびパラジウム（Ｐｄ）からなる群から選択される少な
くとも１つをさらに含む、請求項１に記載のボンディングワイヤ。
【請求項３】
　３ｐｐｍ～５ｗｔ％にてベリリウム（Ｂｅ）、カルシウム（Ｃａ）、マグネシウム（Ｍ
ｇ）、バリウム（Ｂａ）、ランタン（Ｌａ）、セリウム（Ｃｅ）、およびイットリウム（
Ｙ）からなる群から選択される少なくとも１つをさらに含む、請求項１または請求項２に
記載のボンディングワイヤ。
【請求項４】
　ＬＥＤチップ、前記ＬＥＤチップに電力を供給するためのリードフレーム、および前記
ＬＥＤチップと前記リードフレームを接続するためのボンディングワイヤを含む、発光ダ
イオード（ＬＥＤ）パッケージであって、前記ボンディングワイヤは、請求項１～３のい
ずれか一項に係る半導体素子のためのボンディングワイヤである、発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）パッケージ。
【請求項５】
　５ｐｐｍ～１０ｗｔ％にて亜鉛（Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）、およびニッケル（Ｎｉ）から
なる群から選択される少なくとも１つを含み、残りが銀（Ａｇ）および他の不可避の不純
物を含む、銀（Ａｇ）合金を、モールドに注入し、前記銀（Ａｇ）合金を融解する工程と
、
　融解した前記銀（Ａｇ）合金を連続鋳造する工程と、
　連続鋳造した前記銀（Ａｇ）合金を引き抜く工程と、
を含む、半導体素子のための結合ワイヤを製造する方法。
【請求項６】
　前記銀（Ａｇ）合金がさらに、０．０３ｗｔ％～１０ｗｔ％にて銅（Ｃｕ）、白金（Ｐ
ｔ）、ロジウム（Ｒｈ）、オスミウム（Ｏｓ）、金（Ａｕ）、およびパラジウム（Ｐｄ）
からなる群から選択される少なくとも１つを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記銀（Ａｇ）合金がさらに、３ｐｐｍ～５ｗｔ％にてベリリウム（Ｂｅ）、カルシウ
ム（Ｃａ）、マグネシウム（Ｍｇ）、バリウム（Ｂａ）、ランタン（Ｌａ）、セリウム（
Ｃｅ）、およびイットリウム（Ｙ）からなる群から選択される少なくとも１つを含む、請
求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　引き抜いた前記銀（Ａｇ）合金の軟化熱処理を実施する工程をさらに含む、請求項７に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボンディングワイヤ、より具体的には、半導体素子のためのボンディングワ
イヤ、および銀（Ａｇ）が主成分として使用される、該ボンディングワイヤを用いる発光
ダイオード（ＬＥＤ）パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ボンディングワイヤは、ＩＣチップまたはＬＥＤチップおよび一般に金（Ａｕ）で製造
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されるリードフレームを電気接続するための金属線である。近年の世界の金（Ａｕ）の価
格の急激な増加により、ボンディングワイヤを製造するコストを減少させるために、銅（
Ｃｕ）ワイヤまたはボンディングワイヤのためにパラジウム（Ｐｄ）がコーティングされ
た銅（Ｃｕ）ワイヤを使用する試みがなされている。一部の製造業社は銅（Ｃｕ）ワイヤ
を大量生産しているが、銅（Ｃｕ）の特徴は金（Ａｕ）のものと等しくないため、継続さ
れた研究が金（Ａｕ）に基づいた合金ワイヤで行われている。
【０００３】
　金（Ａｕ）に基づいた合金ワイヤとして金（Ａｕ）－銀（Ａｇ）合金ワイヤに関する研
究が行われている。金（Ａｕ）－銀（Ａｇ）合金ワイヤは、銀（Ａｇ）（すなわち合金元
素）が優れた電気伝導性を有し、金（Ａｕ）が完全な固溶体を形成するため、コストが減
少できるという利点を有する。しかしながら、多量の金（Ａｕ）が金（Ａｕ）－銀（Ａｇ
）合金ワイヤに含まれるため、コストの減少に限界がある。さらに、銅ワイヤおよびパラ
ジウム（Ｐｄ）でコーティングされた銅ワイヤは、反射性、すなわち、ＬＥＤの最も重要
な機能が悪化するため、ＬＥＤパッケージにおいて使用できない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、コストを減少させる効果を有しながら、優れた信頼性および反射性の特性を有
する新規の材料から作製されるボンディングワイヤを開発するための緊急の必要性が存在
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、半導体素子のためのボンディングワイヤおよび銀（Ａｇ）が主成分として使
用される、該ボンディングワイヤを用いるＬＥＤパッケージを提供することを目的とし、
信頼性があり、従来の金（Ａｕ）合金ワイヤと取り替えることができる合金ボンディング
ワイヤを提供する利点を有する。本発明の別の実施形態は、銀（Ａｇ）合金ボンディング
ワイヤが銀（Ａｇ）合金ワイヤに特有の表面変色を防止でき、製造時に高いショート比が
適用される、ＬＥＤパッケージを提供する。
【０００６】
　本発明の例示的な実施形態は、５ｐｐｍ～１０ｗｔ％にて亜鉛（Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）
、およびニッケル（Ｎｉ）からなる群から選択される少なくとも１つを含み、残りが銀（
Ａｇ）および他の不可避の不純物を含む、半導体素子のためのボンディングワイヤを提供
する。
【０００７】
　ボンディングワイヤはさらに、０．０３ｗｔ％～１０ｗｔ％にて銅（Ｃｕ）、白金（Ｐ
ｔ）、ロジウム（Ｒｈ）、オスミウム（Ｏｓ）、金（Ａｕ）、およびパラジウム（Ｐｄ）
からなる群から選択される少なくとも１つを含み得る。
【０００８】
　ボンディングワイヤはさらに、３ｐｐｍ～５ｗｔ％にてベリリウム（Ｂｅ）、カルシウ
ム（Ｃａ）、マグネシウム（Ｍｇ）、バリウム（Ｂａ）、ランタン（Ｌａ）、セリウム（
Ｃｅ）、およびイットリウム（Ｙ）からなる群から選択される少なくとも１つを含み得る
。
【０００９】
　本発明の別の例示的な実施形態に係る発光ダイオード（ＬＥＤ）パッケージは、ＬＥＤ
チップ、電力をＬＥＤチップに供給するためのリードフレーム、およびＬＥＤチップとリ
ードフレームを結合するためのボンディングワイヤを含み、ここで、そのボンディングワ
イヤは半導体素子のためのボンディングワイヤである。
【００１０】
　本発明の別の例示的な実施形態に係る半導体素子のためのボンディングワイヤを製造す
る方法は、以下の工程を含む：５ｐｐｍ～１０ｗｔ％にて亜鉛（Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）、
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およびニッケル（Ｎｉ）からなる群から選択される少なくとも１つを含み、残りが銀（Ａ
ｇ）および他の不可避の不純物を含む、銀（Ａｇ）合金をモールドに注入し、銀（Ａｇ）
合金を融解する工程；融解した銀（Ａｇ）合金を連続鋳造する工程；および連続鋳造した
銀（Ａｇ）合金を引き抜く工程。
【００１１】
　半導体素子のためのボンディングワイヤを製造する方法において、銀（Ａｇ）合金はさ
らに、０．０３ｗｔ％～１０ｗｔ％にて銅（Ｃｕ）、白金（Ｐｔ）、ロジウム（Ｒｈ）、
オスミウム（Ｏｓ）、金（Ａｕ）、およびパラジウム（Ｐｄ）からなる群から選択される
少なくとも１つを含んでもよい。
【００１２】
　半導体素子のためのボンディングワイヤを製造する方法において、銀（Ａｇ）合金はさ
らに、３ｐｐｍ～５ｗｔ％にてベリリウム（Ｂｅ）、カルシウム（Ｃａ）、マグネシウム
（Ｍｇ）、バリウム（Ｂａ）、ランタン（Ｌａ）、セリウム（Ｃｅ）、およびイットリウ
ム（Ｙ）からなる群から選択される少なくとも１つを含んでもよい。
【００１３】
　半導体素子のためのボンディングワイヤを製造する方法はさらに、引き抜かれた銀（Ａ
ｇ）合金に対して軟化熱処理を実施する工程を含んでもよい。上記のような本発明の半導
体素子のためのボンディングワイヤによれば、主成分として金（Ａｕ）より安い銀（Ａｇ
）を使用する銀（Ａｇ）合金ボンディングワイヤは、高生産生を提供でき、表面変色を防
ぎ、銀（Ａｇ）に合金元素を付加することにより優れた信頼性および機械特性を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の例示的な実施形態に係る銀（Ａｇ）合金ボンディングワイヤが
適用されるＬＥＤパッケージの構造を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明およびそれを達成するための方法の利点および特徴は、添付の図面と共に以下の
実施形態から明らかとなるだろう。しかしながら、本発明は、開示される実施形態に限定
されず、種々の方法で実施されてもよい。実施形態は、本発明の開示を完全にし、当業者
が本発明の範囲を完全に理解できるように提供されている。本発明は特許請求の範囲によ
り規定される。図面全体にわたって使用される同じ参照番号は同じまたは同様の部分を指
す。
【００１６】
　本発明の例示的な実施形態に係る半導体素子のためのボンディングワイヤを添付の図面
を参照して以下に詳細に記載する。参照のために、本発明を説明する際に、本発明の要旨
を不必要に曖昧にしてしまう恐れがある場合、既知の機能および構造の詳細な説明は省略
する。
【００１７】
　本発明の例示的な実施形態に係る半導体素子のためのボンディングワイヤは、５ｐｐｍ
～１０ｗｔ％にて亜鉛（Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）、およびニッケル（Ｎｉ）からなる群から
選択される少なくとも１つを含み、残りが銀（Ａｇ）および他の不可避の不純物を含む。
【００１８】
　半導体素子のためのボンディングワイヤはさらに、０．０３ｗｔ％～１０ｗｔ％にて銅
（Ｃｕ）、白金（Ｐｔ）、ロジウム（Ｒｈ）、オスミウム（Ｏｓ）、金（Ａｕ）およびパ
ラジウム（Ｐｄ）からなる群から選択される少なくとも１つを含み得る。
【００１９】
　半導体素子のためのボンディングワイヤはさらに、３ｐｐｍ～５ｗｔ％にてベリリウム
（Ｂｅ）、カルシウム（Ｃａ）、マグネシウム（Ｍｇ）、バリウム（Ｂａ）、ランタン（
Ｌａ）、セリウム（Ｃｅ）、およびイットリウム（Ｙ）からなる群から選択される少なく
とも１つを含み得る。銀（Ａｇ）は、本発明に係るボンディングワイヤを形成する基礎材
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料であり、９９．９９ｗｔ％（４－９グレード）またはそれ以上の純度を有し得る。銀（
Ａｇ）は、優れた電気伝導性および面心立法（ＦＣＣ）構造を有する。銀（Ａｇ）は、従
来のボンディングワイヤで一般に使用されている金（Ａｕ）と取り替えることができるの
で、ボンディングワイヤが製造される場合のコスト削減効果があり得る。
【００２０】
　本発明による主成分として銀（Ａｇ）を用いるボンディングワイヤの合金原子の合金比
および原子の特性は以下の通りである：
　第１群の原子
　第１群の原子は、亜鉛（Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）およびニッケル（Ｎｉ）を含む。半導体
素子において、銀（Ａｇ）ボンディングワイヤまたは銀（Ａｇ）合金ボンディングワイヤ
は、半導体チップのパッドに接続される。結合時において、銀（Ａｇ）ボンディングワイ
ヤまたは銀（Ａｇ）合金ボンディングワイヤは、外部環境の影響により容易に変色し得る
。本発明に係る第１群の原子は表面変色を防止する機能を有する。
【００２１】
　種々の実験により、第１群の原子が５ｐｐｍ未満で含まれる場合、第１群の原子は、表
面変色、低い引き抜き性、および低い信頼性を有し、第１群の原子が０．０１～１０ｗｔ
％にて含まれる場合、表面変色を有さず、優れた引き抜き性および信頼性を有することが
示されている。従って、第１の元素の適切な含有量は５ｐｐｍ～１０ｗｔ％である。
【００２２】
　第２群の原子
　第２群の原子は、銅（Ｃｕ）、白金（Ｐｔ）、ロジウム（Ｒｈ）、オスミウム（Ｏｓ）
、金（Ａｕ）、およびパラジウムを含む。第２群の原子は、室温および高温にて引っ張り
強度を増加させ、ループが形成された後のたるみまたは傾斜などのループ形状の屈曲また
は変形を抑制するように機能する。さらに、第２群の原子は、引き抜き性を増加させるた
めに機能するので、生産生を向上させる。超低ループが形成される場合、第２群の原子は
、ボールネック部分にて降伏力を上げることによって引っ張り強度を増加させるように機
能する。従って、ボールネック部分の損傷が減少または取り除かれるという効果が存在す
る。特に、ボンディングワイヤは小さな直径を有するが、ボールネックの損傷が抑制され
得る。
【００２３】
　銅（Ｃｕ）は、銀（Ａｇ）と同じＦＣＣ結晶構造を有し、室温および高温強度、特に剪
断強度を改良し、再結晶構造を改質する機能をする。
【００２４】
　さらに、銅（Ｃｕ）は、ロジウム（Ｒｈ）およびパラジウム（Ｐｄ）より高温および高
湿度にてより高い信頼性を有し、少量の銅（Ｃｕ）はロジウム（Ｒｈ）およびパラジウム
（Ｐｄ）の効果を改良し得る。しかしながら、多量の銅（Ｃｕ）が加えられる場合、酸化
の問題が生じ、ボンディングワイヤが強力になるため、パッドが損傷する。
【００２５】
　ボンディングワイヤの信頼性およびＭＴＢＡを改良するためにロジウム（Ｒｈ）および
パラジウム（Ｐｄ）が加えられる。多量のロジウム（Ｒｈ）およびパラジウム（Ｐｄ）が
加えられる場合、抵抗が増加し得、ボンディングワイヤが強力になり、ＭＴＢＡが短くな
り得るため、パッドが損傷し得る。
【００２６】
　銀（Ａｇ）と共に白金（Ｐｔ）は、完全な固溶体を形成し、圧縮ボールおよびアルミニ
ウムパッドの接着強度の劣化を抑制し得る。
【００２７】
　第２群の原子が０．０３ｗｔ％未満で加えられる場合、効果はない。第２群の原子が１
０ｗｔ％超で加えられる場合、フリーエアボールが形成されるくぼみ現象が生じ、完全な
球体を形成することが困難になる。従って、第２群の原子の適切な含有量は０．０３ｗｔ
％～１０ｗｔ％である。
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【００２８】
　第３群の原子
　第３群の原子は、ベリリウム（Ｂｅ）、カルシウム（Ｃａ）、マグネシウム（Ｍｇ）、
バリウム（Ｂａ）、ランタン（Ｌａ）、セリウム（Ｃｅ）およびイットリウム（Ｙ）を含
む。第３群の原子は、銀（Ａｇ）に対して均一に分配され、そこに固体が溶解され、格子
においてストレスの相互作用を生じるので、室温における強度を改善する。従って、第３
群の原子は、ボンディングワイヤの引っ張り強度を改良するように機能し、ループ形状を
安定させ、ループ高さの偏向を減少させるのに優れた効果を有する。
【００２９】
　ベリリウム（Ｂｅ）およびカルシウム（Ｃａ）は、改良された固溶体により銀（Ａｇ）
結晶格子を変形させる。従って、ベリリウム（Ｂｅ）およびカルシウム（Ｃａ）は、ボン
ディングワイヤの機械的強度を増加させ、ボンディングワイヤの再結晶温度を低下させ、
ループの高さを増加させ得る。
【００３０】
　第３群の原子が３ｐｐｍ未満で加えられる場合、上記の効果を得ることは難しい。第３
群の原子が５ｗｔ％を超えて加えられる場合、引っ張り強度が減少するため、破損がボー
ルネック部分で起こり得る危険性がある。従って、第３群の原子の適切な含有量は３ｐｐ
ｍ～５ｗｔ％である。
【００３１】
　本発明に係る半導体素子のためのボンディングワイヤは、銀（Ａｇ）および合金元素に
加えて不可避の不純物を含み得る。しかしながら、不純物は本発明の範囲を限定しない。
【００３２】
　本発明の別の例示的な実施形態に係るＬＥＤパッケージは、第１群の原子から第３群の
原子を含むボンディングワイヤを用いて製造され得る。すなわち、本発明にかかるＬＥＤ
パッケージ１００は、ＬＥＤチップ１０、ＬＥＤチップに電源を供給するためのリードフ
レーム２０、およびＬＥＤチップ１０とリードフレーム２０を結合するためのボンディン
グワイヤ５０を含む。
【００３３】
　より具体的には、図１を参照すると、本発明に係るＬＥＤパッケージ１００は、リード
フレーム２０およびリードフレーム２０に形成されるキャビティ３０の底部に取り付けら
れるＬＥＤチップ１０を含む。電極４０およびＬＥＤチップ１０の上面上の電極パッドは
ボンディングワイヤ５０により結合される。蛍光物質６０がキャビティ３０の内側にコー
ティングされ、ＬＥＤパッケージ１００を完成させるために硬化される。
【００３４】
　本発明に係る主成分として銀（Ａｇ）を用いる銀（Ａｇ）合金ボンディングワイヤはボ
ンディングワイヤ５０として使用される。本発明の別の例示的な実施形態に係る半導体素
子のためのボンディングワイヤを製造する方法は、５ｐｐｍ～１０ｗｔ％にて亜鉛（Ｚｎ
）、スズ（Ｓｎ）、およびニッケル（Ｎｉ）からなる群から選択される少なくとも１つを
含み、残りが銀（Ａｇ）および他の不可避の不純物を含む、銀（Ａｇ）合金をモールドに
注入し、銀（Ａｇ）合金を融解する工程と、溶解した銀（Ａｇ）合金を連続鋳造する工程
と、次いで連続鋳造した銀（Ａｇ）合金を引き抜く工程とを含む。
【００３５】
　銀（Ａｇ）合金はさらに、０．０３ｗｔ％～１０ｗｔ％にて銅（Ｃｕ）、白金（Ｐｔ）
、ロジウム（Ｒｈ）、オスミウム（Ｏｓ）、金（Ａｕ）、およびパラジウム（Ｐｄ）から
なる群から選択される少なくとも１つを含む。
【００３６】
　銀（Ａｇ）合金はさらに、３ｐｐｍ～５ｗｔ％にてベリリウム（Ｂｅ）、カルシウム（
Ｃａ）、マグネシウム（Ｍｇ）、バリウム（Ｂａ）、ランタン（Ｌａ）、セリウム（Ｃｅ
）、およびイットリウム（Ｙ）からなる群から選択される少なくとも１つを含む。
【００３７】
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　半導体素子のためのボンディングワイヤを製造する方法はさらに、引き抜かれた銀（Ａ
ｇ）合金に対して軟化熱処理を実施する工程を含む。本発明を、本発明に係るボンディン
グワイヤを製造する方法および製造したボンディングワイヤの物理特性の評価結果を参照
してより詳細に記載する。
【００３８】
　＜銀（Ａｇ）合金ボンディングワイヤを製造する方法＞
　０．０１ｗｔ％にて亜鉛（Ｚｎ）（すなわち、第１群の原子）、０．５ｗｔ％にて金（
Ａｕ）（すなわち、第２群の原子）、０．５ｗｔ％にてパラジウム（Ｐｄ）（すなわち、
第２群の原子）、０．００５ｗｔ％にてカルシウム（Ｃａ）（すなわち、第３群の原子）
を含み、残りが銀（Ａｇ）および他の不可避の不純物を含む、銀（Ａｕ）合金をモールド
に注入し、次いで溶解した。
【００３９】
　溶解した銀（Ａｇ）合金を連続鋳造し、引き抜き、次いで引き抜きにより硬化されたボ
ンディングワイヤを軟化させるために軟化熱処理に供した。本発明におけるボンディング
ワイヤの信頼性を評価するために使用した圧力チャンバ試験において、チャンバ条件は、
８５℃の温度、２気圧の圧力、８５％の相対湿度、および５０４時間以上で５Ｖを含んだ
。この条件において、ボンディングワイヤ材料を維持した後、次いでボール引き抜き試験
（ＢＰＴ）を実施することにより評価した。ＢＰＴの時間において、持ち上げを決定する
ための基準は、破損がボールネックにおいて生じないことであり、ボール接着部分をパッ
ドから持ち上げた。
【００４０】
　試験の結果として、ボール持ち上げ率が０％である場合、優れていると評価した。ボー
ル持ち上げ率が０％より高く２％未満である場合、良好と評価し、ボール持ち上げ率が２
％より高く５％未満である場合、平均と評価し、ボール持ち上げ率が５％より高い場合、
不良と評価した。
【００４１】
　表１は、本発明に係るボンディングワイヤの成分の含有量を示す。以下の表１において
、Ｎｏ．１～Ｎｏ．７１は、本発明に従って製造したボンディングワイヤの実験例を示し
、各ボンディングワイヤの成分の含有量を表に示す。各成分の含有量の単位は重量パーセ
ントであり、銀（Ａｇ）の含有量は残りのバランス（Ｂａｌ）を示す。
【００４２】
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【表１－１】

【００４３】
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【表１－２】

【００４４】
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【表１－３】

【００４５】
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【表１－４】

【００４６】
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【表１－５】

【００４７】
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【表１－６】

【００４８】



(14) JP 2013-110410 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

【表１－７】

【００４９】
　表１において、実験の実施例１～８は、亜鉛（Ｚｎ）（すなわち第１の群の原子）含有
量を変化させることによって製造されたボンディングワイヤを示し、実験の実施例９～１
６は、スズ（Ｓｎ）（すなわち、第１の群の原子）含有量を変化させることによって製造
されたボンディングワイヤを示し、実験の実施例１７～２４は、ニッケル（Ｎｉ）を変化
させることによって製造されたボンディングワイヤを示す。
【００５０】
　さらに、実験の実施例２５～３１は、銅（Ｃｕ）（すなわち、第２の群の原子）含有量
を変化させることによって製造されたボンディングワイヤを示し、実験の実施例３２およ
び３３は、白金（Ｐｔ）（すなわち、第２の群の原子）含有量を変化させることによって
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製造されたボンディングワイヤを示し、実験の実施例３４および３５は、ロジウム（Ｒｈ
）およびオスミウム（Ｏｓ）（すなわち、第２の群の原子）をそれぞれ加えることによっ
て製造されたボンディングワイヤを示し、実験の実施例３６～３８は、金（Ａｕ）（すな
わち、第２の群の原子）含有量を変化させることによって製造されたボンディングワイヤ
を示し、実験の実施例３９～４５は、パラジウム（Ｐｄ）（すなわち、第２の群の原子）
含有量を変化させることによって製造されたボンディングワイヤを示す。
【００５１】
　実験の実施例４６は、ベリリウム（Ｂｅ）（すなわち、第３の群の原子）を加えること
によって製造されたボンディングワイヤを示し、実験の実施例４７～５０は、カルシウム
（Ｃａ）（すなわち、第３の群の原子）含有量を変化させることによって製造されたボン
ディングワイヤを示し、実験の実施例５１～５５は、マグネシウム（Ｍｇ）、バリウム（
Ｂａ）、ランタン（Ｌａ）、セリウム（Ｃｅ）、およびイットリウム（Ｙ）（すなわち、
第３の群の原子）をそれぞれ加えることによって製造されたボンディングワイヤを示す。
【００５２】
　実験の実施例５６～６０は、亜鉛（Ｚｎ）（すなわち、第１の群の原子）含有量および
銅（Ｃｕ）（すなわち、第２の群の原子）含有量を変化させることによって製造されたボ
ンディングワイヤを示し、実験の実施例６１～６４は、スズ（Ｓｎ）（すなわち、第１の
群の原子）含有量および金（Ａｕ）（すなわち、第２の群の原子）含有量を変化させるこ
とによって製造されたボンディングワイヤを示し、実験の実施例６５～６８は、ニッケル
（Ｎｉ）（すなわち、第１の群の原子）含有量およびパラジウム（Ｐｄ）（すなわち、第
２の群の原子）含有量を変化させることによって製造されたボンディングワイヤを示す。
【００５３】
　実験の実施例６９は、亜鉛（Ｚｎ）（すなわち、第１の群の原子）含有物、金（Ａｕ）
およびパラジウム（Ｐｄ）（すなわち、第２の群の原子）ならびにカルシウム（Ｃａ）（
すなわち、第３の群の原子）を含むボンディングワイヤを示す。実験の実施例７０は、ニ
ッケル（Ｎｉ）（すなわち、第１の群の原子）、金（Ａｕ）およびパラジウム（Ｐｄ）（
すなわち、第２の群の原子）、およびイットリウム（Ｙ）（すなわち、第３の群の原子）
を含むボンディングワイヤを示す。実験の実施例７１は、スズ（Ｓｎ）（すなわち、第１
の群の原子）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、およびパラジウム（Ｐｄ）（すなわち、第２の
群の原子）、およびセリウム（Ｃｅ）（すなわち、第３の群の原子）を含むボンディング
ワイヤを示す。
【００５４】
　以下の表２は、表１に示した本発明に係るボンディングワイヤの物理特性の評価結果を
示す。
【００５５】
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【００５６】
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【表２－２】

【００５７】
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【表２－３】

【００５８】
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【表２－４】

【００５９】
　表２において、表面変色は、ワイヤの反射性に基づいて測定した結果であり、◎は優れ
た状態を示し、○は良好な状態を示し、△は通常の状態を示し、×は悪い状態を示す。
【００６０】
　ＦＡＢはフリーエアボールの略語である。ボールボンディングを実施するための円形の
ＦＡＢは、二次結合後にＥＦＯ放出を用いることによってキャピラリーチップにおけるワ
イヤテイルにて形成され得る。従って、形成されたＦＡＢ形状に関して、完全な球体が優
れた状態により示される。形成される場合、ＦＡＢ形状は完全な球体であるが、かなり優
れた状態により示されるワイヤの中心からわずかに外れる。形成される場合、ＦＡＢ形状
は、完全な球体からわずかに外れ、ワイヤの中心は通常の状態により示される。傾斜して
いる場合、ボール（ワイヤの中心から非常に外れたＦＡＢ）および結合はできず、形成さ
れたＦＡＢ形状は悪い状態により示される。
【００６１】
　ＦＡＢ形状特性はまた、表面変色のマークと同じ意味により示される。高湿度信頼性は
、プレッシャークッカー試験（ＰＣＴ）において接着強さ（ＢＰＴ値）により示される。
銀（Ａｇ）合金ワイヤは３０μｍの直径を有し、ＰＣＴは約９６時間、１２１℃にて実施
した。接着強さの信頼性において、◎は優れた状態を示し、○はかなり優れた状態を示し
、△は通常の状態を示し、×は悪い状態を示す。
【００６２】
　プロセス可能性は、銀（Ａｇ）合金ワイヤの１ｋｍあたりに切断したワイヤの数により
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測定した。プロセス可能性は、値の減少により良好な特徴を有する。寿命試験において、
１００ｎｍ厚の酸化層が銀（Ａｇ）合金ワイヤに形成するのにかかる時間をデータにより
示した。寿命試験は値の増加により良好な特徴を有する。表１から２から、亜鉛（Ｚｎ）
、スズ（Ｓｎ）、およびニッケル（Ｎｉ）含有量（すなわち、第１の添加成分）は、実験
の実施例１～２４において銀（Ａｇ）合金ワイヤの表面変色に影響を及ぼすことが見られ
得る。
【００６３】
　実験の実施例１～２４において、銀（Ａｇ）合金ワイヤは、０．０１～１０ｗｔ％の亜
鉛（Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）、およびニッケル（Ｎｉ）含有量において優れた表面変色、引
き抜き性、および信頼性を有し、ＦＡＢ形状特性は、５ｗｔ％またはそれより高い亜鉛（
Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）、およびニッケル（Ｎｉ）含有量で影響を及ぼすことが見られ得る
。実験の実施例２５～３１において、銅（Ｃｕ）含有量（すなわち、第２の群の成分）は
、銀（Ａｇ）合金ワイヤの表面変色に影響を及ぼすことが見られ得る。銅（Ｃｕ）含有量
が１％未満である場合、銀（Ａｇ）合金ワイヤの表面変色は優れた特徴を有する。銅（Ｃ
ｕ）含有量が０．１％またはそれより高い場合、優れたプロセス可能性の特徴が示し始め
る。他方で、銀（Ａｇ）合金ワイヤの信頼性およびＦＡＢ形状は悪影響を与えることが見
られ得る。
【００６４】
　実験の実施例３６～４５において、金（Ａｕ）およびパラジウム（Ｐｄ）含有量（すな
わち、第２の群の成分）は信頼性に対して優れた効果を有し、パラジウム（Ｐｄ）含有量
を有する銀（Ａｇ）合金ワイヤの表面変色は、プロセス可能性に関して良好な特性を有す
ることが見られ得る。実験の実施例５１～５５において、マグネシウム（Ｍｇ）、バリウ
ム（Ｂａ）、ランタン（Ｌａ）、セリウム（Ｃｅ）、およびイットリウム（Ｙ）（すなわ
ち、第３の群の成分）は、銀（Ａｇ）合金ワイヤの接着強さおよび引き抜き特性を表わす
。実験の実施例５６～６０において、亜鉛（Ｚｎ）および銅（Ｃｕ）を含む合金の特性が
知られ得る。接着強さは増加し、引き抜き特性は亜鉛（Ｚｎ）および銅（Ｃｕ）含有量の
増加により良好になることが見られ得る。
【００６５】
　実験の実施例６１～６４において、スズ（Ｓｎ）および金（Ａｕ）を含む合金の特徴が
知られ得る。引き抜き特性はスズ（Ｓｎ）および金（Ａｕ）含有量の減少により優れ、接
着強さおよび寿命時間はスズ（Ｓｎ）および金（Ａｕ）の増加により増加することが見ら
れ得る。実験の実施例６５～６８において、ニッケル（Ｎｉ）およびパラジウム（Ｐｄ）
を含む合金の特性が知られ得る。強さは、ニッケル（Ｎｉ）およびパラジウム（Ｐｄ）含
有量の増加により向上し、パラジウム（Ｐｄ）の引き抜き特性および強度は向上すること
が見られ得る。実験の実施例６９～７１において、金（Ａｕ）およびパラジウム（Ｐｄ）
を含む三元合金またはそれ以上から作製された銀（Ａｇ）合金ワイヤの特性が知られ得る
。金（Ａｕ）およびパラジウム（Ｐｄ）含有量が増加する場合、接着強さおよび引き抜き
特性は優れるが、電気特性は減少する傾向がある。金（Ａｕ）およびパラジウム（Ｐｄ）
が含まれる場合、信頼性は優れた特性であり、寿命期間が増加するという優れた特性が存
在する。
【００６６】
　本発明は、本発明の例示的な実施形態に基づいて記載してきたが、本発明に関する当業
者は、本発明が、本発明の技術的精神または本質的な特徴から逸脱せずに種々の方法で実
施され得ることを理解するだろう。
【００６７】
　従って、上記の実施形態は例示であり、全ての態様から制限的ではないことが理解され
るだろう。本発明の範囲は、詳細な説明よりむしろ添付の特許請求の範囲により規定され
、本発明は、添付の特許請求の範囲の意味および範囲およびそれらの等価物から導かれる
全ての修飾または変更を含むとみなされるべきである。
【符号の説明】
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【００６８】
１０：ＬＥＤチップ
２０：リードフレーム
３０：キャビティ
４０：電極
５０：ボンディングワイヤ
６０：蛍光物質
１００：ＬＥＤパッケージ

【図１】
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