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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1電子部材のCu電極と、第2電子部材のCu電極とを無鉛はんだバンプを介して接合し、
電流密度が0.7×103[A/cm2]以上の大電流が前記第1電子部材および前記第2電子部材間に
前記無鉛はんだバンプを介して流れる無鉛はんだバンプ接合構造であって、
　前記無鉛はんだバンプは、
　Snを主体とする合金および不可避不純物からなり、前記第1電子部材のCu電極との境界
と、前記第2電子部材のCu電極との境界とに金属間化合物層を形成し、
　各前記金属間化合物層は、
　前記無鉛はんだバンプとの界面に、該金属間化合物層の平均膜厚の30％以下となる膜厚
部分の谷部と、該谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が、0.02[
個／μm]以下である
　ことを特徴とする無鉛はんだバンプ接合構造。
【請求項２】
　前記無鉛はんだバンプは、Ni、Co、Feの1種以上を総計で0.005～0.2質量％含む
　ことを特徴とする請求項1記載の無鉛はんだバンプ接合構造。
【請求項３】
　前記無鉛はんだバンプは、Ag:0～5質量％、Cu:0～2質量％を含む
　ことを特徴とする請求項1または2に記載の無鉛はんだバンプ接合構造。
【請求項４】
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　前記無鉛はんだバンプは、さらにP、Mg、Geの1種以上を総計で0～0.01質量％含む
　ことを特徴とする請求項1～3のいずれか1項に記載の無鉛はんだバンプ接合構造。
【請求項５】
　前記無鉛はんだバンプは、Pd、Mn、Zn、Al、Sb、Inの1種以上を含み、Pd、Mn、Al：0～
1質量％、Zn：0～10質量％、Sb：0～3質量％、In：0～7質量％である
　ことを特徴とする請求項1～4のいずれか1項に記載の無鉛はんだバンプ接合構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無鉛はんだバンプ接合構造に関し、例えば第1電子部材の銅電極（以下、Cu
電極と呼ぶ）と、第2電子部材のCu電極とを無鉛はんだバンプで接合した無鉛はんだバン
プ接合構造に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器等の電子部材間を電気的に接続する方法として、電極上に形成されたバンプと
呼ばれる突起を用いる方法が知られている。近年では、環境問題やEU(欧州連合)のRoHS指
令(Restriction　of　the　Use　of　Certain　Hazardous　Substances　in　Electrical
　and　Electronic　Equipment)等により、Cu電極上に形成するバンプとして、Pbを含有
しない、無鉛はんだ合金が多く採用されている（例えば、特許文献1参照）。
【０００３】
　また、近年、電子機器の小型化・高機能化に伴い、半導体実装においても高密度実装が
要求されている。このため、高密度実装に有利なフリップチップ実装が急速に採用されつ
つあり、近年ではその電極ピッチが200［μm］以下というような狭ピッチが要求されるよ
うになっている。このような狭ピッチでは、バンプを微細化することも必須となるが、そ
の一方で、昨今のチップの高性能化に伴い電流量も増大している。
【０００４】
　しかしながら、無鉛はんだ合金による電子部材間の接合部（以下、単に、無鉛はんだ接
合部とも呼ぶ）では、単位面積当りを流れる電流（電流密度）が上昇すると、無鉛はんだ
接合部でCuのエレクトロマイグレーション（以下、エレクトロマイグレーションとはCuの
エレクトロマイグレーションを意味する。）現象が発生してしまい、ひいては断線不良を
引き起こすことが懸念される。そこで、近年では、無鉛はんだ接合部のCu電極上に予めNi
層を形成しておき、このNi層をバリア層として機能させることで、Cu電極からのCu拡散を
抑制し、電流密度が高くなってもエレクトロマイグレーション現象が発生し難い無鉛はん
だバンプ接合構造が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平5-50286号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、かかる構成を有する無鉛はんだバンプ接合構造では、エレクトロマイグ
レーション現象の発生を抑制するため、第1電子部材のCu電極上に無鉛はんだボールを設
置させる前に、Cu電極表面にバリア層としてNi層を予め形成しておくとともに、第2電子
部材側のCu電極にも同じようにNi層を予め形成しておく必要があり、Ni層の成膜工程があ
る分、無鉛はんだバンプ接合構造の製造工程が煩雑になり、コストアップになるなど製造
時における負担が増加してしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明では、上記のような問題に鑑みてなされたものであり、製造時における負担を従
来よりも軽減しつつ、エレクトロマイグレーション現象の発生を抑制し得る無鉛はんだバ
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ンプ接合構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の請求項1に係る無鉛はんだバンプ接合構造は、第1電子部材のCu電極と、第2電
子部材のCu電極とを無鉛はんだバンプを介して接合し、電流密度が0.7×103[A/cm2]以上
の大電流が前記第1電子部材および前記第2電子部材間に前記無鉛はんだバンプを介して流
れる無鉛はんだバンプ接合構造であって、前記無鉛はんだバンプは、Snを主体とする合金
および不可避不純物からなり、前記第1電子部材のCu電極との境界と、前記第2電子部材の
Cu電極との境界とに金属間化合物層を形成し、各前記金属間化合物層は、前記無鉛はんだ
バンプとの界面に、該金属間化合物層の平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、該
谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が、0.02[個／μm]以下であ
ることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の請求項2に係る無鉛はんだバンプ接合構造は、請求項1において、前記無鉛はん
だバンプは、Ni、Co、Feの1種以上を総計で0.005～0.2質量％含むことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の請求項3に係る無鉛はんだバンプ接合構造は、請求項1または2において、前記
無鉛はんだバンプは、Ag:0～5質量％、Cu:0～2質量％を含むことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の請求項4に係る無鉛はんだバンプ接合構造は、請求項1～3のいずれか1項におい
て、前記無鉛はんだバンプは、さらにP、Mg、Geの1種以上を総計で0～0.01質量％含むこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明の請求項5に係る無鉛はんだバンプ接合構造は、請求項1～4のいずれか1項におい
て、前記無鉛はんだバンプは、Pd、Mn、Zn、Al、Sb、Inの1種以上を含み、Pd、Mn、Al：0
～1質量％、Zn：0～10質量％、Sb：0～3質量％、In：0～7質量％であることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の無鉛はんだバンプ接合構造によれば、従来のように第1電子部材および第2電子
部材の各Cu電極表面にそれぞれバリア層としてNi層を予め形成しておかなくても、金属間
化合物層のCu電極との界面に形成する金属間化合物層の凹凸形状を0.02[個／μm]以下と
することで、Cuが拡散し難くなり、エレクトロマイグレーション現象の発生を抑制し得る
。かくして、Cu電極表面にバリア層としてNi層を形成する成膜工程を省ける分だけ、製造
時における負担を軽減できるので、製造時における負担を従来よりも軽減しつつ、エレク
トロマイグレーション現象の発生を抑制し得る無鉛はんだバンプ接合構造を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の無鉛はんだバンプ接合構造の側断面構成を示すSEM写真である。
【図２】図１に示した無鉛はんだバンプ接合構造のうち、無鉛はんだバンプとCu電極との
境界部分を拡大した光顕写真である。
【図３】IMC界面に着目した耐エレクトロマイグレーション性の向上効果のメカニズム説
明（１）に供する概略図である。
【図４】IMC界面に着目した耐エレクトロマイグレーション性の向上効果のメカニズム説
明（２）に供する概略図である。
【図５】IMC界面の平坦化の説明に供する概略図である。
【図６】熱処理前と熱処理後の金属間化合物層の側断面構成（１）を示す概略図である。
【図７】熱処理前と熱処理後の金属間化合物層の側断面構成（２）を示す概略図である。
【図８】検証用回路の全体構成を示す概略図である。
【図９】比較例1の無鉛はんだバンプ接合構造の側断面構成を示すSEM写真である。
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【図１０】図９に示した無鉛はんだバンプ接合構造のうち、無鉛はんだバンプとCu電極と
の境界部分を拡大した光顕写真である。
【図１１】破断時間と電流密度との関係を示したグラフである。
【図１２】実施例1の無鉛はんだバンプ構造に対し所定時間熱処理したときの金属間化合
物層のIMC界面断面を示す光顕写真である。
【図１３】比較例1の無鉛はんだバンプ構造に対し所定時間熱処理したときの金属間化合
物層のIMC界面断面を示す光顕写真である。
【図１４】抵抗変化率と経過時間との関係を示したグラフである。
【図１５】Niの添加量を変えたときの上側のIMC界面を拡大した光顕写真である。
【図１６】Niの添加量を変えたときの下側のIMC界面を拡大した光顕写真である。
【図１７】実施例7の無鉛はんだバンプ接合構造におけるIMC界面断面の光顕写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明の無鉛はんだバンプ接合構造B11のSEM（Scanning　Electron　Microsco
pe）写真であり、無鉛はんだ合金によって形成された無鉛はんだバンプ5が、第1電子部材
2のCu電極3aと、第2電子部材9のCu電極3bとの間に形成されており、対向するCu電極3a,3b
を無鉛はんだバンプ5を介して物理的および電気的に接合している。なお、図１中、4a,4b
は絶縁膜であり、Cu電極3a,3bが絶縁膜4a,4bに取り囲まれた構成となっている。
【００１６】
　本発明の無鉛はんだバンプ接合構造B11は、Cu電極3a,3b表面にバリア層としてのNi層が
形成されておらず、製造過程で行われるリフローによって、無鉛はんだバンプ5およびCu
電極3a,3bの各境界に、バリア層として機能する金属間化合物（IMC：Inter Metallic Com
pound）層7a,7bが形成される点で従来の無鉛はんだバンプ接合構造とは相違している。
【００１７】
　また、これに加えて無鉛はんだバンプ接合構造B11に形成された金属間化合物層7a,7bは
、無鉛はんだバンプ5との界面が平坦化されていることによって、Cu電極3a,3bおよび無鉛
はんだバンプ5間において、耐エレクトロマイグレーション性が向上しており、Cuのエレ
クトロマイグレーション現象を原因とした断線不良を抑制し得るように構成されている。
【００１８】
　特に、本発明の無鉛はんだバンプ接合構造B11は、電流密度が0.7×103[A/cm2]以上の大
電流、好ましくは、電流密度が1.0×103[A/cm2]以上の大電流を用いた電気回路に用いら
れるものであり、このような大電流が第1電子部材2および第2電子部材9間に無鉛はんだバ
ンプ5を介して流れても、エレクトロマイグレーション現象の発生を抑制し得るようにな
されている。
【００１９】
　また、無鉛はんだバンプ接合構造B11では、例えば無鉛はんだ合金がボール状に形成さ
れた無鉛はんだボールを用いて無鉛はんだバンプ5を形成する場合、直径が10～300[μm]
程度の無鉛はんだボールを用い、無鉛はんだバンプ5の微小化が図れており、無鉛はんだ
バンプ5を介した第1電子部材2および第2電子部材9間での電流密度が上昇しても、断線不
良が生じることなく、第1電子部材2および第2電子部材9間に大電流を流し続けることがで
きる。
【００２０】
　Cu電極3a,3b表面の金属間化合物層7a,7bは、製造過程にて無鉛はんだ合金がCu電極3a,3
b表面でリフローされ、無鉛はんだバンプ5が形成される際に形成されるものである。本発
明では、リフローにて形成される金属間化合物層7a,7bの無鉛はんだバンプ5との界面形状
が重要であり、当該界面形状が平坦化され膜厚がほぼ均一に形成されていることで、Cu電
極3a,3bのCuが無鉛はんだバンプ5内に拡散し難くなり、エレクトロマイグレーション現象
の発生を抑制し得る。
【００２１】
　ここで、図２Ａおよび図２Ｂは、図１に示した無鉛はんだバンプ接合構造B11のうち、
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無鉛はんだバンプ5とCu電極3a,3bとの境界部分を拡大した光顕写真である。図２Ａおよび
図２Ｂに示すように、金属間化合物層7a,7bは、無鉛はんだバンプ5との界面（以下、IMC
界面と呼ぶ）12において、金属間化合物層7a,7bの平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の
谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が0.02[個／μm
]以下、好ましくは0.01[個／μm]以下であることが重要となる。このように金属間化合物
層7a,7bは、IMC界面12に形成される高低差の大きい4[μm]以上の凹凸形状が0.02[個／μm
]以下となることで当該IMC界面12が平坦化されていると言え、このような平坦化した界面
形状によってCu電極3a,3bのCu拡散を抑制し得る。
【００２２】
　凹凸形状が0.01[個／μm]以下であると、金属間化合物層7a,7bのIMC界面12が一段と平
坦化され、Cu電極3a,3bのCu拡散を一段と抑制し得、さらに耐エレクトロマイグレーショ
ン性の向上効果が得られる。一方、凹凸形状が0.02[個／μm]を超えると、金属間化合物
層7a,7bのIMC界面12が凹凸化して、谷部と山部の高低差や、谷部幅が大きくなり、Cu電極
3a,3bのCuがIMC界面12の深く凹んだ谷部から無鉛はんだバンプ5内へ拡散し易くなり、耐
エレクトロマイグレーション性の向上効果が得られない。
【００２３】
　本発明では、例えば、金属間化合物層7a,7bの一端から他端までの全幅の側断面形状を
断面横方向から観察し、この側断面位置にて幅方向x（対向するCu電極3a,3b間を結んだ方
向yと直交する方向（図１））に延びるIMC界面12の全幅に、金属間化合物層7a,7bの平均
膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以
上である凹凸形状が幾つあるかを特定する。
【００２４】
　金属間化合物層7a,7bのIMC界面断面形状を観察する際は、光学顕微鏡による光顕写真を
用いた光顕観察の他、SEM写真を用いたSEM観察を適用可能である。凹凸形状の数は、金属
間化合物層7a,7bの任意の側断面位置にて、IMC界面12の全幅中に、上記の凹凸形状がいく
つあるかを目視や所定の画像処理ソフトを利用して特定し、この側断面位置でのIMC界面1
2の全幅寸法と、特定した凹凸形状の個数とから線密度として算出している。なお、金属
間化合物層7a,7bのIMC界面断面形状を観察する全幅位置は、Cu電極3a,3bの直径位置であ
る必要はなく、直径位置からずれた位置であってもよい。なお、この実施の形態の場合、
Cu電極3a,3bは、電極径の設計値を150[μm]とした。
【００２５】
　金属間化合物層7a,7bの平均膜厚は、例えば側断面位置にて金属間化合物層7a,7bの領域
だけを特定抽出可能な画像処理ソフトを利用したり、その他種々の手法を利用すればよい
。その一例としては、金属間化合物層7a,7bの光顕写真やSEM写真等の側断面画像を基に、
金属間化合物層7a,7bの側断面領域を目視で抽出してゆき、抽出した領域内の面積を、画
像解析ソフトを用いて算出し、側断面画像中のIMC界面12の全幅寸法と、面積とから平均
膜厚を算出する。次いで、この平均膜厚の30％となる膜厚値を算出した後、Cu電極3a,3b
と金属間化合物層7a,7bとの境界線を特定し、この境界線を基準として境界線に沿って平
均膜厚の30％となる30％平均ラインを引いてゆき、30％平均ラインを下回る深く凹んだ谷
部を特定する。そして、30％平均ラインを下回った膜厚の薄い部分の谷部と、この谷部に
隣接する山部との高低差が4[μm]以上あるかを確認してゆき、高低差が4[μm]以上の凹凸
形状の数を特定し、IMC界面12の観察位置の全幅寸法から線密度が0.02[個／μm]以下であ
るか否かを判断する。
【００２６】
　ここで、図２Ａでは、金属間化合物層7aの側断面領域を抽出して、画像解析ソフト（Im
age J）にて側断面領域の面積を算出し、金属間化合物層7aの平均膜厚を算出したところ
、3.4[μm]（図中、平均＝3.4μmと表記）となり、平均膜厚の30％が1.02[μm]（図中、3
0％平均＝1.02μmと表記）となった。金属間化合物層7aでは、平均膜厚の30％の数値を30
％平均ラインとしてCu電極3aの境界を基準に引き、上述した凹凸形状の数を目視にて数え
たところ、0[個／μm]（0個／129[μm]）であり、IMC界面が平坦化された構成となってい
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る（図中、4[μm]の長さの目安として両方向矢印を表記）。
【００２７】
　また、図２Ｂも、同様に、金属間化合物層7bの平均膜厚を算出したところ、2.9[μm]（
図中、平均＝2.9μmと表記）となり、平均膜厚の30％が0.87[μm]（図中、30％平均＝0.8
7μmと表記）となった。金属間化合物層7bでは、平均膜厚の30％の数値を30％平均ライン
としてCu電極3bの境界を基準に引き、上述した凹凸形状の数を数えたところ、0[個／μm]
（0個／138[μm]）であり、IMC界面12が平坦化された構成となっている。
【００２８】
　ここで、金属間化合物層7a,7bにおけるIMC界面12の界面形状に着目して耐エレクトロマ
イグレーション性の向上効果のメカニズムについて推察する。図３Ａは、平均膜厚の30％
以下となる膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹
凸形状が、IMC界面12に0.02[個／μm]よりも多く形成された金属間化合物層7gのイメージ
図を示す。このように高低差が大きい凹凸形状がIMC界面12に0.02[個／μm]より多くある
金属間化合物層7gでは、山部と谷部の高低差が大きい凹凸形状が多く存在している分だけ
、IMC界面12が不均一な膜厚となる。
【００２９】
　無鉛はんだバンプ5がSnを主成分とした場合、Cu電極上に形成される金属間化合物層7g
は薄いCu3Sn層とCu6Sn5となる。なお、リフロー直後にCu側に形成されるCu3Sn層はCu6Sn5
層に比べ薄いため図示しないが、金属間化合物層7gはCu3SnとCu6Sn5を合わせたものとす
る。この場合、金属間化合物層7gのCu6Sn5は、Snを主成分とする無鉛はんだバンプ5より
も抵抗値が大きいことから、大きく凹んで膜厚が小さくなっている凹凸形状の谷部Vの抵
抗値が他の箇所よりも低くなる。このため、図３Ｂに示すように、金属間化合物層7gでは
、凹凸形状の大きく凹んだ谷部Vに、Cu電極3aからの電流が集中し易くなる。金属間化合
物層7gは、凹凸形状の谷部Vに電流が集中すると、エレクトロマイグレーションにより図
３Ｃに示すように、Cu電極3aのCuや、金属間化合物層7g中のCuの拡散が促進され、結果と
して、図３Ｄに示すように、IMC界面12の谷部周辺からもCuが抜けてゆき、ボイドが拡大
してゆく。金属間化合物層7gは、図３Ｅに示すように、さらにボイドが拡大してゆくとと
もに、これに応じて電流密度も上昇してゆき、最終的には断線不良を引き起こす。
【００３０】
　これに対し、図４Ａに示すように、本発明の金属間化合物層7eは、平均膜厚の30％以下
となる膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形
状が、IMC界面に0.02[個／μm]以下となっており、IMC界面12が平坦化され、膜厚が均一
化されている。これにより、金属間化合物層7eでは、図４Ｂに示すように、Cu電極3aから
の電流が分散化して電流の集中箇所が少なくなり、Cu電極3aのCuや、金属間化合物層7e中
のCuの拡散を抑制でき、耐エレクトロマイグレーション性の向上効果が得られる。
【００３１】
　以上の点をまとめると、図５Ａに示すように、IMC界面12に凹凸がなく平面状の金属間
化合物層7cだけでなく、図５Ｂに示すように、IMC界面12に高低差が4[μm]未満の浅い凹
凸が少数ある金属間化合物層7dや、図５Ｃに示すように、IMC界面12に凹凸が多数あって
も谷部と山部の高低差が4[μm]未満で凹凸が浅い金属間化合物層7eについても、IMC界面1
2が平坦化されていると言い得、谷部周辺からのCu拡散が抑制され、耐エレクトロマイグ
レーション性の向上効果が得られる。
【００３２】
　一方、図５Ｅに示すように、IMC界面12に高低差が4[μm]以上の大きな凹凸形状が0.02[
個／μm]を遙か超えて多数ある金属間化合物層7gの他、図５Ｄに示すように、IMC界面12
に高低差が4[μm]以上の凹凸形状が疎らにあっても、凹凸形状が0.02[個／μm]を超えて
存在する金属間化合物層7gは、IMC界面12が平坦化されているとは言い得ず、谷部周辺か
らCu拡散が生じ易くなり、耐エレクトロマイグレーション性の向上効果が得られない。
【００３３】
　ここで、無鉛はんだバンプ5および金属間化合物層7a,7bを形成する無鉛はんだ合金とし
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ては、Snを主体とする合金および不可避不純物からなるものが好ましい。Snを主体とする
合金および不可避不純物からなる無鉛はんだ合金でも、無鉛はんだバンプ接合構造の作製
後に、無鉛はんだ合金の固相温度未満で長時間熱処理（後述する）することで、金属間化
合物層7a,7bのIMC界面12を平坦化させることが可能となり、耐エレクトロマイグレーショ
ン性の向上効果が得られる。なお、Snを主体とは、無鉛はんだ合金を構成する組成物全体
の質量を基準として、Snを70質量％以上含有するものをいう。
【００３４】
　上記の無鉛はんだ合金としては、Snを主体とする合金および不可避不純物からなる無鉛
はんだ合金の他、Sn-Ag-Cu系、Sn-Ag系、Sn-Cu系のようなはんだ成分系でも有効であり、
この場合、Ag：0～5質量％、Cu：0～2質量％を含有させることが好ましい。Sn-Ag系また
はSn-Ag-Cu系の無鉛はんだ合金として、Ag：1～5質量％を含有させた場合には、凝固組織
の中にAg3Sn金属間化合物のネットワークが生成され、無鉛はんだバンプの強度や疲労特
性を向上させることもできる。
【００３５】
　また、本発明では、無鉛はんだバンプ接合構造の作製後に、無鉛はんだ合金の固相温度
未満で長時間熱処理しなくても、Snを主体とする合金および不可避不純物からなる無鉛は
んだ合金に、Ni、Co、Feの1種以上を添加することで、金属間化合物層7a,7bのIMC界面12
を平坦化させることができ、耐エレクトロマイグレーション性の向上効果を得ることがで
きる。添加元素としてNi、Co、Feの3d金属元素を無鉛はんだ合金に添加する場合には、Ni
、Co、Feの1種以上を総計で0.005～0.2質量％、より好ましくは0.01～0.1質量％含むこと
が望ましい。0.005質量％未満では、金属間化合物層のIMC界面を平坦化する効果が得られ
ず、結果として耐エレクトロマイグレーション性の向上効果が得られず、一方、0.2質量
％を超えると融点が上昇し、リフロー条件の見直しが必要となり実用上問題となる恐れが
ある。
【００３６】
　ここで、NiはCuと置換し易いものであり、金属間化合物層7a,7b中のCuを置換する形で
金属間化合物層7a,7b中に含有される。すなわち、この添加元素を含む無鉛はんだ合金は
、製造過程にてCu電極3a,3b表面にて行われるリフローにより、Cu電極3a,3b表面全体にNi
を含む金属間化合物が均一かつ微細で隙間なく緻密に析出し、これを核としてCu6Sn5が均
一に成長して凹凸形状が0.02[個／μm]以下で平坦化されたIMC界面12を形成できる。なお
、Co、Feも同様のメカニズムと考えられる。
【００３７】
　例えば、Snを主体とする合金および不可避不純物からなる無鉛はんだ合金に、Niを0.00
5～0.2質量％、好ましくは0.01～0.1質量％含有させた場合には、例えば、第1電子部材2
のCu電極3a上で行われるリフローにより、無鉛はんだ合金のSnと、Cu電極3aのCuとの反応
よりも先に、NiとSnとが反応し、金属間化合物層形成初期にNi3Sn4が均一かつ微細にCu電
極3a表面全体に析出する。その後、金属間化合物層形成初期に析出したNi3Sn4が均一かつ
微細であるため、これを核として成長するCu6Sn5も均一に成長してゆき、IMC界面12に凹
凸形状が0.02[個／μm]以下の平坦化された金属間化合物層7aを形成できる。
【００３８】
　なお、図１に示す無鉛はんだバンプ接合構造B11は、Snを主体とする合金および不可避
不純物からなり、Ag：1.2質量％、Cu：0.5質量％、Ni：0.05質量％を含んだ無鉛はんだ合
金（Sn-1.2Ag-0.5Cu-0.05Ni）を用いて無鉛はんだバンプ5および金属間化合物層7a,7bを
形成したものであり、無鉛はんだバンプ接合構造B11の作製後に長時間熱処理を行わずに
、IMC界面12を平坦化させたものである。
【００３９】
　上記の無鉛はんだ合金には、微量添加元素としてP、Mg、Geの1種以上を総計で0～0.01
質量％を含有させてもよい。P、Mg、Geは、Sn中に存在することで、Sn中の酸素濃度を低
減する効果がある。酸化介在物がCu電極界面近傍に存在すると、その界面特性（例えば、
濡れ性など）は極端に低下する。本発明では、P、Mg、Geの少なくとも1種以上を添加する
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ことで、酸化介在物による自然酸化膜の成長を抑制し、その結果、金属間化合物層形成初
期に均一かつ微細な金属間化合物がCu電極3a,3b表面全体に析出し易くなり、IMC界面12に
凹凸形状が0.02[個／μm]以下の平坦化された金属間化合物層7a,7bを形成できる。
【００４０】
　また、上記の無鉛はんだ合金には、添加元素としてPd、Mn、Zn、Al、Sb、Inの1種以上
を含有させてもよい。これらPd、Mn、Zn、Al、Sb、Inの1種以上を無鉛はんだ合金に添加
する場合には、Pd、Mn、Al：0～1質量％、Sb：0～3質量％、In：0～7質量％、Zn：0～10
質量％含むことが好ましい。本発明では、Snを主体とする合金および不可避不純物からな
る無鉛はんだ合金に、Pd、Mn、Zn、Al、Sb、Inの1種以上を含ませた場合、固溶強化や析
出強化によってはんだ自身が硬くなることにより、温度サイクル特性を向上させることが
できる。
【００４１】
　一般的に上述した元素の組成は、例えば、ICP分析法やGD-MS法等により測定して決める
ことができる。また、本発明の無鉛はんだバンプ接合構造B11では、業界で一般的に用い
られているフロー用はんだ、リフロー用はんだ、糸はんだ等いずれのはんだ合金形態でな
る無鉛はんだ合金を用いても、その効果を発現することが可能であり、さらに、はんだ粉
を含むクリームはんだや、はんだボールを用いても、その効果を発現することができる。
【００４２】
　因みに、この無鉛はんだバンプ接合構造B11では、第1電子部材2のCu電極3aが厚さ40～8
0[μm]の柱状に形成され、これと対向する第2電子部材9のCu電極3bが5～30[μm]の薄膜状
に形成されているが、第2電子部材9のCu電極3b側も厚さ30[μm]以上に形成してもよく、
この場合、エレクトロマイグレーションによるCuの拡散に対し、Cuの量が増えるので破断
時間が延長されるという効果と、第2電子部材9のCu電極3bに接合するバンプコーナー部で
の電流集中を緩和することができるという効果が得られる。
【００４３】
　本発明の無鉛はんだバンプ接合構造B11を作製するに当り、第1電子部材2のCu電極3aに
無鉛はんだバンプ5を形成する工程と、第1電子部材2のCu電極3aに形成した無鉛はんだバ
ンプ5を、さらに第2電子部材9のCu電極3bに接合させる工程とが必要となる。また、高低
差4[μm]以上の凹凸形状が0.02[個／μm]以下の平坦化したIMC界面12を有する金属間化合
物層7a,7bを形成する方法としては、Ni、Co、Feの1種以上を無鉛はんだ合金に含有させる
ことで実現する方法と、無鉛はんだバンプ接合構造の作製後に、無鉛はんだ合金の固相温
度未満で長時間熱処理することで実現する方法とがある。
【００４４】
　前段の添加元素を無鉛はんだ合金に含有させることでIMC界面12の平坦化を実現する方
法では、例えば真空中、又は非酸化性雰囲気中で、Ni、Co、Feの1種以上を総計で0.005～
0.2質量％、より好ましくは0.01～0.1質量％を、Snを主体とする合金および不可避不純物
に添加し加熱して各成分金属を溶融させた後、冷却固化することで無鉛はんだ合金を作製
する。このような無鉛はんだ合金を用いて無鉛はんだバンプ接合構造B11を作製する方法
は、一般的にはスクリーン印刷による方法と無鉛はんだボールによる方法とがある。スク
リーン印刷法では、前記無鉛はんだ合金をアトマイズ法等で微細なはんだ粉とした後、フ
ラックスと混合してペーストとし、Cu電極3a上にメタルマスクを用いてスキージングして
、ペーストを一定量、第1電子部材2のCu電極3a上に載せた後に、後述する1回目のプレヒ
ートおよびリフローを行い、第1電子部材2のCu電極3a上に無鉛はんだバンプ5を形成する
。
【００４５】
　一方、無鉛はんだ合金から無鉛はんだボールを作製する場合には、溶解した無鉛はんだ
合金インゴットを線引きし、ワイヤー状にした後、一定長さに切断し、油中で溶融させる
ことで表面張力を利用して球状化するワイヤーカット法や、溶融した無鉛はんだ合金を所
定の周波数で振動する微細なオリフィスから噴出し、真空中やガス雰囲気中で振動による
波で溶融はんだを一定の体積で切断し、表面張力で球状化する気中造粒法等、いずれの手
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法で作製しても良い。無鉛はんだボールによる作製方法は、フラックスを塗布した第1電
子部材2のCu電極3a上に、前述した無鉛はんだボールを設置し、1回目のプレヒートおよび
リフローを行うことで第1電子部材2のCu電極3a上に無鉛はんだバンプ5を形成する。
【００４６】
　ここで、上記いずれのプレヒートも、例えば150[℃]で70秒間加熱する予備加熱であり
第1電子部材2全体の温度の均一化を図り、かつフラックス（スクリーン印刷法ではペース
トに含有させたフラックス）を介してCu電極3a表面に無鉛はんだイオンを拡散させて反応
層を形成することができる。プレヒート後に行われるリフローは、無鉛はんだ合金の融点
以上で加熱（260[℃]で40秒加熱）することで無鉛はんだボールまたはペーストを溶融し
、その後、冷却固化させることで第1電子部材2のCu電極3a表面に無鉛はんだバンプ5を形
成するものである。
【００４７】
　この際、本発明では、リフローによって、Cu電極3a表面の反応層に均一でかつ微細な金
属間化合物が析出し、これを核としてCu6Sn5が均一に成長してゆき、凹凸形状が0.02[個
／μm]以下で平坦化されたIMC界面12の金属間化合物層7aを形成できる。なお、Cu電極3a
表面に酸化膜がある場合は、酸化膜が邪魔してCu電極3aと無鉛はんだバンプ5との反応が
生じ難くなり、Cu電極3a表面に金属間化合物が形成され難くなる。そこで、微細で均一な
金属間化合物をCu電極3a表面全体に形成するためには、予めCu電極3aの酸化膜を除去して
おくことが望ましい。ここで、フラックスには酸化膜を除去する効果があるため、製造過
程にてフラックスを用いればよいが、その他、プラズマ処理や、硫酸等を用いたエッチン
グによりCu電極3a,3bの酸化膜を除去してもよい。
【００４８】
　例えば無鉛はんだボールを用いる方法では、Cu電極3a表面に無鉛はんだボールを設置す
る際に、フラックスを予めCu電極3a表面に塗布しておくことでリフロー時に酸化膜を除去
でき、これにより微細で均一な金属間化合物をCu電極3a表面全体に形成できる。また、同
様に、無鉛はんだボール側にも酸化膜があるものの、フラックスによってこの酸化膜をも
除去することができ、リフロー後の無鉛はんだバンプ5およびCu電極3aの界面に酸化膜が
介在することなく、均一で微細な金属間化合物をCu電極3a表面に形成することができる。
【００４９】
　次いで、無鉛はんだバンプ5が形成された第1電子部材2を天地逆にして裏返し、フラッ
クスが塗布された第2電子部材9のCu電極3b上に、当該無鉛はんだバンプ5を位置決めして
設置し、再び上記と同じ条件にて2回目のプレヒートおよびリフローを行い、無鉛はんだ
バンプ5を第2電子部材9のCu電極3b上に接合し、図１に示す無鉛はんだバンプ接合構造B11
を製造することができる。すなわち、無鉛はんだバンプ接合構造B11では、作製までに第1
電子部材2のCu電極3a側で2回リフローされ、第2電子部材9のCu電極3b側で1回リフローさ
せることになる。
【００５０】
　2回目のプレヒートでも、上述と同様に、例えば150[℃]で70秒間プレ加熱することで、
フラックスを介してCu電極3b表面に無鉛はんだイオンを拡散させて反応層を形成する。ま
た、このプレヒート後に行われる2回目のリフローでも、無鉛はんだ合金の融点以上に加
熱することで、Cu電極3b表面の反応層に均一でかつ微細な金属間化合物を析出させ、これ
を核としてCu6Sn5を均一に成長させて、凹凸形状が0.02[個／μm]以下で平坦化されたIMC
界面12の金属間化合物層7bをCu電極3b表面に形成できる。
【００５１】
　次に、無鉛はんだバンプ接合構造の作製後に、長時間熱処理を行うことによってIMC界
面の平坦化を実現する方法について説明する。無鉛はんだバンプ接合構造の作製後に長時
間熱処理を行った場合には、無鉛はんだ合金に上述したNi、Co、Feの添加元素を含有させ
なくても、IMC界面が平坦化した金属間化合物層を形成できる。例えば、Snを主体とする
合金および不可避不純物からなる無鉛はんだ合金を用意し、上記と同様の方法で無鉛はん
だバンプ接合構造を作製する。
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【００５２】
　この状態では、無鉛はんだ合金に添加元素が含有されていないことから、リフロー時に
均一で微細な金属間化合物がCu電極表面に析出せず、リフロー時に形成される金属間化合
物層のIMC界面が凹凸化している。すなわち、図６Ａに示すように、長時間熱処理前の金
属間化合物層7gは、平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接する山
部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が、IMC界面12に0.02[個／μm]よりも多く形成
されており、耐エレクトロマイグレーション性の向上効果が得られない。
【００５３】
　そこで、無鉛はんだバンプ接合構造の作製後に長時間熱処理を行う。長時間熱処理は、
150[℃]以上、無鉛はんだ合金の固相温度以下の加熱温度にて、70時間以上、作製後の無
鉛はんだバンプ接合構造を加熱することが好ましい。なお、固相温度とは、所定成分の無
鉛はんだ合金が昇温時に、固体の状態から最初に溶け始めるときの温度をいう。
【００５４】
　これにより金属間化合物層7gは、加熱時間に応じて成長してゆき、図６Ｂに示すように
、平均膜厚が厚い金属間化合物層7hとなる。金属間化合物層7hは、平均膜厚が厚くなるこ
とで、平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部が減り、この谷部と、この谷部に隣接す
る山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状の数も減って0.02[個／μm]以下となりIMC
界面12を平坦化できる。その結果、長時間熱処理後の金属間化合物層7hでは、Cu電極3aか
らの電流が分散化して電流の集中箇所が少なくなり、Cu電極3aのCuや、金属間化合物層7h
中のCuの拡散を抑制でき、耐エレクトロマイグレーション性の向上効果が得られる。
【００５５】
　なお、図７Ａに示すように、Ni、Co、Feの1種以上を添加することで、IMC界面12を平坦
化させた金属間化合物層7eも、無鉛はんだバンプ接合構造の作製後に長時間熱処理がされ
ることで成長し、図７Ｂに示すように、膜厚が厚い金属間化合物層7iとなり、それに伴い
平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部が減り、IMC界面12を一段と平坦化させること
が可能となる。
【００５６】
　以上の構成において、本発明の無鉛はんだバンプ接合構造B11では、第1電子部材2およ
び第2電子部材9の各Cu電極3a,3b表面に従来のようにそれぞれバリア層としてNi層を予め
形成しておかなくても、金属間化合物層7a,7bの無鉛はんだバンプ5側の界面における凹凸
形状を0.02[個／μm]以下とすることで、Cuが拡散し難くなり、エレクトロマイグレーシ
ョン現象の発生を抑制し得る。かくして、Cu電極3a,3b表面にバリア層としてNi層を形成
する成膜工程を省ける分だけ、製造時における負担を軽減できるので、製造時における負
担を従来よりも軽減しつつ、エレクトロマイグレーション現象の発生を抑制し得る無鉛は
んだバンプ接合構造B11を提供できる。
　以下、実施例により、より具体的に本発明効果を説明する。
【実施例】
【００５７】
　以下、実施例について説明する。ここでは、図８に示すように、8個の無鉛はんだバン
プ接合構造B11～B41,B12～B42を電気的に接続させた検証用回路21を作製し、無鉛はんだ
バンプ接合構造B11におけるIMC界面の界面形状と、無鉛はんだバンプ接合構造B11～B41,B
12～B42の耐エレクトロマイグレーション性について検証した。検証用回路21では、第1電
子部材2のCu電極3aと、第2電子部材9のCu電極3bとを複数の無鉛はんだバンプ5にて接合し
て中央領域に4行2列の合計8個の無鉛はんだバンプ接合構造B11～B41,B12～B42を作製した
。なお、図８中、25は熱電対素子である。
【００５８】
　実施例1となる検証用回路21では、Siチップから切り出したウェハーレベルパッケージ
（WLP：Wafer Level Package）を第1電子部材2とし、BTレジン（Bismaleimide-Triazine
Resin）からなる基板を第2電子部材9として用いた。実施例1となる検証用回路21では、先
ず始めにSn-1.2Ag-0.5Cu-0.05Niを成分とした無鉛はんだ合金を用いて、第1電子部材2（W
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LP）のCu電極3a上に無鉛はんだバンプ5を形成した。実際には、第1電子部材2として、150
[μｍ]φサイズの柱状のCu電極3aが中心領域に4行2列で合計8個配置されているWLPを用い
、Cu電極3a表面にバリア層となるNi層を形成することなく、各Cu電極3aにフラックスを塗
布した後、上記の無鉛はんだ合金をボール状にした無鉛はんだボールを各Cu電極3aに直接
設置し、150[℃]で70秒間プレヒートした後、260[℃]で40秒リフローしてCu電極3a表面に
無鉛はんだバンプ5を形成した。
【００５９】
　次に、無鉛はんだバンプ5が接合された第1電子部材2を天地逆に裏返し、フラックスを
塗布した第2電子部材9（基板）のCu電極3bに無鉛はんだバンプ5を直接設置して150[℃]で
70秒間プレヒートした後、260[℃]で40秒リフローしてCu電極3b表面に無鉛はんだバンプ5
を接合し、中央領域に8個の無鉛はんだバンプ接合構造B11～B41,B12～B42を備えた実施例
1の検証用回路21を作製した。また、実施例2の検証用回路21として、第1電子部材2をWLP
から基板に替え、実施例1と同じSn-1.2Ag-0.5Cu-0.05Niを成分とした無鉛はんだ合金を用
いて上記と同じ条件にて基板同士を接合させた検証用回路21を作製した。
【００６０】
　さらに、比較例1の検証用回路21では、Niが添加されていないSn-3Ag-0.5Cuを成分とし
た無鉛はんだ合金を用い、上記と同じ条件にてWLPおよび基板を接合させ、実施例1とは無
鉛はんだ合金の成分だけが異なる検証用回路21を作製した。また、比較例2の検証用回路2
1として、比較例1で用いたWLPに替えて基板を用い、Niが添加されていないSn-3Ag-0.5Cu
を成分とした無鉛はんだ合金を用いて上記と同じ条件にて基板同士を接合させた検証用回
路21を作製した。
【００６１】
　ここで、実施例1の無鉛はんだバンプ接合構造について、無鉛はんだバンプの任意の位
置の側断面をSEMにより撮影したところ、図１に示すようなSEM写真が得られた。また、こ
の側断面位置にて、金属間化合物層7a,7bを拡大した光顕写真を撮影したところ、図２Ａ
および図２Ｂに示すような光顕写真が得られた。これら写真から金属間化合物層7a,7bの
側断面領域を目視にて抽出し、画像処理ソフト（Image J）にてこの側断面領域の面積を
算出して金属間化合物層7a,7bの平均膜厚を算出したところ、3.4[μm]と2.9[μm]であっ
た。
【００６２】
　次に、金属間化合物層7a,7bの平均膜厚の30％を算出したところ、1.02[μm]と0.87[μm
]であった。これら平均膜厚の30％の膜厚値を、30％平均ラインとしてCu電極3a,3bの境界
を基準に引き、この30％ライン以下の谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μ
m]以上である凹凸形状の数を目視にて数えたところ、凹凸形状が1つも確認できなかった
。これにより、実施例1では、IMC界面12の凹凸形状の線密度が0.02[個／μm]以下（0[個
／μm]）となり、金属間化合物層7a,7bのいずれのIMC界面12も平坦化されていることが確
認できた。
【００６３】
　また、同様に、比較例1の無鉛はんだバンプ接合構造についても、1列1行目の無鉛はん
だバンプ接合構造の任意の位置にて側断面構造のSEM写真を撮影したところ、図９に示す
ようなSEM写真が得られた。また、図９に示す無鉛はんだバンプ接合構造B11’のうち、無
鉛はんだバンプ105とCu電極3a,3bとの境界部分にある金属間化合物層107a,107bを拡大し
た光顕写真を撮影したところ、図１０Ａおよび図１０Ｂのような光顕写真が得られた。
【００６４】
　図１０Ａから金属間化合物層107aの側断面領域を抽出して画像解析ソフト（Image J）
にて面積を算出して金属間化合物層107aの平均膜厚を算出したところ、3.8[μm]（図中、
平均＝3.8μmと表記）となり、平均膜厚の30％が1.14[μm]（図中、30％平均＝1.14μmと
表記）であった。金属間化合物層107aでは、平均膜厚の30％の数値を30％平均ラインとし
てCu電極3aの境界を基準に引き、平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、この谷部
に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状を数えたところ、0.036[個／μm]
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（5個／139[μm]　図中、凹凸形状箇所を↓で示す）であった。
【００６５】
　また、下側の金属間化合物層107bについても同様に、図１０Ｂから平均膜厚を算出した
ところ、2.7[μm]（図中、平均＝2.7μmと表記）となり、平均膜厚の30％が0.81[μm]（
図中、30％平均＝0.81μmと表記）であった。金属間化合物層107bでは、平均膜厚の30％
の数値を30％平均ラインとしてCu電極3bの境界を基準に引き、平均膜厚の30％以下となる
膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状を数
えたところ、0.030[個／μm]（4個／133[μm]　図中、凹凸形状箇所を↑で示す）であっ
た。このように、いずれの金属間化合物層107a,107bでも、IMC界面12の凹凸形状の数が0.
02[個／μm]よりも多く、IMC界面12が凹凸化していることが確認できた。
【００６６】
　次に、これら実施例1、実施例2、比較例1、比較例2の各検証用回路21を用いて耐エレク
トロマイグレーション性の検証試験を行った。耐エレクトロマイグレーション性の検証試
験では、検証用回路21の中央領域にある4行2列の合計8個の無鉛はんだバンプ接合構造B11
～B41,B12～B42に対し電流源23から電流を流し、エレクトロマイグレーション現象によっ
て断線不良が生じるまでの破断時間をそれぞれ計測した。
【００６７】
　なお、この際、各検証用回路21では、先ず初めに1列目にある4個の無鉛はんだバンプ接
合構造B11～B41に対して下側の基板からWLP（実施例2、比較例2では上側の基板）、WLP（
実施例2、比較例2では上側の基板）から下側の基板というように上下に蛇行させて順番に
電流を流していった後、次の2列目にある4個の無鉛はんだバンプ接合構造B12～B42にも続
けて下側の基板からWLP（実施例2、比較例2では上側の基板）、WLP（実施例2、比較例2で
は上側の基板）から下側の基板というように上下に蛇行させて電流を流し、1列目と2列目
とを繋げて電流を流した。
【００６８】
　そして、1列目および2列目の電流を流した末端の無鉛はんだバンプ接合構造B11,B41（B
12,B42）間の電圧値を電圧計24にて計測し、エレクトロマイグレーション現象に伴う電圧
（抵抗）変化を確認したところ、図１１に示すような結果が得られた。なお、図１１は、
縦軸を通常の時間単位、横軸を電流密度とし、破断時間と電流密度との関係を示したグラ
フであり、実施例1を◇で示し、実施例2を◆で示し、比較例1を□で示し、比較例2を■で
示す。
【００６９】
　図１１から、無鉛はんだ合金にNiを添加していない比較例1および比較例2よりも、Niを
添加した無鉛はんだ合金からなる無鉛はんだバンプ5でCu電極3a,3bを接合させた実施例1
および実施例2のほうが断線不良発生までの時間が長く、耐エレクトロマイグレーション
性の向上効果が得られることが確認できた。
【００７０】
　次に、無鉛はんだバンプ接合構造の作製後における熱処理によるIMC界面の平坦化につ
いて検証を行った。ここでは、上記の実施例1および比較例1の検証用回路21を用いた、こ
れら検証用回路21をさらに150[℃]で所定時間、熱処理したときの無鉛はんだバンプ接合
構造におけるIMC界面の状態を確認した。ここで、図１２Ａは、実施例1の無鉛はんだバン
プ接合構造を作製後、これを255時間熱処理した後の金属間化合物層7r,7sのIMC界面断面
を示す光顕写真である。また、図１２Ｂは、実施例1の無鉛はんだバンプ構造を作製後、
これを1356時間熱処理した後の金属間化合物層7t,7uのIMC界面断面を示す光顕写真である
。
【００７１】
　図１２Ａから、上側の金属間化合物層7rでは、平均膜厚が5.1[μm]（図中、平均＝5.1
μmと表記）、平均膜厚の30％が1.53[μm]（図中、30％平均＝1.53μmと表記）となり、
一方、下側の金属間化合物層7sは、平均膜厚が3.8[μm]（図中、平均＝3.8μmと表記）、
平均膜厚の30％が1.14[μm]（図中、30％平均＝1.14μmと表記）となることが分かった。



(13) JP 5893528 B2 2016.3.23

10

20

30

40

50

このように、無鉛はんだバンプ接合構造の作製後に熱処理を行うと、熱処理を行う前の金
属間化合物層7a,7b（図２Ａおよび図２Ｂ）に比べて、膜厚が厚くなることが確認できた
。
【００７２】
　また、さらに熱処理時間を長くした図１２Ｂから、金属間化合物層7t,7uの平均膜厚と
、この平均膜厚の30％とを算出したところ、上側の金属間化合物層7tでは、平均膜厚が11
.8[μm]（図中、平均＝11.8μmと表記）、平均膜厚の30％が3.54[μm]（図中、30％平均
＝3.54μmと表記）となり、一方、下側の金属間化合物層7uでは、平均膜厚が6.9[μm]（
図中、平均＝6.9μmと表記）、平均膜厚の30％が2.07[μm]（図中、30％平均＝2.07μmと
表記）となることが分かった。このことから、無鉛はんだバンプ接合構造の作製後におけ
る熱処理時間を長くすると、熱処理時間に応じて膜厚が厚くなってゆくことが確認できた
。
【００７３】
　因みに、長時間熱処理後の金属間化合物層7r,7s,7t,7uでも、平均膜厚の30％以下とな
る膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が
、0[個／μm]（金属間化合物層7rでは任意の側断面位置で0個／141μm、金属間化合物層7
sでは任意の側断面位置で0個／145μm、金属間化合物層7tでは任意の側断面位置で0個／1
33μm、金属間化合物層7uでは任意の側断面位置で0個／136μm）となり、IMC界面12の凹
凸形状が0.02[個／μm]以下となっていた。
【００７４】
　次に、比較例1の検証用回路21に対して熱処理したときのIMC界面の状態について光顕写
真を基に確認した。図１３Ａは、比較例1の無鉛はんだバンプ接合構造を作製後、これを2
65時間熱処理した後の金属間化合物層7v,7wのIMC界面断面を示す光顕写真である。また、
図１３Ｂは、比較例1の無鉛はんだバンプ構造を作製後、これを1118時間熱処理した後の
金属間化合物層7x,7yのIMC界面断面を示す光顕写真である。
【００７５】
　図１３Ａから、上側の金属間化合物層7vでは、平均膜厚が6.1[μm]（図中、平均＝6.1
μmと表記）、平均膜厚の30％が1.83[μm]（図中、30％平均＝1.83μmと表記）となり、
一方、下側の金属間化合物層7wは、平均膜厚が5.0[μm]（図中、平均＝5.0μmと表記）、
平均膜厚の30％が1.5[μm]（図中、30％平均＝1.5μmと表記）となることが分かった。こ
のように、無鉛はんだ合金にNiを添加してない場合でも、無鉛はんだバンプ接合構造の作
製後に熱処理を行うと、熱処理を行う前の金属間化合物層107a,107b（図１０Ａおよび図
１０Ｂ）に比べて、膜厚が厚くなることが確認できた。
【００７６】
　そして、長時間熱処理後の金属間化合物層7v,7wは、平均膜厚の30％以下となる膜厚部
分の谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が0[個／μ
m]（金属間化合物層7vでは任意の側断面位置で0個／140μm、金属間化合物層7wでは任意
の側断面位置で0個／146μm）で、IMC界面12の凹凸形状がいずれも0.02[個／μm]以下と
なり、熱処理前に凹凸化していたIMC界面12が、熱処理によって平坦化することが確認で
きた。
【００７７】
　また、さらに熱処理時間を長くした図１３Ｂから、金属間化合物層7x,7yの平均膜厚と
、この平均膜厚の30％とを算出したところ、上側の金属間化合物層7xでは、平均膜厚が6.
6[μm]（図中、平均＝6.6μmと表記）、平均膜厚の30％が1.98[μm]（図中、30％平均＝1
.98μmと表記）となり、一方、下側の金属間化合物層7yでは、平均膜厚が6.7[μm]（図中
、平均＝6.7μmと表記）、平均膜厚の30％が2.01[μm]（図中、30％平均＝2.01μmと表記
）となることが分かった。このことから、Niを添加していない無鉛はんだ合金を用いた無
鉛はんだバンプ接合構造でも、作製後における熱処理時間を長くすると、熱処理時間に応
じて膜厚が厚くなってゆくことが確認できた。
【００７８】
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　このような金属間化合物層7x,7yも、平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、こ
の谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が、0[個／μm]（金属間化
合物層7xでは任意の側断面位置で0個／135μm、金属間化合物層7yでは任意の側断面位置
で0個／144μm）で、IMC界面12の凹凸形状がいずれも0.02[個／μm]以下となり、IMC界面
12が、熱処理によって平坦化することが確認できた。
【００７９】
　次に、無鉛はんだバンプ接合構造の作製に熱処理を行ってIMC界面を平坦化させたとき
の耐エレクトロマイグレーション性について検証試験を行った。ここでは、上述したよう
に実施例1の検証用回路21を使用して、WLP側の金属間化合物層の膜厚が6[μm]となるよう
この検証用回路21を150[℃]で450時間加熱して実施例3となる検証用回路21を作製した。
また、上述したように比較例1の検証用回路21を使用して、WLP側の金属間化合物層の膜厚
が6[μm]となるようこの検証用回路21を150[℃]で325時間加熱して実施例4となる検証用
回路21を作製した。
【００８０】
　また、これとは別に、比較例1の検証用回路21を3つ用意した。そして、これら実施例3
、実施例4、比較例1の各検証用回路21に対して電流源23から2.5[A]の電流を流し（電流密
度14.15[kA/cm2]）、無鉛はんだバンプ接合構造のいずれかがエレクトロマイグレーショ
ン現象により断線不良が生じるまでの破断時間を計測したところ、図１４に示すような結
果が得られた。図１４は、検証用回路21内の無鉛はんだバンプ接合構造のいずれかに、エ
レクトロマイグレーション現象が発生して断線不良が生じた際に起こる抵抗変化率を示し
ており、抵抗変化率が急上昇したとき、エレクトロマイグレーション現象により断線不良
が生じたことが分かるものである。
【００８１】
　比較例1である3つの検証用回路21にて断線不良が生じるまでの平均時間は497時間であ
った。一方、実施例3および実施例4の検証用回路21についても、同様に断線不良が生じる
までの時間を計測したところ、実施例3では906時間で断線不良が生じ、実施例4では793時
間で断線不良が生じた。この結果から、実施例3の検証用回路21では、作製後に熱処理し
ていない実施例1のものと断線不良が生じるまでの時間変化があまり見られなかった。こ
れに対して、実施例4の検証用回路21では、作製後に熱処理をしていない比較例1のものと
比べて断線不良が生じるまでの時間が格段的に長くなっていることが確認でき、作製後の
熱処理によって耐エレクトロマイグレーション性の向上効果が得られることが確認できた
。
【００８２】
　次に、無鉛はんだ合金に含有させるNiの添加量を変えたときのIMC界面の断面形状につ
いて検証した。ここでは、Sn、Ag、Cuの含有量を同じにしてNiの添加量だけを変えた。具
体的には、Niを0.15質量％含むSn-1.2Ag-0.5Cu-0.15Niを成分とした無鉛はんだ合金と、N
iを0.10質量％含むSn-1.2Ag-0.5Cu-0.10Niを成分とした無鉛はんだ合金と、Niを含んでい
ないSn-1.2Ag-0.5Cuを成分とした無鉛はんだ合金とを用意した。そして、上述した実施例
1および比較例1と全く同じ作製方法および作製条件にて検証用回路21をそれぞれ作製した
。
【００８３】
　そして、Niを0.15質量％含むSn-1.2Ag-0.5Cu-0.15Niからなる無鉛はんだ合金で作製し
た無鉛はんだバンプを設けた実施例5の検証用回路21と、Niを0.10質量％含むSn-1.2Ag-0.
5Cu-0.10Niからなる無鉛はんだ合金で作製した無鉛はんだバンプを設けた実施例6の検証
用回路21と、Niを含んでいないSn-1.2Ag-0.5Cuからなる無鉛はんだ合金で作製した無鉛は
んだバンプを設けた比較例2の検証用回路21について、各無鉛はんだバンプ接合構造のIMC
界面断面について光顕写真を撮影した。
【００８４】
　その結果、Niを0.15質量％添加した無鉛はんだ合金を用いた実施例5では、図１５Ａお
よび図１６Ａに示すような金属間化合物層7j,7kが、Cu電極表面3a,3bに沿って無鉛はんだ
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バンプ35a内に形成されることが確認できた。また、Niを0.10質量％添加した無鉛はんだ
合金を用いた実施例6では、図１５Ｂおよび図１６Ｂに示すような金属間化合物層7l,7mが
、Cu電極表面3a,3bに沿って無鉛はんだバンプ35b内に形成されることが確認できた。さら
に、Niを添加していないSn-1.2Ag-0.5Cuの無鉛はんだ合金を用いた比較例2では、図１５
Ｃおよび図１６Ｃに示すような金属間化合物層7n,7oが、Cu電極表面3a,3bに沿って無鉛は
んだバンプ35c内に形成されることが確認できた。
【００８５】
　Niを0.15質量％添加した実施例5の場合、図１５Ａから上側の金属間化合物層7jは、平
均膜厚が4.7[μm]（図中、平均＝4.7μmと表記）、平均膜厚の30％が1.41[μm]（図中、3
0％平均＝1.41μmと表記）となり、平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、この谷
部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状を数えたところ、0[個／μm]（
0個／133[μm]）であった。また、図１６Ａから下側の金属間化合物層7kは、平均膜厚が2
.9[μm]（図中、平均＝2.9μmと表記）、平均膜厚の30％が0.87[μm]（図中、30％平均＝
0.87μmと表記）となり、平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接
する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状を数えたところ、0[個／μm]（0個／139
[μm]）であった。
【００８６】
　このように、Niを0.15質量％含む無鉛はんだ合金を用いた実施例5の無鉛はんだバンプ
接合構造では、金属間化合物層7j,7kの平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、こ
の谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が0.02[個／μm]以下とな
っており、金属間化合物層7j,7kのいずれのIMC界面12も平坦化していることが確認できた
。
【００８７】
　Niを0.10質量％添加した実施例6の場合、図１５Ｂから上側の金属間化合物層7lは、平
均膜厚が4.5[μm]（図中、平均＝4.5μmと表記）、平均膜厚の30％が1.35[μm]（図中、3
0％平均＝1.35μmと表記）となり、平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、この谷
部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状を数えたところ、0.0076[個／
μm]（1個／132[μm]　図中、凹凸形状箇所を↓で示す）であった。また、図１６Ｂから
下側の金属間化合物層7mは、平均膜厚が3.2[μm]（図中、平均＝3.2μmと表記）、平均膜
厚の30％が0.96[μm]（図中、30％平均＝0.96μmと表記）となり、平均膜厚の30％以下と
なる膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状
を数えたところ、0.0074[個／μm]（1個／136[μm]　図中、凹凸形状箇所を↑で示す）で
あった。
【００８８】
　このように、Niを0.10質量％含む無鉛はんだ合金を用いた実施例6の無鉛はんだバンプ
接合構造では、金属間化合物層7l,7mの平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、こ
の谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が0.02[個／μm]以下、こ
の場合、いずれも0.008[個／μm]以下となっており、金属間化合物層7l,7mのいずれのIMC
界面12も平坦化していることが確認できた。
【００８９】
　一方、Niを含まないSn-1.2Ag-0.5Cuの比較例2の場合、図１５Ｃから上側の金属間化合
物層7nは、平均膜厚が5.0[μm]（図中、平均＝5.0μmと表記）、平均膜厚の30％が1.5[μ
m]（図中、30％平均＝1.5μmと表記）となり、平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部
と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状を数えたところ、0.
104[個／μm]（14個／135[μm]　図中、凹凸形状箇所を↓で示す）であった。また、図１
６Ｃから下側の金属間化合物層7oは、平均膜厚が3.9[μm]（図中、平均＝3.9μmと表記）
、平均膜厚の30％が1.17[μm]（図中、30％平均＝1.17μmと表記）となり、平均膜厚の30
％以下となる膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である
凹凸形状を数えたところ、0.072[個／μm]（10個／138[μm]　図中、凹凸形状箇所を↑で
示す）であった。
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【００９０】
　このように、Niを全く添加していない無鉛はんだ合金を用いた比較例2の無鉛はんだバ
ンプ接合構造では、金属間化合物層7n,7oの平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と
、この谷部に隣接する山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状が0.02[個／μm]を超
えており、金属間化合物層7n,7oのいずれのIMC界面12も凹凸化していることが確認できた
。
【００９１】
　以上の点をまとめると、無鉛はんだ合金にNiを0.15質量％、0.10質量％含有させた場合
には、金属間化合物層7j,7k,7l,7m,7n,7oのIMC界面12が平坦化させることが可能となり、
その結果、IMC界面12の谷部周辺からのCu拡散が抑制され、耐エレクトロマイグレーショ
ン性の向上効果が得られると言える。
【００９２】
　次に、Snを主体とする合金および不可避不純物に、Niを0.05質量％添加した無鉛はんだ
合金（Sn-0.05Ni）を用いた実施例7の検証用回路21について、無鉛はんだバンプ接合構造
のIMC界面断面について光顕写真を撮影した。図１７は、無鉛はんだバンプ35d内の下側の
Cu電極3bに沿って形成された金属間化合物層7zのIMC界面断面の光顕写真である。図１７
から下側の金属間化合物層7zは、平均膜厚が4.7[μm]（図中、平均＝4.7μmと表記）、平
均膜厚の30％が1.41[μm]（図中、30％平均＝1.41μmと表記）となった。なお、この実施
の形態の場合、Cu電極3bは、電極径の設計値を240[μm]で作製したものであり、作製時、
無鉛はんだ合金がCu電極3b上に濡れ広がり裾部分が長くなっている。
【００９３】
　この実施例7の無鉛はんだバンプ接合構造では、1回しかリフローを行わない下側の金属
間化合物層7zについて、平均膜厚の30％以下となる膜厚部分の谷部と、この谷部に隣接す
る山部との高低差が4[μm]以上である凹凸形状を数えたところ、0[個／μm]（0個／258[
μm]）であった。このように実施例7でも、IMC界面12の凹凸形状が0.02[個／μm]以下と
なっており、IMC界面12が平坦化されることが確認できた。以上より、AgやCuを含まないS
nを主体とする無鉛はんだ合金にNiを0.05質量％含有させた場合でも、金属間化合物層7z
のIMC界面12が平坦化させることが可能となり、その結果、IMC界面12の谷部周辺からのCu
拡散が抑制され、耐エレクトロマイグレーション性の向上効果が得られると言える。
【００９４】
　次に、下記表1～表5に示すような成分でなる無鉛はんだ合金を用い、上記と同じ条件に
てWLPおよび基板を接合させ、無鉛はんだ合金の成分だけが異なる複数種類の検証用回路2
1を作製した。そして、各検証用回路21に上記と同様に1列目と2列目とを繋げて電流を流
した。この際、1列目および2列目の電流を流した末端の無鉛はんだバンプ接合構造B11,B4
1（B12,B42）間の電圧値を電圧計24にて計測し、エレクトロマイグレーション現象に伴う
電圧（抵抗）変化を確認した。なお、いずれの検証用試験21も、製造後に長時間熱処理（
追加の熱処理）を行わなかった。
【００９５】
　EM耐性評価は、バンプ径150[μm]で、電流を2.5[A]（電流密度14.15[kA/cm2]）とした
サンプルで評価した。表1～表5のEM耐性の欄では、エレクトロマイグレーション現象に伴
う断線不良が500時間未満で発生したときを×とし、500時間以上600時間未満で発生した
ときを△とし、さらに600時間以上700時間未満で発生したときを○とし、700時間以上800
時間未満で発生したときを○○とし、800時間以上900時間未満で発生したときを○○○と
し、900時間以上で発生したときを○○○○とした。
【００９６】
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【表１】

【００９７】
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【表２】

【００９８】
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【表３】

【００９９】
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【表４】

【０１００】
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【表５】

【０１０１】
　上記の表1～表5からSnを主体とする合金にNi、Co、Feのいずれか1種を0.005～0.2質量
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-Ag-Cu系であっても、Ni、Co、Feのいずれか1種を0.005～0.2質量％含有させると、EM耐
性が向上することが確認できた。なお、表1の実施例10,1,11および表2の実施例28,29,30
から、0.02質量％を超え0.100質量％m未満でNiを無鉛はんだ合金に含有させると、一段と
EM耐性が向上することが分かった。
【０１０２】
　次に、TCT特性（温度サイクル特性）評価用の検証用回路について説明する。各組成の
はんだ材を用いた直径300[μm]の無鉛はんだボールを作製し、基板として4[cm]角のガラ
スエポキシ樹脂基板を用意し、チップとして1[cm]角のWLPを用意した。基板およびチップ
上には、直径250[μm]の電極が240個形成されたものを使用し、リフローによって先ずチ
ップ側に各種はんだ材の無鉛はんだバンプを形成し、その後にフリップチップ接合によっ
て検証用回路を作製した。なお、WLPのCu電極のポスト厚、基板のCu電極厚、リフロー条
件は実施例1と同条件とした。このTCT特性評価用の検証用回路において、温度を印加しTC
T特性について調べたところ、表1～表5に示すような結果が得られた。
【０１０３】
　表1～表5のTCT特性の検証試験では、温度-40～125[℃]（各温度15分間）の熱サイクル
を繰り返し加え、どの段階で無鉛はんだ接合部（WLPおよび基板間の接合部）で破断が生
じるかを検証した。表1～表5のTCT特性の欄では、500サイクル以上でも無鉛はんだ接合部
で破断が生じなかった試験片を○で示し、1000サイクル以上でも無鉛はんだ接合部で破断
が生じなかった試験片を○○印示し、さらに1500サイクル以上でも無鉛はんだ接合部で破
断が生じなかった試験片を極めて良好として○○○で示した。表1～表5から、いずれもTC
T特性に優れていることが確認できた。
【０１０４】
　次に、各検証用回路21において、リフロー後のバンプ表面の酸化膜厚を評価することで
、「表面酸化」特性について調べたところ、表1～表5に示すような結果が得られた。表1
～表5の表面酸化の欄では、表面酸化膜厚をオージェ分析結果から評価した結果を示す。
表面酸化膜厚が7[nm]以下を○で表し、5[nm]以下を○○で表し、3[nm]以下を○○○で表
している。これら表1～表5から、いずれも表面酸化膜の成長が抑制されていることが確認
できた。
【符号の説明】
【０１０５】
　B11　無鉛はんだバンプ接合構造
　2　第1電子部材
　3a,3b　Cu電極
　7a,7b　金属間化合物層
　9　第2電子部材
　12　IMC界面
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