
富士時報　Vol.80 No.3 2007

特  

集

179（9）

半導体断面の解析技術

塩原　政彦（しおはら　まさひこ） 市村　裕司（いちむら　ゆうじ） 石渡　　統（いしわた　おさむ）

塩原　政彦

分析・解析・評価業務に従事。現
在，富士電機デバイステクノロ

ジー株式会社電子デバイス研究所
材料技術部。

市村　裕司

半導体封止樹脂の開発に従事。現
在，富士電機デバイステクノロ

ジー株式会社電子デバイス研究所
材料技術部課長補佐。日本接着学
会会員。

石渡　　統

分析・解析技術の開発と応用に従
事。現在，富士電機デバイステク

ノロジー株式会社電子デバイス研
究所材料技術部マネージャー。応
用物理学会会員。

　まえがき

　電子機器の小型化，軽量化，高機能化が飛躍的に進展し

ている。このことにより，微細化，複雑化した半導体デバ

イスには，より高度な接合技術が要求されている。このた

め，その接合状態を破壊せずに，また，化学的な変化を及
ぼさずに，詳細に分析・解析することが必要不可欠になっ

ている。

　富士電機では半導体デバイスを，主に産業分野，自動車
分野，デジタル家電分野に展開している。そのパッケージ

構造は，数mm角サイズの CSP（Chip Size Package）か

ら，弁当箱サイズのパワーモジュールまで多種多様である。

　これらの製品は，チップをリード端子，ワイヤ，バンプ

構造などで配線している。この接合状態を詳細に観察し分
析・解析するうえで，それぞれの接続方式に適した断面試
料作製技術の果たす役割はますます重要になっている。

　本稿では，断面研磨が困難な軟質材料である Au-Al，
および Cu-Sn金属間化合物を解析するための断面試料作
製技術について，事例を紹介する。

　適用事例

2.1　断面試料作製法の概要

　断面試料作製法の概要を説明する。図 1に，試料サイ

ズと断面の加工精度との関係を示す。断面試料作製法と

して，機械研磨法，ミクロトーム法，CP（Cross-section 
Polisher

（1）

）法および集束イオンビーム（FIB）加工法の 4
手法を適用している。

　一つ目の機械研磨法は，試料をエポキシ樹脂で包埋して

切断後研磨し，バフ仕上げをする方法である。この手法は

試料サイズが数十mmという広範囲の加工が可能である

が，熟練を要するうえ，接合界面に段差ができるため，金
属間化合物層を解析するうえで，弊害となることがある。

また，エポキシ樹脂の硬化に時間がかかることが作業性の

面で問題になっている。富士電機では常温で短時間硬化す

るエポキシ樹脂を開発し，その適用を推進しているところ

である。二つ目のミクロトーム法は，ダイヤモンドナイフ

を使用して加工面を切削する方法である。この方法は，一
般に金属間化合物を観察するために用いられている。しか

しながら，この方法に特異的なアーティファクト（ナイフ

マーク）が発生してしまう。これを改善するためには，高
度なスキルが必要である。三つ目の CP法は，アルゴン

（Ar）イオンビームを用いてスパッタエッチングし，断面
を作製する方法で，1mm幅程度の加工が可能である。こ

の方法を用いて，より平滑な断面に加工するためには，加
工前に樹脂で固定し，適切な形状に加工したうえで粗研磨
し，さらにはイオンビームの最適条件を検討することが必
要である。四つ目の FIB加工法は，ガリウム（Ga）イオ

ンを照射して試料表面を観察しながら加工する手法である。

加工幅が，約 20 µmと限られている。微小部のより詳細
な断面解析に適している。

2.2　Au-Al 金属間化合物の解析
　一般的に，ICチップのアルミニウム（Al）電極を金
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図1　半導体デバイスの断面解析における試料作製法
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（Au）ワイヤで接合する方式が適用されている。しかしな

がら，Auは軟質材料のため，断面試料を作製するうえで

接合界面に段差が形成され，金属間化合物を分析・解析す

ることが困難とされている。また，高温放置することで，

Alに対して Auリッチの金属間化合物を形成し，接続強
度が低下することが知られている

（2）

。このような Auと Al
との接合断面を，機械研磨法，ミクロトーム法，CP法の

3手法で作製し，走査型電子顕微鏡（SEM）で比較観察し

た結果を図 2に示す。

　一つ目の機械研磨法では，図 2（a）-1のようにワイヤ全
体は，比較的平滑に観察される。しかし，接合界面を詳細
に観察すると，図 2（a）-2に示すように，ワイヤと電極の

接合界面に段差が発生している。さらに，その段差に研磨

くず，研磨砥粒の埋まり込みが確認される。

　二つ目のミクロトーム法では，図 2（b）-1に示すとおり，

全体的に平滑な面に仕上がっている。しかし，詳細に観察
すると，微小な段差が形成されている。また，ミクロトー

ム法に特徴的なダイヤモンドナイフによる切削痕（ナイフ

マーク）が認められる。

　三つ目の CP法では，図 2（c）-1，（c）-2ともに，平滑な

断面で，接合界面に段差がない状態に仕上がっていること

が分かる。以上のことから，CP法は軟質材料である Au-

Alの金属間化合物を分析・解析するうえで，最も優れた

手法である。

　次に，半導体製品の高温放置試験（210℃，1,000 h）後
の Auワイヤ接合状態を解析するため，CP法で断面試料
を作製し，FIBの SIM（二次電子）像で観察した。図 3（a） 
は，初期の Auワイヤ接合断面である。数 µmの Au-Al
金属間化合物を生成している以外は，欠陥の少ない接合状
態を示している。一方，高温放置した試料では，図 3（b）に
示すとおり，Au-Alの金属間化合物層が厚く成長し，ボ

イドが生成し，クラックが発生していることが確認できる。

　このように，図 3では，観察に FIBの SIM像を適用す

ることで，Gaイオン励起の二次電子像によるチャネリン

グコントラストによって，Auの結晶状態が観察できてい

ることが分かる。さらに，EBSP（電子後方散乱回折像）

法
（3）

により，Auワイヤの結晶方位マップの測定を行った結
果を図 4に示す。

　EBSP法は，試料の極表層数十 nm程度の深さから発生
するチャネリングパターンを測定し，結晶方位や結晶粒
の情報を可視化することが可能な手法である。この解析像
を得るためには，試料の加工ひずみやコンタミネーショ

ン，酸化皮膜の生成を抑止することが必要不可欠である。

このことから，CP法は，Au-Al金属間化合物の観察や，

EBSP法の断面試料作製に有効な手法であるといえる。

　この CP法を適用することにより，材料組成，ボンディ

ング条件の最適化を判断するための解析が可能であり，材
料設計および工程設計基準に反映することができるものと
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図2　 3手法の断面試料作製法によるAuワイヤボンディング部
のSEM像
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図4　Auワイヤボンディング部断面の結晶方位マップ
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考える。

2.3　Cu-Sn金属間化合物の解析
　はんだで接続した銅合金を，高温で長時間放置すると，

接合部に，Cuと Snとの金属間化合物が成長する。この

金属間化合物層は図 5に示すように，ε相（Cu3Sn），η
相（Cu5Sn6）の 2相が成長する。特に，ε相（Cu3Sn）は

脆弱であるため，劣化が激しい場合には 2層間で破断に至
ることが知られている

（4）

。そこで，Cu製の端子を Sn-Ag-

Cu製のはんだで接合し，ヒートサイクル試験（－40 〜

＋105℃）を 1,000サイクル実施した。図 6に示すように，

FIB低入射加工法を用いて断面を作製した。この方法は

表面から 30°で Gaイオンを照射することで，金属間化合
物層の厚さを得ることが可能になる。この SIM像を，図

7に示す。Cu-Snの金属間化合物層は観察できているが，

ε相（Cu3Sn），η相（Cu5Sn6）は分離して観察できていな

いことが分かる。図 8に，電界放出型オージェ電子分光法
（FE-オージェ）のラインプロファイルを示す。0.1 µmの

ε相（Cu3Sn）を形成していることが確認できた。

　この FIB低入射加工法と FE-オージェ分析を併用する

ことで，薄膜の Cu-Sn金属間化合物の解析が可能であり，

高信頼性を裏付けるデータとして，応用展開が可能である。

　あとがき

　半導体製品の開発，改善に必要不可欠である断面解析技
術について，機械研磨法，ミクロトーム法，CP法，FIB
加工法を用いた断面精密加工による半導体デバイスの解析
事例を紹介した。今後，製品群は微細化していき，断面解
析技術はミクロ領域からナノ領域へと変化していく。解析
の質を左右する断面試料作製技術の向上を図り，製品の高
性能・高信頼化に貢献していく所存である。
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図8　 ヒートサイクル1,000サイクル品の FE-オージェライン
プロファイル結果
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