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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部接続用電極であるパッド部が、最上層に形成された第１のパッドメタル層と、前記
第１のパッドメタル層の下に層間絶縁膜を挟んで形成された第２のパッドメタル層と、前
記層間絶縁膜を貫通して第１のパッドメタル層と第２のパッドメタル層を電気的に接続す
るビアとからなり、前記第１のパッドメタル層の端部と第２のパッドメタル層の端部とが
各層の厚み方向に沿って一致しないように、少なくとも一端部が互いに１．５μｍ以上２
μm以下の範囲でずれて配置された半導体装置。
【請求項２】
　外部接続用電極であるパッド部が、ボンディング用の第１のパッド領域とプローブ検査
用の第２のパッド領域とからなり、前記第１のパッド領域は、最上層に形成された第１の
パッドメタル層と、前記第１のパッドメタル層の下に層間絶縁膜を挟んで形成された第２
のパッドメタル層と、前記層間絶縁膜を貫通して第１のパッドメタル層と第２のパッドメ
タル層を電気的に接続するビアとから構成され、前記第１のパッドメタル層の端部と第２
のパッドメタル層の端部とが各層の厚み方向に沿って一致しないように、少なくとも一端
部が互いに１．５μｍ以上２μm以下の範囲でずれて配置され、前記第２のパッド領域は
、前記第１のパッドメタル層のみで構成された半導体装置。
【請求項３】
　第２のパッドメタル層の端部は、第１のパッドメタル層の端部よりも外側にずれている
請求項１または請求項２のいずれかに記載の半導体装置。
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【請求項４】
　第２のパッドメタル層の端部は、第１のパッドメタル層の端部よりも内側にずれている
請求項１または請求項２のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項５】
　第２のパッド領域の第１のパッドメタル層の下に層間絶縁膜を挟んで、第２のパッドメ
タル層と同一層をなすように複数個のダミーメタルが配設された請求項２記載の半導体装
置。
【請求項６】
　パッド部の下の層に回路素子または配線が配設されている請求項１記載の半導体装置。
【請求項７】
　第１のパッド領域と第２のパッド領域の少なくとも一方の下の層に回路素子または配線
が配設されている請求項２記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の外部接続用電極に関するものであり、特にパッド部の構造と配
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１１は従来の半導体装置の外部接続用電極であるパッドとその周辺部の構成を示し、
図１１（ａ）、（ｂ）はそれぞれ平面図、断面図である。
　図１１において、２２は電極パッド、３１は電極パッド２２を除いた半導体基板上に形
成された第１の保護膜（例えば、ＰドープされたＰ－ＳｉＮ膜）、３２は第１の保護膜３
１上にさらに形成された第２の保護膜（例えば、ポリイミド膜）である。電極パッド２２
は、最上層に形成された第１のパッドメタル６７と、一つ下の配線層に形成された第２層
のパッドメタル６５と、第１のパッドメタル６７と第２のパッドメタル６５をそれらの間
の層間絶縁膜７１に形成されたビア６６を介して電気的に接続する積層ビア構造をとって
いる。ビア６６はＷ(タングステン)等の金属で形成される。
【０００３】
　電極パッド２２の直下以外では、半導体基板（図示せず）上に形成された回路素子と接
続された配線１０、その上層に形成された電源層メタル９１、さらにその上層に形成され
たダミーの配線パターン１４と、各層の間の層間絶縁膜７１，７２，７３が形成されてい
る。ダミーの配線パターン１４の代わりに、電源層メタル９１を繰り返して形成する場合
もある。
【０００４】
　電極パッド２２の直下には、層間絶縁膜７２，７３があり、第１のパッドメタル６７と
第２のパッドメタル６５は、層間絶縁膜７１，７２，７３に形成されたビアを介して、配
線１０と接続されている。
【０００５】
　チップサイズの縮小を目的として、外部接続用のパッドを入出力回路セルの素子形成領
域上に配置した構造も提案されている。例えば、ロジック回路やドライバ回路の上に層間
絶縁膜を設け、その上に入力パッドあるいは出力パッドを形成した半導体集積回路が提案
されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平０６－２４４２３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、素子上に上記したような構造の電極パッドが形成された場合、パッドへ
のワイヤボンディング時の衝撃荷重の影響によって、パッド直下の配線や層間絶縁膜にダ
メージが生じる恐れがある。あるいは、パッド直下に形成された拡散素子、例えば、トラ
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ンジスタの動作特性の変化（劣化）という影響を与える可能性がある。
【０００７】
　特に、金ボールボンドによるワイヤボンディングでは、半導体チップを２３０－２４０
℃に加熱して所定の荷重を加えながら超音波を印加することにより、アルミパッドの表面
の酸化膜を破ってアルミニウムの真性面と金の界面で金－アルミニウム合金を形成させる
ため、印加する超音波エネルギーによってパッド下の層間絶縁膜とメタルとの界面に生じ
る応力により、層間絶縁膜（ＳｉＯ2等で形成されている）にクラックが発生する。
【０００８】
　図１２は、電極パッド上にボールボンドを行なったときに層間絶縁膜に生じる応力の分
布図である。ここでは、４層配線構造の電極パッド上に金属バンプを金ボールボンディン
グ工法で形成したときの応力分布をＣＡＥ解析（有限要素法）により計算した結果を示し
ている。
【０００９】
　電極パッドは、最上層のパッドメタル６１（以下、第１のメタル６１という）の下に、
第１の層間絶縁膜７１、第２層のパッドメタル６２（以下、第２のメタル６２という）、
第２の層間絶縁膜７２、第３のメタル９１、第３の層間絶縁膜７３、最下層メタル１０が
形成されている。第１のメタル６１上に金属バンプ４３が形成される時に、超音波が図中
の矢印に示すように半導体基板に沿う水平方向に印加される。このことにより、下層のメ
タル６２，９１のエッジ部に応力が集中する（図中に白っぽく表示されている）。
【００１０】
　この応力が層間絶縁膜７１，７２，７３の降伏応力を超えると、脆性破壊を生じ、クラ
ックが発生する。その際には、印加される超音波エネルギーの大きさに応じて内部応力も
大きくなることがＣＡＥ解析により判明している。また、ボンディングされる電極パッド
の直下に形成されているトランジスタの特性（Ｖｔ、Ｇｍ、ホットキャリア寿命等）が劣
化することが判明している。
【００１１】
　一方、プローブ検査（Ｐ検）の一般的方法であるカンチレバー方式のＰ検では、タング
ステンなどのプローブ針で電極パッドを押圧するため、ウエハのＰ検時もパッドメタルの
直下に大きな集中荷重がかかり、層間絶縁膜にクラックが発生する。また電極パッドにプ
ローブ針の針跡（圧跡）が残る。組み立て時のワイヤボンドは通常、この圧跡付の電極パ
ッド上へ行うのであるが、圧跡部はパッド表面のアルミニウムがプローブ針によって削ら
れているため、金ボールとの合金が形成されない領域となる。近年では、ワイヤボンドの
ボンディングピッチの縮小が要求され、パッドサイズ、ボール径が小さくなってきている
ので、相対的に圧跡の面積が増大してきており、所定の面積の合金形成、ボンディングが
できなくなるという問題が生じている。
【００１２】
　本発明は上記問題を解決するもので、ボンディングやプローブの際に電極パッドの表面
や下層の配線および層間絶縁膜に与えるダメージを低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記問題を解決するために、本発明の半導体装置は、外部接続用電極であるパッド部が
、最上層に形成された第１のパッドメタル層と、前記第１のパッドメタル層の下に層間絶
縁膜を挟んで形成された第２のパッドメタル層と、前記層間絶縁膜を貫通して第１のパッ
ドメタル層と第２のパッドメタル層を電気的に接続するビアとからなり、前記第１のパッ
ドメタル層の端部と第２のパッドメタル層の端部とが各層の厚み方向に沿って一致しない
ように、少なくとも一端部が互いに１．５μｍ以上２μm以下の範囲でずれて配置された
ことを特徴とする。
【００１４】
　また本発明の半導体装置は、外部接続用電極であるパッド部が、ボンディング用の第１
のパッド領域とプローブ検査用の第２のパッド領域とからなり、前記第１のパッド領域は
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、最上層に形成された第１のパッドメタル層と、前記第１のパッドメタル層の下に層間絶
縁膜を挟んで形成された第２のパッドメタル層と、前記層間絶縁膜を貫通して第１のパッ
ドメタル層と第２のパッドメタル層を電気的に接続するビアとから構成され、前記第１の
パッドメタル層の端部と第２のパッドメタル層の端部とが各層の厚み方向に沿って一致し
ないように、少なくとも一端部が互いに１．５μｍ以上２μm以下の範囲でずれて配置さ
れ、前記第２のパッド領域は、前記第１のパッドメタル層のみで構成されたことを特徴と
する。
【００１５】
　第２のパッドメタル層の端部は、第１のパッドメタル層の端部よりも外側にずれていて
よい。また第２のパッドメタル層の端部は、第１のパッドメタル層の端部よりも内側にず
れていてよい。
【００１６】
　第２のパッド領域の第１のパッドメタル層の下に層間絶縁膜を挟んで、第２のパッドメ
タル層と同一層をなすように複数個のダミーメタルが配設されるのが好ましい。
　パッド部の下の層に回路素子または配線が配設されていてよい。
【００１７】
　第１のパッド領域と第２のパッド領域の少なくとも一方の下の層に回路素子または配線
が配設されていてよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の半導体装置によれば、ボンディング時やプロービング時にパッドメタル層のエ
ッジに発生する応力を小さくし、パッドメタル層の下の層間絶縁膜にかかる応力を緩和す
ることができるので、パッドメタル層の下の層間絶縁膜のダメージを低減できる。
【００１９】
　また、ボンディング用の第１のパッド領域から区分してプローブ検査用の第２のパッド
領域を設けることにより、第１のパッド領域において、プロービングに起因する層間絶縁
膜のダメージと圧跡とを回避することができる。
【００２０】
　パッド部を回路素子または配線の領域上に配置した場合も、ボンディング荷重によって
配線部や拡散部にダメージを発生させることなく、パッド部に対する接続を容易に行うこ
とができる。したがって、パッド部を回路素子または配線の領域を避けて配置する場合に
比べて、少なくともパッド部の総面積分だけチップサイズを縮小することができ、チップ
コストも低減可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　本発明でいう半導体装置は、ウエハ状態の半導体集積回路装置とその個別の半導体装置
の双方を含むが、ここでは半導体集積回路装置について説明する。
【００２２】
　図１は本発明の第１の実施形態の半導体装置の要部構成を示し、図１（ａ）、（ｂ）は
同半導体装置の外部接続用電極であるパッドとその周辺部の平面図、断面図である。ここ
ではパッドは、入出力回路の素子領域または配線上に形成されており、４層配線構造であ
る場合を示している。
【００２３】
　図１において、１１はプロービングによるウエハ検査用のプローブパッド、２１はワイ
ヤボンド等の組み立てに用いるボンディングパッド、３１はプローブパッド１１およびボ
ンディングパッド２１の上面を除いた半導体基板上に形成されたＰ－ＳｉＮ膜などの第１
の保護膜、３２は第１の保護膜３１上に形成されたポリイミド膜などの第２の保護膜であ
る。
【００２４】
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　ボンディングパッド２１は、最上層のパッドメタル６１（以下第１のメタル６１という
）と、そのひとつ下の配線層に形成された第２層のパッドメタル６２（以下第２のメタル
６２という）と、第１のメタル６１と第２のメタル６２との間の層間絶縁膜７１を貫通し
てこれらメタル６１，６２間を接続するビア６３とからなる積層ビア構造を有している。
積層ビア構造は、ワイヤボンドなどのボンディング工程で生じる衝撃エネルギーを吸収し
、パッドの直下の配線部や拡散素子にかかる応力を緩和し、ダメージの発生を抑えるのに
効果がある。
【００２５】
　ボンディングパッド２１の第２のメタル６２の下には、例えば電源供給のための電源層
である第３のメタル９１、さらに下層には、入出力回路内への信号供給のための最下層メ
タル１０が形成されており、第１および第２のメタル６１，６２と、最下層メタル１０と
は、引出し部メタル８１のスタック構造により電気的に接続されている。第２のメタル６
２と第３のメタル９１との間、および第３のメタル９１と最下層メタル１０との間にはそ
れぞれ層間絶縁膜７２，７３が形成されている。
【００２６】
　ボンディングパッド２１とプローブパッド１１は、第１のメタル６１に一体に形成され
ていて、第１のメタル６１上の第１の保護膜３１に分離して形成された２個のコンタクト
窓からそれぞれ露出している。ただし実際には、プローブパッド１１とボンディングパッ
ド２１を単に領域として使い分けてもよく、必ずしも第１の保護膜３１によって分離する
必要はない。
【００２７】
　プローブパッド１１は、ボンディングパッド２１のような２層のメタル６１，６２によ
る積層ビア構造ではなく、第１のメタル６１だけで構成されており、その下には層間絶縁
膜７１，７２を介して第３のメタル９１がある。第３のメタル９１の下には、ボンディン
グパッド２１と同様に、層間絶縁膜７３と最下層メタル１０がある。
【００２８】
　第２のメタル６２はボンディングパッド２１よりも縦横に大きく、ボンディングパッド
２１，プローブパッド１１のそれぞれの下層にある２つの第３のメタル９１は、第２のメ
タル６２のエッジ部よりも中央寄りで隣接している。
【００２９】
　図２は、プローブパッド１１およびボンディングパッド２１の各層の平面図であり、図
２（ａ）は、第１のメタル６１の層を示し、図２（ｂ）、（ｃ）は、第２のメタル６２の
層を２例を挙げて示している。
【００３０】
　図２（ａ）には、第１のメタル６１に、第１の保護膜３１により分離されるプローブパ
ッド１１の領域とボンディングパッド２１の領域を示している。引出し部メタル８１はパ
ッドメタル６１と同一幅である。
【００３１】
　図２（ｂ）においては、引出し部メタル８１の幅より理解されるように、第２のメタル
６２の幅を第１のメタル６１の幅よりも大きくしている。
　図２（ｃ）においては、引出し部メタル８１の幅より理解されるように、第２のメタル
６２の幅を第１のメタル６１の幅よりも小さくしている。
【００３２】
　図２（ｂ）、（ｃ）のいずれも構造も、第１のメタル６１のエッジ６１ａと第２のメタ
ル６２のエッジ６２ａを、各層の厚み方向に沿って一致しないように、すなわち、平面視
したときに垂直方向に一致しないように、また僅かに重なることがないように、互いにず
れた配置としたものである。ここでは、第１のメタル６１に比べて第２のメタル６２の一
対の端部が飛び出すかあるいは窪んでいるが、これに限らず、互いの端部が層間絶縁膜の
上下で一致しないようにずれていれば、一方が飛び出して他方が窪んでいてもよい。なお
第２のメタル６２のもう一対のエッジ６２ａも、図１からも明らかなように、引出し部メ
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タル８１に接するか、第１のメタル６１のエッジ６１ａからずれている。５１はプローブ
パッド１１の下の領域の層間絶縁膜を示しており、上述した層間絶縁膜７１の一部である
。この領域にはメタルを形成していない。
【００３３】
　図３は、プロービング、ボールボンドを行なう際のパッド周辺部の状態を示し、図３（
ａ）、（ｂ）はそれぞれ平面図、断面図である。プローブ針４２のすべりにより、プロー
ブパッド１１上に、プローブ痕４１が生じている。ワイヤボンドで行われるように、ボン
ディングパッド２１上に金属バンプ４３が形成されている。
【００３４】
　このようにプロービング、ボールボンドする際の荷重がパッドにかかっても、上述した
ように第１のメタル６１のエッジ６１ａと第２のメタル６２のエッジ６２ａとが互いにず
れているため、それぞれのエッジ部６１ａ，６２ａで生じる応力集中を緩和することがで
き、層間絶縁膜７１，７２のクラック等の物理的ダメージの発生を抑制することができる
。プローブパッド１１の下の領域でも、メタルを形成しないことで層間絶縁膜７１，７２
の総膜厚を厚くできるため、そのクラックの発生を抑制することができる。これらの結果
、第１のメタル６１と第３のメタル９１との間の電気的ショート／リークを防ぐことが可
能である。このことは、第２のメタル６２よりも下層にある第３のメタル９１、最下層メ
タル１０、層間絶縁膜７２，７３についても言える。
【００３５】
　ワイヤボンディング時のワイヤのイニシャルボール径を４５μｍとし、ワイヤボンディ
ング時の超音波パワーを一定とした場合、第１のメタル６１と第２のメタル６２の端部が
一致している従来構造では、クラック発生率が３．２％であったのに対し、図２（ｂ）、
（ｃ）に示すように第１のメタル６１と第２のメタル６２の両端部をずらした本発明の構
造ではクラック発生率は低下し、１．５～２μｍずらした時にはクラック発生率は０％と
なった。これ以上大きくしても効果は変わらず、大きくしすぎるとパッド間の距離が大き
くなり、パッド配置密度が低下する。
【００３６】
　この第１の実施形態では、プローブパッド１１とボンディングパッド２１の双方を備え
た外部接続用電極について説明したが、少なくともボンディングパッド２１を備えた外部
接続用電極に上記構造を適用すれば、荷重が印加された時の層間絶縁膜のクラックの発生
を抑制できる。
【００３７】
　図４は本発明の第２の実施形態の半導体装置の要部構成を示し、図４（ａ）、（ｂ）は
それぞれ同半導体装置の外部接続用電極であるパッドとその周辺部の平面図、断面図であ
る。
【００３８】
　この第２の実施形態の半導体装置が第１の実施形態の半導体装置と異なるのは、プロー
ブパッド１１の下に、ボンディングパッド２１の第２のメタル６２と同一層をなすように
、数μｍ角の微小なバッファメタル６４を格子状に、つまり縦横に複数列に配列している
ことである。これらの微小なバッファメタル６４が存在することにより、プローブ時の荷
重によってプローブパッド１１の下の層間絶縁膜７１内に生じる応力集中を緩和すること
ができ、層間絶縁膜７１，７２でのクラックの発生を防ぐことが可能となる。したがって
、第１のメタル６１と第３のメタル９１との間の電気的ショート／リークをより確実に防
ぐことができる。
【００３９】
　図５は、プローブパッド１１およびボンディングパッド２１の各層の平面図であり、図
５（ａ）は、第１のメタル６１の層を示し、図５（ｂ）、（ｃ）は、第２のメタル６２お
よびメタル６４の層を、２例を挙げて示している。
【００４０】
　さきに説明した図２と同様に、図５（ａ）においては、第１のメタル６１に、第１の保
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護膜３１により分離されるプローブパッド１１の領域とボンディングパッド２１の領域を
示している。引出し部メタル８１はパッドメタル６１と同一幅である。
【００４１】
　図５（ｂ）においては、引出し部メタル８１の幅より理解されるように、第２のメタル
６２の幅、メタル６４の配列幅を、第１のメタル６１の幅よりも大きくしている。
　図５（ｃ）においては、引出し部メタル８１の幅より理解されるように、第２のメタル
６２の幅を第１のメタル６１の幅よりも小さくしている。
【００４２】
　図５（ｂ）（ｃ）のいずれの場合も、メタルエッジ６１ａ，６２ａの重なりを無くして
おり、ボンディング時の応力の緩和が可能になっている。
　図６は本発明の第３の実施形態の半導体装置の要部構成を示し、図６（ａ）、（ｂ）は
それぞれ同半導体装置の外部接続用電極であるパッドとその周辺部の平面図、断面図であ
る。
【００４３】
　この第３の実施形態の半導体装置が第１の実施形態の半導体装置と異なるのは、第１の
実施形態におけるボンディングパッド２１の外側、すなわち、チップ外周のスクライブ領
域側に外部パッドを配置していることである。ここでは、これら２つのパッドを内部パッ
ド６８、外部パッド６９と称する。
【００４４】
　内部パッド６８、外部パッド６９とも、ボンディングパッド２１と同様に、第１のメタ
ル６１と第２のメタル６２，６５、およびこれらのメタル間を接続するビア６３，６６に
よる積層ビアパッド構造としている。９２は、例えば電源供給のための第２の電源層とし
て形成されたメタルである。電源層であれば、３層目の第３のメタル９１と合わせて形成
することで、電源配線内の電位のさらなる安定化を図ることができる。
【００４５】
　図７は、内部パッド６８および外部パッド６９の各層の平面図であり、図７（ａ）は、
第１のメタル６１の層を示し、図７（ｂ）、（ｃ）は、第２のメタル６２，メタル６５の
層を、２例を挙げて示している。
【００４６】
　さきに説明した図２と同様に、図７（ａ）においては、第１のメタル６１に、第１の保
護膜３１により分離される内部パッド６８の領域と外部パッド６９の領域を示している。
引出し部メタル８１はパッドメタル６１と同一幅である。
【００４７】
　図７（ｂ）においては、引出し部メタル８１の幅より理解されるように、第２のメタル
６２の幅を、第１のメタル６１の幅よりも大きくしている。
　図７（ｃ）においては、引出し部メタル８１の幅より理解されるように、第２のメタル
６２の幅を第１のメタル６１の幅よりも小さくしている。
【００４８】
　図７（ｂ）（ｃ）のいずれの場合も、メタルエッジ６１ａ，６２ａの重なりを無くして
おり、ボンディング時の応力の緩和が可能になっている。
　図８は、図６に示した第３の実施形態の半導体装置について、プロービング、ボールボ
ンドを行なった際のパッド周辺部の状態を示し、図８（ａ）、（ｂ）はそれぞれ平面図、
断面図である。外部パッド６９に対してプローブ針４２でプロービングを行なっており、
プローブ針４２のすべりにより、外部パッド６９上に、プローブ痕４１が生じている。金
属バンプ４３は内部パッド６８上に形成している。
【００４９】
　なお、内部パッド６８と外部パッド６９とは必ずしも同一種の金属で単一の膜として形
成しなくてもよく、別個金属からなる別個の膜であってもよい。
　図９は、入出力回路の領域上にパッド部が複数配置された様子を示す平面図である。複
数のパッド部のそれぞれにおいて、内側の内部パッド６８上に金属バンプ４３を設けてお
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り、外側の外部パッド６９上にプローブ痕４１が生じている。
【００５０】
　図１０も、入出力回路の領域上にパッド部が複数配置された様子を示す平面図である。
金属バンプ４３を交互に内側の内部パッド６８上と外側の外部パッド６９上とに設けてお
り、残りの内部パッド６８と外部パッド６９上とにプローブ痕４１が生じている。
【００５１】
　このようにプローブのためのパッドとボンディングのためのパッド（あるいはパッド領
域）をそれぞれジグザグ状に配置することで、見かけ上のパッドピッチを拡大することが
できる。またセル内に複数のパッドを設けることでバンプ接続時のピッチを拡大すること
ができる。
【００５２】
　このため、たとえば個別の半導体装置を金属バンプ４３を用いてキャリア基板上にフリ
ップチップ実装してＣＳＰ（Chip Size Package）や、ＢＧＡ（Ball Grid Array）などの
表面実装型パッケージとする場合に、キャリア基板の電極ピッチを拡大させることができ
、基板設計上のルールが緩和され、基板コストの低減も図ることができるなど、非常に大
きなメリットがある。
【００５３】
　金属バンプ４３としては、例えば、金ボールをベースとした２段突起状のスタッドバン
プや、電解めっき法あるいは無電解めっき法による金、ニッケル、銅などの金属バンプを
形成することができる。いずれの場合も、上述したように入出力回路の領域上に形成した
複数のパッド（あるいはパッド領域）を交互に用いることにより、実質的な接続ピッチを
拡大できるため、接続歩留まりの向上、生産性の向上が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明の半導体装置は、外部接続用電極の下に回路素子や配線があっても荷重の影響を
及ぼしにくいので、外部接続用電極でプローブ検査や外部接続のためのボンディングが行
われる半導体装置として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１の実施形態の半導体装置のパッドとその周辺部の構成図
【図２】図１のパッドの各層の平面図
【図３】図１のパッドのプロービングおよびボールボンド時の状態を示す構成図
【図４】本発明の第２の実施形態の半導体装置のパッドとその周辺部の構成図
【図５】図４のパッドの各層の平面図
【図６】本発明の第３の実施形態の半導体装置のパッドとその周辺部の構成図
【図７】図６のパッドの各層の平面図
【図８】図６のパッドのプロービングおよびボールボンド時の状態を示す構成図
【図９】図６のパッドが複数配置された様子を示す平面図
【図１０】図６のパッドが複数配置された様子を示す別の平面図
【図１１】従来の半導体装置のパッドとその周辺部の構成図
【図１２】図１１の半導体装置の層間絶縁膜に生じる応力の分布図
【符号の説明】
【００５６】
　１０　　最下層メタル
　１１　　プローブパッド（第２のパッド領域）
　２１　　ボンディングパッド（第１のパッド領域）
　４２　　プローブ針
　４３　　金属バンプ
　６１　　最上層のパッドメタル（第１のパッドメタル層）
　６１ａ　エッジ
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　６２　　第２層のパッドメタル（第２のパッドメタル層）
　６２ａ　エッジ
　６３　　ビア
　６４　　バッファメタル（ダミーメタル）
　７１　　層間絶縁膜
　７２　　層間絶縁膜
　７３　　層間絶縁膜
　８１　　引出し部メタル
　９１　　第３のメタル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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