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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックスからなり、表層部および内層部を有する絶縁基体と、
前記表層部および前記内層部に設けられた複数の接続用ビアと前記表層部に設けられた複
数のダミービアとを含むビアとを備えており、
前記表層部の横断面における前記絶縁基体に対する前記複数のビアの面積比が、前記内層
部の横断面における前記絶縁基体に対する前記複数のビアの面積比より高いことを特徴と
するプローブカード用配線基板。
【請求項２】
　前記表層部の横断面において、前記複数の接続用ビアを設けられた第１の領域が多角形
状であり、前記第１の領域が前記複数のダミービアが設けられた第２の領域によって囲ま
れていることを特徴とする請求項１に記載のプローブカード用配線基板。
【請求項３】
　前記第２の領域における前記絶縁基体に対する前記複数のダミービアの面積比が、前記
第１の領域における前記絶縁基体に対する前記複数の接続用ビアの面積比と同等であるこ
とを特徴とする請求項２に記載のプローブカード用配線基板。
【請求項４】
　前記第２の領域が、前記第１の領域を囲む円形状の第３の領域と該第３の領域を囲む第
４の領域とを有しており、
前記第３の領域における前記絶縁基体に対する前記複数のダミービアの面積比が、前記第
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１の領域における前記絶縁基体に対する前記複数の接続用ビアの面積比と同等であり、
前記第４の領域における前記絶縁基体に対する前記複数のダミービアの面積比が、前記第
３の領域における前記絶縁基体に対する前記複数のダミービアの面積比よりも小さいこと
を特徴とする請求項２記載のプローブカード用配線基板。
【請求項５】
　請求項１に記載のプローブカード用配線基板と、
前記複数の接続用ビアに電気的に接続された複数のプローブとを備えていることを特徴と
するプローブカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プローブカード用配線基板およびそれを用いたプローブカードに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子装置の使用量が増大するに伴い、従来は電子部品(半導体部品を含む)等の素
子をパッケージに実装した後に電気的なテストをしていたが、不良の素子を実装するコス
トや時間が省けると共にウエハが大型化するに伴いテストの効率も高まるため、素子をウ
エハの状態で電気テストを行うことが一般的になっている。この素子をウエハの状態でテ
ストするプローブカード用に、セラミック製のプローブカード用配線基板が用いられてい
る。
【０００３】
　このようなプローブカード用配線基板に使用される絶縁基体としては、熱膨張係数がウ
エハの熱膨張係数に比較的近く、また、強度が比較的高いアルミナ質セラミックスやウエ
ハの熱膨張係数に近いムライト質セラミックスを用いたプローブカード用配線基板が好適
に使用されている。（例えば、特許文献１を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平11-160356号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、常温でのテストだけでなく低温や高温で行われるバーンインテストも同
じプローブカードを用いて行おうとすると、プローブカードを常温から高温に加熱したり
低温に冷却する場合に、プローブカード用配線基板は、プローブカードを構成している他
の材料に比べて熱容量が大きく、比較的熱伝導率が低いために、加熱や冷却してプローブ
カード用配線基板が定常な温度分布となるまでに時間がかかり、定常な状態になる前はプ
ローブカード用配線基板が反ってウエハ上の端子とプローブが電気的に接続されない等の
問題がおきやすく、そのためにバーンインテストにかかる時間を短縮できないので、バー
ンインテストを短縮できるプローブカード用配線基板とするためには改善が必要なもので
あった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一つの態様によるプローブカード用配線基板は、セラミックスからなり、表層
部および内層部を有する絶縁基体と、前記表層部および前記内層部に設けられた複数の接
続用ビアと前記表層部に設けられた複数のダミービアとを含むビアとを備えており、前記
表層部の横断面における前記絶縁基体に対する前記複数のビアの面積比が、前記内層部の
横断面における前記絶縁基体に対する前記複数のビアの面積比より高いことを特徴とする
。
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【０００７】
　本発明の他の態様によるプローブカード用配線基板は、上記構成において、前記表層部
の横断面において、前記複数の接続用ビアを設けられた第１の領域が多角形状であり、前
記第１の領域が前記複数のダミービアが設けられた第２の領域によって囲まれていること
を特徴とする。
【０００８】
　本発明の他の態様によるプローブカード用配線基板は、上記構成において、前記第２の
領域における前記絶縁基体に対する前記複数のダミービアの面積比が、前記第１の領域に
おける前記絶縁基体に対する前記複数の接続用ビアの面積比と同等であることを特徴とす
る。
【０００９】
　本発明の他の態様によるプローブカード用配線基板は、上記各構成において、前記第２
の領域が、前記第１の領域を囲む円形状の第３の領域と該第３の領域を囲む第４の領域と
を有しており、前記第３の領域における前記絶縁基体に対する前記複数のダミービアの面
積比が、前記第１の領域における前記絶縁基体に対する前記複数の接続用ビアの面積比と
同等であり、前記第４の領域における前記絶縁基体に対する前記複数のダミービアの面積
比が、前記第３の領域における前記絶縁基体に対する前記複数のダミービアの面積比より
も小さいことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の他の態様によるプローブカードは、上記構成のプローブカード用配線基板と、
前記複数の接続用ビアに電気的に接続された複数のプローブとを備えていることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一つの態様によるプローブカード用配線基板において、セラミックスからなり
、表層部および内層部を有する絶縁基体と、表層部および内層部に設けられた複数の接続
用ビアと表層部に設けられた複数のダミービアとを含むビアとを備えており、表層部の横
断面における絶縁基体に対する複数のビアの面積比が、内層部の横断面における絶縁基体
に対する複数のビアの面積比より高くなっている。本発明の一つの態様によるプローブカ
ード用配線基板は、このような構成を含んでいることによって、プローブカード用配線基
板の上下の表層から内層部には接続用ビアに加えてダミービアによって効率的に熱が伝導
されるようになるので、バーンインテスト時にプローブカード用配線基板に外部から熱が
加えられたり、冷却された場合に、ダミービアのない場合に比べ短時間で定常な温度分布
状態となるので、バーンインテストにかかる時間を短縮することに関して向上されている
。
【００１２】
　本発明の他の態様によるプローブカード用配線基板は、表層部の横断面において、複数
の接続用ビアを設けられた第１の領域が多角形状であり、第１の領域が複数のダミービア
が設けられた第２の領域によって囲まれている。本発明の他の態様によるプローブカード
用配線基板は、このような構成を含んでいることによって、ビアと絶縁基体の熱挙動の違
いにより、複数の接続用ビアが設けられた第１の領域の角部に集中しやすい応力を緩和さ
せて、プローブカード用配線基板において、変形ならびにクッラクが発生しにくいものと
することができる。
【００１３】
　本発明の他の態様によるプローブカード用配線基板は、表層部の横断面において、第２
の領域における絶縁基体に対する複数のダミービアの面積比が、第１の領域における絶縁
基体に対する複数の接続用ビアの面積比と同等である。本発明の他の態様によるプローブ
カード用配線基板は、このような構成を含んでいることによって、より効果的に応力の集
中を緩和でき、プローブカード用配線基板において、変形ならびにクッラクが発生しにく
いものとすることができる。
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【００１４】
　本発明の他の態様によるプローブカード用配線基板は、表層部の横断面において、第２
の領域が、第１の領域を囲む円形状の第３の領域と第３の領域を囲む第４の領域とを有し
ており、第３の領域における絶縁基体に対する複数のダミービアの面積比が、第１の領域
における絶縁基体に対する複数の接続用ビアの面積比と同等であり、第４の領域における
絶縁基体に対する複数のダミービアの面積比が、第３の領域における絶縁基体に対する複
数のダミービアの面積比よりも小さくなっている。本発明の他の態様によるプローブカー
ド用配線基板は、このような構成を含んでいることによって、第１の領域および第３の領
域において、複数の接続用ビアと複数のダミービアとを含むビアが円形状で、絶縁基体に
対するビアの面積比が同様であるため、ビアと絶縁基体の熱挙動の違いにより発生しやす
い応力がより効果的に緩和されるとともに、平面視で第１の領域および第３の領域から外
側に向かって段階的に絶縁基体に対するビアの面積比を小さいものとして、ビアと絶縁基
体の熱挙動の違いにより発生しやすい応力を分散させ、より効果的に応力の集中を緩和で
き、プローブカード用配線基板において、変形ならびにクッラクが発生しにくいものとす
ることができる。
【００１５】
　本発明の他の態様によるプローブカードは、上記構成のプローブカード用配線基板と、
複数の接続用ビアに電気的に接続された複数のプローブとを備えていることによって、バ
ーンインテスト時にプローブカード用配線基板に外部から熱が加わったり、冷却された場
合に、ダミービアのない場合に比べ短時間で定常な温度分布状態となるので、バーンイン
テストにかかる時間を短縮することに関して向上されている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（ａ）は本発明の実施形態におけるプローブカード用配線基板を示す平面図であ
り、（ｂ）は（ａ）に示されたプローブカード用配線基板のＡ－Ａ線における縦断面図で
ある。
【図２】図１（ｂ）に示されたプローブカード用配線基板において符号Ｂによって示され
た部分の拡大図である。
【図３】本発明の実施形態におけるプローブカード用配線基板の他の例の要部を拡大して
示す断面図である。
【図４】本発明の実施形態におけるプローブカード用配線基板の他の例の要部を拡大して
示す断面図である。
【図５】（ａ）は図２に横断面で示されたプローブカード用配線基板の要部の一例の上面
図であり、（ｂ）は同様に要部のＣ－Ｃ線による表層部１ａの横断面の一例の上面図であ
り、（ｃ）は同様に要部のＤ－Ｄ線による内層部１ｂの横断面の一例の上面図である。
【図６】（ａ）は図２に断面図で示されたプローブカード用配線基板の要部の一例のＥ－
Ｅ線による横断面の上面図であり、（ｂ）は同様に腰部のＦ－Ｆ線による横断面の上面図
であり、（ｃ）は同様に要部の一例の下面図である。
【図７】（ａ）は図２に断面図で示されたプローブカード用配線基板の要部の他の例のＥ
－Ｅ線による横断面の上面図であり、（ｂ）は同様に要部の他の例のＦ－Ｆ線による横断
面の上面図であり、（ｃ）は同様に要部の他の例の下面図である。
【図８】（ａ）は図２に断面図で示されたプローブカード用配線基板の要部の他の例のＥ
－Ｅ線による横断面の上面図であり、（ｂ）は同様に要部の他の例のＦ－Ｆ線による横断
面の上面図であり、（ｃ）は同様に要部の他の例の下面図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）は本発明の実施形態におけるプローブカード用配線基板の他の例
を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の例示的な実施形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
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　図１（ａ）、（ｂ）および、図２に示されているように、本発明の実施形態におけるプ
ローブカード用配線基板３は、複数層の絶縁層１ｃからなる絶縁基体１と、絶縁層１ｃの
各層の表裏面に信号、電源、接地等の各役割を持った内部配線層６、絶縁層１ｃを貫通す
るビア２、絶縁基体１の上部および下部にプローブや外部回路と接続するためのランド４
とを含んでいる。また、ビア２は、電気的な接続を主な目的とした接続用ビア２ａと、熱
伝導性の向上を主な目的としたダミービア２ｂを含んでいる。
【００１９】
　図１（ａ）、（ｂ）および、図２に示された本実施形態によるプローブカード用配線基
板３において、セラミックスからなり、表層部１ａおよび内層部１ｂを有する絶縁基体１
と、表層部１ａおよび内層部１ｂに設けられた複数の接続用ビア２ａと表層部１ａに設け
られた複数のダミービア２ｂとを含むビア２とを備えており、表層部１ａの横断面におけ
る絶縁基体１に対する複数のビア２の面積比が、内層部１ｂの横断面における絶縁基体に
対する複数のビア２の面積比より高くなっている。本実施形態によるプローブカード用配
線基板３は、このような構成を含んでいることによって、プローブカード用配線基板３の
上下の表層部１ａから内層部１ｂには接続用ビア２ａに加えてダミービア２ｂによって効
率的に熱が伝導されるようになるので、バーンインテスト時にプローブカード用配線基板
３に外部から熱が加えられたり、冷却された場合に、ダミービア２ｂのない場合に比べ短
時間で定常な温度分布状態となるので、バーンインテストにかかる時間を短縮することに
関して向上されている。
【００２０】
　絶縁基体１の絶縁層１ｃは、酸化アルミニウム（アルミナ：Ａｌ２Ｏ３）質焼結体，窒
化アルミニウム（ＡｌＮ）質焼結体，炭化珪素（ＳｉＣ）質焼結体，ムライト質焼結体，
ガラスセラミックス等のセラミックスから成るものである。プローブカードに用いる場合
は、熱膨張係数がウエハを形成するシリコン（Ｓｉ）に近い、酸化アルミニウム（Ａｌ２

Ｏ３）質焼結体、ムライト質（３Ａｌ２Ｏ３・２ＳｉＯ２）焼結体またはガラスセラミッ
クスが好ましい。
【００２１】
　プローブカード用配線基板３のビア２、内部配線層６および下部ランド４は、絶縁層１
ｃと同時焼成により形成される、タングステン（Ｗ），モリブデン（Ｍｏ），モリブデン
－マンガン（Ｍｏ－Ｍｎ）合金，銀（Ａｇ），銅（Ｃｕ），金（Ａｕ），銀－パラジウム
（Ｐｄ）合金等の金属を主成分とするメタライズから成るものである。
【００２２】
　このようなプローブカード用配線基板３は、例えば、絶縁層１ｃが酸化アルミニウム質
焼結体で形成される場合には、以下の方法により製作される。まず、酸化アルミニウム，
酸化珪素，酸化マグネシウムおよび酸化カルシウムの原材料粉末に適当な有機バインダお
よび溶媒を添加混合して泥漿状となすとともに、これをドクターブレード法等によってシ
ート状に成形し、絶縁層１ｃとなる複数のセラミックグリーンシートを作製する。
【００２３】
　次に、セラミックグリーンシートのビアが形成される所定位置に金型等を用いた打ち抜
き加工やレーザ加工によって貫通孔を形成するとともに、貫通孔に導体ペーストを充填す
る。また、スクリーン印刷法等によってセラミックグリーンシートの所定位置に内部配線
層６あるいは必要に応じて下部のランド４となる導体ペースト層を10～20μｍの厚みに形
成する。導体ペーストは、タングステン，モリブデン，モリブデン－マンガン合金等の融
点の高い金属粉末と適当な樹脂バインダおよび溶剤とを混練することにより作製される。
レーザ加工によって貫通孔を形成する場合は、金型による加工のように耐久性を考慮した
形状とする必要が無く、用途に応じて最適の形状を決定することができるので好ましい。
【００２４】
　ダミービア２ｂもしくはダミー内部配線層６ｂは上記導体ペーストを用いて形成しても
良いが、電気的な接続の必要はないので熱伝導性の高い窒化アルミニウム粉末や炭化珪素
粉末等の絶縁体粉末と適当な樹脂バインダおよび溶剤とを混練することにより作製される
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絶縁性のダミー導体ペーストを用いて、ダミー貫通孔にダミー導体ペーストを充填したり
、スクリーン印刷法等によってセラミックグリーンシートの所定位置に内部ダミー配線層
６ｂとなるダミー導体ペースト層を10～20μｍの厚みに形成すると、導体ペーストに比べ
て絶縁層１ｃに近い焼成時の挙動のペーストとすることができるのでダミービア２ｂの密
度を高めても絶縁層１ｃの焼成時の変形が大きくなることを抑えたり、導体ペーストの焼
成時の挙動を補完することで、接続用ビア２ａの密度の高い部分で絶縁層１ｃの焼成時の
変形を小さくすることができたりするので好ましい。なお、絶縁性のダミー導体ペースト
に金属粉末を添加すると熱伝導率をより高めることができるので熱伝導性を高めるために
は好ましい。
【００２５】
　次に、これらセラミックグリーンシートを重ね合わせて圧着して積層体を作製し、この
積層体を1500℃～1600℃程度の高温で焼成することによって配線基板が作製される。
【００２６】
　絶縁層１ｃがガラスセラミックスから成る場合であれば、セラミックグリーンシートが
焼結する温度では焼結収縮しない、アルミナ等を主成分とする拘束グリーンシートを積層
体の両面に積層して焼成すると、拘束グリーンシートによりセラミックグリーンシートの
積層面方向の焼結収縮が抑えられて収縮ばらつきの小さいプローブカード用配線基板３が
得られる。これによって、ビア２の位置ばらつきを小さいものとできるので、表面のラン
ド４をより小型化でき、また高密度に形成できるので好ましい。
【００２７】
　また、絶縁層１ｃが1300℃程度で焼成できる低温焼成基板の場合には、銅粉末や銀粉末
をダミー導体ペーストに添加して、銅や銀の融点以上の焼成温度で焼成する場合は、ダミ
ービア２ｂ中の銅粉末もしくは銀粉末は互いに溶融し溶着しあうために、接触抵抗が減少
することで熱伝導率がより高くなるので好ましい。
【００２８】
　表層部１ａに形成されたダミービア２ｂは図２に断面図で示す例のように、内層部１ｂ
の内部接続用配線層６ａおよび接続用ビア２ａと独立して形成すると、プローブカード用
配線基板３の電気特性に与える影響が少ないので、設計が容易である。
【００２９】
　また、表層部１ａに形成されたダミービア２ｂは図３に断面図で示す例のように、内層
部１ｂの内部接続用配線層６ａおよび接続用ビア２ａと独立している内部ダミー配線層６
ｂと接続させて形成すると、プローブカード用配線基板３の電気特性に与える影響が少な
く、内層部１ｂの絶縁層１ｃへの伝熱性が向上するので好ましい。
【００３０】
　そして、表層部１ａに形成されたダミービア２ｂは図４に断面図で示す例のように、内
層部１ｂの内部接続用配線層６ａおよび接続用ビア２ａと接続させて形成すると内層部１
ｂの絶縁層１ｃへの伝熱性が向上する。接地用配線層にダミービア２ｂおよび内部ダミー
配線層６ｂを接続するとプローブカード用配線基板３の電気特性に与える影響が少ないの
で好ましい。ダミービア２ｂおよび内部ダミー配線層６ｂが絶縁性のものであれば、内部
配線層の部位を気にしないで接続することができるようになるので、設計の自由度が高ま
るので好ましい。
【００３１】
　ダミービア２ｂ用は表面まで形成されていると、外部から加えた熱の熱伝導性が向上す
るので好ましい。また、ダミー貫通孔２ｂによって、焼成時にグリーンシート中のバイン
ダを外部に導出させることができる様にもなるので、この点でも表層部１ａに形成された
ダミービア２ｂは表面まで形成されていることが好ましい。さらに、図４に示す例中にあ
るように、プローブカード用配線基板３の上下を貫通して形成されている構造が熱伝導の
点でも、焼成時にグリーンシート中のバインダを外部に導出させる点でもダミービア２ｂ
としては最も好ましい構造である。ダミービアに内部ダミー配線層を接続させるとより熱
伝導の点で好ましい構造となる。
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【００３２】
　プローブカード用配線基板３の上部のランド４は、上記のようにして焼成した配線基板
の上面を研磨するなどして平坦にした後に、蒸着法，スパッタリング法，イオンプレーテ
ィング法等の薄膜形成法によって形成する。下面のランド４も同様にして、薄膜形成法に
よって形成してもよい。具体的には、配線基板の上面の全面に、0.1μｍ～３μｍ程度の
厚みの、例えばクロム（Ｃｒ）－銅（Ｃｕ）合金層やチタン（Ｔｉ）－銅（Ｃｕ）合金層
から成る下地導体層を形成し、その上にランド４のパターン形状の開口を有するレジスト
膜を形成して、このレジスト膜をマスクとしてめっき等で銅や金等の金属から成る、２μ
ｍ～10μｍ程度の厚みの主導体層を形成する。そして、レジスト膜を剥離除去し、下地導
体層の露出した部分をエッチングにより除去することでランド４が形成される。その表面
には、さらに、めっき法によりニッケルや金のめっき層を形成するとよい。以上のように
して、プローブカード用配線基板３が形成される。
【００３３】
　なお、表層部１ａはプローブカード用配線基板３の表面から接地導体層もしくは電源層
が上面に形成された層の１層手前までの層を示し、内層部１ｂは上下を接地層体層もしく
は電源層が上面に形成された層を含む挟まれた層のうち広い方を言う。局所的に接地層も
しくは電源層が分かれている場合は主に使用されている接地層もしくは電源層が上面に形
成された層で挟まれている層を内部層１ｃとする。
【００３４】
　図５（ａ）は図２に横断面で示されたプローブカード用配線基板３の要部の一例の上面
図である。ダミービア２ｂはプローブカード用配線基板３の上部に露出していることが熱
伝導性の点で好ましい。またダミービアが露出していると、焼成時の脱バイ性も向上する
ので焼成時間を短くすることができるので好ましい。プローブカードでプローブカード用
配線基板３のランド４以外に導体が露出していないことが電気的に必要な場合は、表面の
ダミービア２ｂは絶縁性のものとするか、表面のダミービア２ｂ上に薄い絶縁膜を形成す
れば良い。
【００３５】
　図５（ｂ）は図２のＣ－Ｃ線による表層部１ａの横断面の一例の上面図であり、（ｃ）
は同様に図２のＤ－Ｄ線による内層部１ｂの横断面の一例の上面図である。（ｂ）と（ｃ
）を比べれば分るように、接続用貫通孔２ａは表層部１ａに比べて内層部１ｂの横断面が
多いにもかかわらず,ダミー貫通孔２ｂによって、貫通孔２トータルでは表層部１ａが内
層部１ｂの横断面より多くなっており、横断面における絶縁基体１に占める貫通孔２の面
積は内層部１ｂに比べ表層部１ａが多くなっている。
【００３６】
　図６（ａ）は図２に断面図で示されたプローブカード用配線基板の要部の一例のＥ－Ｅ
線による表層部１ａの横断面の上面図である。（ｂ）は同様に要部の一例のＦ－Ｆ線によ
る表層部１ａの横断面の上面図である。図６（ａ）、(ｂ)と図５（ｃ）を比べれば分るよ
うに、接続用貫通孔２ａは表層部１ａに比べて内層部１ｂの横断面が多いにもかかわらず
、ダミー貫通孔２ｂによって、貫通孔２トータルでは表層部１ａが内層部１ｂの横断面よ
り多くなっており、横断面における絶縁基体１に占める貫通孔２の面積は内層部１ｂに比
べ表層部１ａが多くなっている。
【００３７】
　図６（ｃ）は図２に断面図で示されたプローブカード用配線基板の要部の一例の下面図
である。ダミービア２ｂはプローブカード用配線基板３の下部に露出している。上面と同
様プローブカード用配線基板３のランド４以外に導体が露出していないことが電気的に必
要な場合は、表面のダミービア２ｂは絶縁性のものとするか、表面のダミービア２ｂ上に
薄い絶縁膜を形成すれば良い。
【００３８】
　図７（ａ）は図２に示されたプローブカード用配線基板の要部の他の例のＥ－Ｅ線によ
る横断面の上面図であり、（ｂ）は同様に要部の他の一例のＦ－Ｆ線であり、（ｃ）は同
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様に図２示されたプローブカード用配線基板の要部の他の例の下面図である。図７（ａ）
の表層部１ａのＦ－Ｆ線による横断面のビア２は図６(ａ)におけるビア２と同じであるが
、図７（ｂ）の表層部１ａのＥ－Ｅ線による横断面のビア２は図６（ｂ）に比べて多くな
っており、表層部１ａの表面に近づくにつれてビア２が増えている。表層部１ａの表面に
近づくにつれてビア２が増えると、表面に近づくほどプローブカード用配線基板の熱伝導
率が高くなるため、より早く基板表面付近で熱が平衡状態になりやすいことで、プローブ
カード用配線基板の反りが小さく収まりやすくなると共に、中心まで熱が届きやすくなり
定常状態になりやすいために、より短時間でバーンインテストができるようになるので好
ましい。
【００３９】
　ダミービア２ｂは図８（ａ）に例で示すように、接続用ビア２ａに比べて径を大きくす
ると、熱伝導率が向上するので好ましい。更に、図８（ａ）に比べ、（ｂ）のダミービア
２ｂを大きくする、つまりダミービア２ｂは表面に近づくほど径を大きく形成すると、図
７（ｂ）のように、ダミービア２ｂの数を増やさなくとも表面に近づくほどプローブカー
ド用配線基板の熱伝導率が高くなるため、より短時間でバーンインテストができるように
なるので好ましいと共に、貫通孔の数が増えないので工数が増えないので好ましい。
【００４０】
　図７および図８の各（ａ）、（ｂ）においては、各々下部の表層部１ａのＥ－Ｅ線やＦ
－Ｆ線での横断面を示しているが、上部の表層部１ａにおいても同様に表面に近づくほど
プローブカード用配線基板の熱伝導率が高くなるような構造としても同様の効果があるの
で好ましい。
【００４１】
　また、内部ダミー配線層６ｂはダミービア２ｂの付近だけでなく、電気的特性に悪影響
を与えない範囲で広い面積に形成されていると、ダミービア２ｂで絶縁層１ｃを貫通して
伝えた熱を広い範囲の絶縁層１ｃに伝えることができるようになるので、熱定常状態に早
くなりやすくなるので好ましい。特に内部ダミー配線層６ｂがプローブカード用配線基板
の側面に露出していると、焼成時に内部ダミー配線層６ｂの露出した側面を介して脱バイ
されやすくなるので好ましい。
【００４２】
　更に、ダミービア２ｂは接続用ビア２ａ付近に形成するだけでなく、図１（ａ）に示す
例のように、好ましくはダミービア２ｂはプローブカード用配線基板３を上面視した場合
にほぼ同じ密度で形成されて、プローブカード用配線基板の外周部にも形成すると、ビア
２や内部配線層６で使用されている導体ペーストの焼成時の収縮が絶縁層１ｃの収縮と多
少異なることによる局部的な基板の変形が発生し難くなるので好ましい。
【００４３】
　図９（ａ）、（ｂ）に示された例において、本実施形態によるプローブカード用配線基
板３は、表層部１ａの横断面において、複数の接続用ビア２ａを設けられた第１の領域７
ａが多角形状であり、第１の領域７ａが複数のダミービア２ｂが設けられた第２の領域７
ｂによって囲まれている。本実施形態によるプローブカード用配線基板３は、このような
構成を含んでいることによって、ビアと絶縁基体の熱挙動の違いにより、複数の接続用ビ
アが設けられた第１の領域の角部に集中しやすい応力を緩和させて、プローブカード用配
線基板において、変形ならびにクッラクが発生しにくいものとすることができるとともに
、プローブカード用配線基板３の熱伝導率が高くなり昇温降温の時間もより短縮される。
【００４４】
　図９（ａ）、（ｂ）に示された例において、本実施形態によるプローブカード用配線基
板３は、表層部１ａの横断面において、第２の領域７ｂにおける絶縁基体１に対する複数
のダミービア２ｂの面積比が、第１の領域７ａにおける絶縁基体１に対する複数の接続用
ビア２ａの面積比と同等である。本実施形態によるプローブカード用配線基板３は、この
ような構成を含んでいることによって、より効果的に応力の集中を緩和でき、プローブカ
ード用配線基板において、変形ならびにクッラクが発生しにくいものとすることができる
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とともに、プローブカード用配線基板３の熱伝導率が高くなり昇温降温の時間もより短縮
される。
【００４５】
　図９（ａ）、（ｂ）に示された例において、本実施形態によるプローブカード用配線基
板３は、表層部１ａの横断面において、第２の領域７ｂが、第１の領域７ａを囲む円形状
の第３の領域７ｃと第３の領域７ｃを囲む第４の領域７ｄとを有しており、第３の領域７
ｃにおける絶縁基体１に対する複数のダミービア２ｂの面積比が、第１の領域７ａにおけ
る絶縁基体１に対する複数の接続用ビア２ａの面積比と同等であり、第４の領域７ｄにお
ける絶縁基体１に対する複数のダミービア２ｂの面積比が、第３の領域７ｃにおける絶縁
基体１に対する複数のダミービア２ｂの面積比よりも小さくなっている。本実施形態によ
るプローブカード用配線基板３は、このような構成を含んでいることによって、第１の領
域および第３の領域において、複数の接続用ビアと複数のダミービアとを含むビアが円形
状で、絶縁基体に対するビアの面積比が同様であるため、ビアと絶縁基体の熱挙動の違い
により発生しやすい応力がより効果的に緩和されるとともに、平面視で第１の領域および
第３の領域から外側に向かって段階的に絶縁基体に対するビアの面積比を小さいものとし
て、ビアと絶縁基体の熱挙動の違いにより発生しやすい応力を分散させ、より効果的に応
力の集中を緩和でき、プローブカード用配線基板において、変形ならびにクッラクが発生
しにくいものとすることができる。また、プローブカード用配線基板３の熱伝導率が高く
なり昇温降温の時間もより短縮される。
【００４６】
　なお、平面視でプローブカード用配線基板３の接続用ビア２ａが形成されていない領域
において、図９（ａ）に示す例のように、プローブカード用配線基板３の外周端部にダミ
ービア２ｂが形成されていない領域があるものに比べて、図１（ａ）や図９（ｂ）に示す
例のようにダミービア２ｂが全面に形成されたものとすると、プローブカード用配線基板
３の熱伝導率が高くなり、プローブカード用配線基板３は短時間で温度ばらつきが小さく
なり易いので好ましい。
【００４７】
　また、図９（ａ）、（ｂ）に示す例においては、プローブカード用配線基板３の上面に
おける平面図を示しているが、下面においても同様に複数の接続用ビアを設けられた第１
の領域が多角形状であり、第１の領域が複数のダミービアが設けられた第２の領域によっ
て囲まれているような構造としても同様の効果があるので好ましい。
【００４８】
　本実施形態によるプローブカードは、上記構成のプローブカード用配線基板３と、複数
の接続用ビア２ａに電気的に接続された複数のプローブとを備えてなることによって、バ
ーンインテスト時にプローブカード用配線基板３に外部から熱が加わったり、冷却された
りしても、ダミービア２ｂのない場合に比べ短時間で定常な温度分布状態となるので、バ
ーンインテストにかかる時間を短縮することに関して向上されている。
【００４９】
　プローブは、例えば、以下のようにして作製され、本発明のプローブカード用配線基板
３に接続される。まず、シリコンウエハの１面にエッチングにより複数のプローブの雌型
を形成する。ついで、雌型を形成した面にめっき法によりニッケルから成る金属を被着さ
せるとともに雌型をニッケルで埋め込み、埋め込まれた部分以外のウエハ上のニッケルを
エッチング等の加工を施すことにより除去して、ニッケル製のプローブが埋設されたシリ
コンウエハを作製する。このシリコンウエハに埋設されたニッケル製プローブをプローブ
カード用配線基板３の上部のランド４にはんだ等の接合材で接合する。そして、シリコン
ウエハを水酸化カリウム水溶液で除去することによって、プローブカード用配線基板３の
上部のランド４にプローブが接続されたプローブカードが得られる。
【符号の説明】
【００５０】
　１・・・・・絶縁基体
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　１ａ・・・・表層部
　１ｂ・・・・内層部
　１ｃ・・・・絶縁層
　２・・・・・ビア
　２ａ・・・・接続用ビア
　２ｂ・・・・ダミービア
　３・・・・・プローブカード用配線基板
　４・・・・・ランド
　６・・・・・内部配線層
　６ａ・・・・内部接続用配線層
　６ｂ・・・・内部ダミー配線層
　７ａ・・・・第１の領域
　７ｂ・・・・第２の領域
　７ｃ・・・・第３の領域
　７ｄ・・・・第４の領域

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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