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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
基板上に電気接点を形成する方法において、
前記基板の表面上に導電ワイヤをボール・ボンディングするステップと、
前記基板に配設された突き出るスタッドを含むボール・ボンドを残すように前記ワイヤを
切断するステップと、
平坦化されたボール・ボンドを形成するように、前記突き出るスタッドを含む前記ボール
・ボンドをアンビルで平坦化するステップと、
前記平坦化されたボール・ボンドにトロイド状表面を押し付けて、突起を有するカップ状
の電気接点を形成するステップと
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を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
請求項１の方法により形成される電気接点を含むプローブ構造であって、
前記カップ状の電気接点は、はんだ材料の高温クリープを含めるようにされており、工作
物と前記ワイヤとが接触した場合に、前記突起が、前記表面に対して静止したままである
、
プローブ構造。
【請求項３】
前記構造が電気プローブである、請求項２に記載のプローブ構造。
【請求項４】
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さらに、電気的に調べる予定の工作物に電気的に係合し、電気試験装置を形成する前記電
気プローブを移動するための手段を含むことを特徴とする請求項２に記載のプローブ構造
。
【請求項５】
請求項２に記載のプローブ構造と、
前記プローブ構造のカップ状の電気接点に電気接触するように配設され、表面上に配設さ
れた導電性隆起を有する、少なくとも１つの電気接点を有する、他の基板を含む、装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
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本発明は、集積回路デバイスおよびその他の電子部品との電気相互接続部を試験するため
のプローブ構造に関し、詳細には、高密度領域アレイはんだボール相互接続部を含む集積
回路デバイスを試験することに関する。
【０００２】
【従来の技術】
集積回路（ＩＣ）デバイスおよびその他の電子部品は通常、デバイスの電気機能を検証す
るために試験され、ある種のデバイスは、その早期故障を加速させるための高温バーン・
イン試験を必要とする。このようなデバイスを試験するために使用される相互接続方法に
は、永久的技法および半永久的技法が含まれる。通常使用される永久的技法および半永久
的技法は、ＩＣデバイスからファン・アウト配線または金属リード・フレーム・パッケー
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ジを含む基板への接続部を提供するはんだ付けおよびワイヤ・ボンディングが含まれる。
これらの技法は、ファン・アウト配線を含む基板にＩＣデバイスを接続し、あるいは試験
装置に直接、ＩＣデバイスを接続するために使用される剛性でフレキシブルなプローブを
含む。
【０００３】
プラスチック・リード付きチップ・キャリアのリード・フレームへのワイヤ・ボンディン
グなど、集積回路デバイスを試験するために使用される永久的取付け技法は通常、少数の
相互接続部を有するデバイスに使用され、プラスチック・リード付きチップ・キャリア・
パッケージは比較的、廉価である。デバイスは、プラスチック・リード付きチップ・キャ
リアのワイヤ・ボンドおよびリードを介して試験され、試験ソケットに挿入される。この
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集積回路デバイスに欠陥がある場合、そのデバイスとプラスチック・リード付きチップ・
キャリアは廃棄される。
【０００４】
セラミックまたはプラスチックのピン・グリッド・アレイ・パッケージへのはんだボール
取付けなど、相互接続集積回路デバイスを試験するために使用される半永久的取付け技法
は通常、多数の相互接続部を有するデバイスに使用され、ピン・グリッド・アレイ・パッ
ケージは比較的、高価である。デバイスは、はんだボールと、試験ソケットに挿入される
ピン・グリッド・アレイ・パッケージの内部ファン・アウト配線およびピンを介して試験
される。この集積回路デバイスに欠陥がある場合、そのデバイスは、はんだボールをその
融点に加熱することによってピン・グリッド・アレイ・パッケージから除去することがで
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きる。チップを加熱して除去する処理コストは、ピン・グリッド・アレイを再使用するコ
スト節約によって相殺される。
【０００５】
集積回路デバイスを試験し、バーン・インさせるための最も費用効果的な技法は、試験装
置にハードワイヤ式プローブ・ソケットへのデバイス上のパッド間を直接相互接続するも
のである。集積回路を試験するための現代のプローブは、製造コストが高く、損傷を受け
やすい。個別のプローブは通常、リング形のプリント回路ボードに取り付けられ、回路ボ
ードの開口部の中心の方へ延びるカンチレバー金属ワイヤを支持する。各プローブ・ワイ
ヤは、試験すべき集積回路デバイス上の接触位置に整列させなければならない。プローブ
・ワイヤは一般にもろく、変形または損傷を受けやすい。この種のプローブ・フィクスチ
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ャは通常、デバイスの周囲に沿って接点を有する集積回路デバイスを試験するために使用
される。この種のプローブは、高密度領域アレイ接点を有する集積回路デバイスを試験す
るためには使用できない。
【０００６】
以下に記載する従来技術は、ＩＣチップを裸試験するための様々な異なるプローブ・フィ
クスチャ（ｆｉｘｔｕｒｅ）を含む。大部分のこのようなプローブ・フィクスチャは、剛
性の突起を使用して接点を形成するが、高温でのはんだボールの容積を含めるために凸状
接点の周りにカップ形の形状を含むものは少数しかない。一体型剛性試験プローブは、銅
配線を含む廉価なエポキシ・ガラス積層基板を使用して製造できる唯一のフィクスチャで
あり、ＩＣチップを試験するための追加処理ステップを必要としない。フィクスチャ上の
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個別のプローブを修理し、あるいは交換する能力は、この手法の他の固有の特徴である。
【０００７】
１９９０年１２月４日に発行された米国特許第４９７５０７９号は、入出力接点上にはん
だボールを含む裸ＩＣチップを非破壊バーン・インのため高温で試験するためのフィクス
チャに関するものである。このフィクスチャは、ファン・アウト配線に接続された接点パ
ッド・アレイを含む多層セラミック基板上に製造される。摩擦製造方法を使用して、基板
の表面上に凸状プローブ接点が製作される。この凸状プローブは、ポリマー材料を塗布さ
れ、この凸状接点を露出させるようにカップ形の開口部が切除される。カップ形の開口部
の内側および凸状接点の表面には導電材料が塗布される。カップ形の開口部の形状および
凸状プローブの表面は、ＩＣチップ接点に取り付けられたはんだボールを貫通するように
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最適化され、高温のはんだ容積を含む。このプローブ・フィクスチャを製作するために使
用される製造技法は、個別のプローブ接点を修理するために使用することも、前記接点を
交換するために使用することもできない。
【０００８】
１９９１年４月１６日に発行された米国特許第５００７１６３号は、入出力接点上にはん
だボールを含む裸ＩＣチップを非破壊バーン・インのため高温で試験するためのフィクス
チャに関するものである。このフィクスチャは、基板自体の表面上の接点と、ＩＣチップ
上のはんだボールの間で液体金属ジョイントを使用するファン・アウト基板から成る。液
体金属は、接合されたときに共晶混合物を形成する２つの別々の金属から成り、この混合
物は室温では液体である。一方の金属は、ファン・アウト基板の接点パッド上に付着し、
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他方の金属は、ＩＣチップに取り付けられたはんだボールの表面に付着する。ＩＣチップ
を試験する技法は、試験の前に、ＩＣチップ上のはんだボールに追加金属材料を付着させ
、試験が完了した後にはんだボールから共晶金属混合物を除去するためのＩＣチップ用の
追加処理ステップを必要とする。これらの追加処理ステップは、ＩＣチップのコストを増
大させ、共晶金属混合物を完全に除去しない場合、そのような混合物によるＩＣはんだボ
ールの汚染の可能性を増大させる。
【０００９】
１９９２年１２月１５日に発行された米国特許第５１７２０５０号は、入出力接点上のは
んだボールを含む裸ＩＣチップを試験するためのフィクスチャに関するものである。この
フィクスチャは、シリコン・ウェハまたはその他の半導体基板材料で製造される。プロー
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ブ接点は、マイクロ加工技法を使用して基板の上面に製造される。各プローブ接点は、キ
ャビティ自体の中心に延びるカンチレバー・ビームを含む基板にキャビティをエッチング
することによって形成される。このプローブ・フィクスチャを製作するために使用される
製造技法は、個別のプローブ接点を修理するために使用することも、前記接点を交換する
ために使用することもできない。プローブ・キャビティの形状は、高温でのはんだボール
のプラスチック・クリープを含ませるうえで有用ではない。プローブ接点の最小間隔およ
び密度は、ファン・アウト配線用の接点間の間隔を使用する必要によって制限され、キャ
ビティの直径は、カンチレバー・ビーム接点がたわめるようにはんだボールの直径よりも
大きいものでなければならない。
【００１０】
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１９９３年１月５日に発行された米国特許第５１７７４３９号は、裸ＩＣチップを試験す
るためのフィクスチャに関するものである。このフィクスチャは、シリコン・ウェハ、ま
たは半導体処理に適したその他の基板で製造される。基板は、裸ＩＣチップ上の入出力パ
ターンに一致させるための複数の突起を製作するように化学的にエッチングされる。突起
は、導電材料を塗布され、外部試験システムに接続できるように離散導電式ファン・アウ
ト配線経路に接続される。このフィクスチャ用の突起の形状は、入出力接点上のはんだボ
ールを含むＩＣチップを高温試験するのに適してはいない。はんだボールを含むＩＣチッ
プを高温試験するのに好ましい形状は、はんだ容積を含めるために周囲に位置するカップ
を含む小さな突起である。このプローブ・フィクスチャを製造するために使用される基板
は、比較的高価な半導体ウェハに限られる。一体型剛性試験プローブは、ファン・アウト
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配線を含む様々な廉価な基板上に製造することができる。
【００１１】
１９９３年５月４日に発行された米国特許第５２０７５８５号は、はんだボールを含む集
積回路デバイスを試験するための薄いペリクル・プローブを記述している。この特許に記
述されたプローブ構造は、薄いポリマー材料層上に形成された金属リベットを使用する。
このリベットは、薄いポリマー・シートの対向面上に凸状接点を提供する。この金属リベ
ットは、集積回路デバイスとファン・アウト配線を含む基板の間の相互接続部を提供する
。この金属リベットの形状は、集積回路デバイス上のはんだボールへのプローブ先端の貫
通を制限する手段を提供する。プローブは、基板上の配線から離され、基板上の接点パッ
ドおよび集積回路デバイス上のはんだボールに整列しなければならない。プローブは、グ
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レイ・スケール・リソグラフィ方法を使用して製造され、単一のプローブを交換すること
も、修理することもできない。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の一目的は、相互接続手段用のはんだボールを使用する集積回路デバイスおよびそ
の他の電子部品を試験するためのプローブを提供することである。
【００１３】
本発明の他の目的は、プローブ界面の接点抵抗を最小限に抑えるための試験基板またはそ
の他のプリント配線手段上のファン・アウト配線の一体部分になっているプローブを提供
することである。
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【００１４】
本発明の他の目的は、集積回路デバイス上のはんだボール相互接続手段へのプローブ接点
の貫通を制限するためのカップ形の形状を含むプローブを提供することである。
【００１５】
本発明の他の目的は、バーン・イン試験時に、集積回路デバイス上のはんだボール相互接
続手段の高温クリープを含めるためのカップ形の形状を含むプローブを提供することであ
る。
【００１６】
本発明の他の目的は、集積回路デバイス上のはんだボールをプローブ接点に整列させるの
を容易にするためのカップ形の形状を含むプローブを提供することである。
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【００１７】
本発明の他の目的は、接点アレイ全体を交換せずに、個別のプローブを修理するために再
加工することができるプローブ接点アレイを提供することである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本発明の特定の態様は、基板上に電気接点を形成する方法において、
前記基板の表面上に導電ワイヤをボール・ボンディングするステップと、
前記基板に配設された突き出るスタッドを含むボール・ボンドを残すように前記ワイヤを
切断するステップと、
平坦化されたボール・ボンドを形成するように、前記突き出るスタッドを含む前記ボール
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・ボンドをアンビルで平坦化するステップと、
前記平坦化されたボール・ボンドにトロイド状表面を押し付けて、突起を有するカップ状
の電気接点を形成するステップと
を含むことを特徴とする方法である。
【００１９】
本発明のさらに他の態様では、導電接触位置の周囲の境界内の位置に電気接触するように
配設された、表面上に配設された導電突起を有する、少なくとも１つの電気接点位置を表
面上に有する、他の基板を含むプローブ構造および装置が提供される。すなわち、該プロ
ーブ構造は、前記方法により形成される電気接点を含むプローブ構造であって、前記カッ
プ状の電気接点は、はんだ材料の高温クリープを含めるようにされており、工作物と前記
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ワイヤとが接触した場合に、前記突起が、前記表面に対して静止したままである。また、
前記構造が電気プローブである。さらに、電気的に調べる予定の工作物に電気的に係合し
、電気試験装置を形成する前記電気プローブを移動するための手段を含む。さらに本発明
の装置は、前記記載のプローブ構造と、前記プローブ構造のカップ状の電気接点に電気接
触するように配設され、表面上に配設された導電性隆起を有する、少なくとも１つの電気
接点を有する、他の基板を含む、装置である。
【００２０】
【実施例】
図１は、本発明による試験基板（１０）および一体型剛性試験プローブ（１２）の断面図
を示す。試験基板（１０）は、プローブ構造（１２）、および高密度プローブ接点アレイ

20

からのファン・アウト配線を、集積回路デバイスを電気的に試験するために使用される装
置へのより大きなピン・グリッドまたはその他の相互接続手段に取り付けるための剛性の
ベースを提供する。ファン・アウト基板は、厚いまたは薄い膜配線を含む単層セラミック
および多層セラミック、薄膜配線を含むシリコン・ウェハ、高密度銅配線を含むエポキシ
・ガラス積層構造を含む様々な材料および構成で形成することができる。一体型剛性試験
プローブ（１２）は、基板（１０）の第１の表面（１１）に取り付けられている。このプ
ローブは、集積回路デバイス（２０）上のはんだボール（２２）に接触するために使用さ
れる。はんだボール（２２）は、集積回路デバイス（２０）の第１の表面（２１）に取り
付けられている。一体型剛性試験プローブ（１２）の形状は、はんだボール（２２）の表
面上の酸化物を貫通して低抵抗接続部を提供するように最適化されている。

30

【００２１】
図２は、一体型剛性試験プローブ（１２）の断面図を示す。プローブの形状は、スタッド
接点（１３）による集積回路デバイス上のはんだボールの貫通を制限し、プローブのベー
スにあるカップ（１４）形の構造によるはんだ材料の高温クリープを含めるように最適化
されている。一体型剛性試験プローブ（１２）は、プローブ界面の抵抗を最小限を抑える
ように、基板（１０）の第１の表面（１１）上のファン・アウト配線（１５）に直接取り
付けられている。
【００２２】
図３は、一体型剛性試験プローブを製造するために使用される第１のプロセスを示す。サ
ーモソニック・ワイヤ・ボンダ・ツールを使用して、剛性の基板（１０）の第１の表面（
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１１）にボール・ボンド（１６）を取り付ける。ワイヤ・ボンダ・ツールは、第１のセラ
ミック・キャピラリ（ｃａｐｉｌｌａｒｙ）（３０）を使用して、ボンド・ワイヤ（１８
）の球状端部を基板（１０）の第１の表面（１１）に押し付ける。圧縮力および超音波エ
ネルギ（３１）を第１のキャピラリ（３０）の先端を介して加え、かつワイヤ・ボンダ・
ステージから基板（１０）に熱エネルギを加えて、ボンド・ワイヤ（１８）の球状端部を
基板の第１の表面（１１）にボンディングする。ボール・ボンド（１６）から垂直に突き
出る小さなスタッド（ｓｔｕｄ）（１７）が残るようにボンド・ワイヤ（１８）を切断し
、せん断し、あるいは破壊する。
【００２３】
図４に示したように、焼入れアンビル（ｈａｒｄｅｎｅｄ

ａｎｖｉｌ）（４０）の研磨
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済み表面（４１）によってスタッドを平坦化する。アンビル（４０）を使用して、基板（
１０）の第１の表面（１１）と共角の水平表面を提供するように、ボール・ボンド・アレ
イ上のすべてのスタッドを平坦化する。平坦化されたボール・ボンド（１９）の所望の形
状を達成し、ファン・アウト配線および基板（１０）に伝達される応力を最小限に抑える
ようにアンビルの力および変位（４２）を制御する。
【００２４】
図５に示した第２のセラミック・キャピラリ（５０）を使用して、一体型剛性試験プロー
ブ（１２）の所望の形状を製作するように、平坦化されたボール・ボンドを変形させる。
第２のセラミック・キャピラリ（５０）の先端は、所望のスタッド接点直径およびカップ
直径をもつプローブ形状を作成するように設計されている。カップ直径は、集積回路デバ
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イス上のはんだボールの直径よりもわずかに大きいものにすべきである。スタッド接点の
高さおよびカップ形プローブ形状の深さは、平坦化されたボール・ボンドを変形させるた
めに使用される力および超音波エネルギ（５１）を制御することによって決定される。
【００２５】
せん断ブレード・ツールを使用してボール・ボンドを基板から除去して、再加工した部位
に新しいボール・ボンドを取り付けることによって個別のプローブ接点を再加工すること
ができる。上述のように、ボール・ボンドから突き出るワイヤ・スタブを平坦化して変形
させて修理プロセスまたは再加工プロセスを完了する。
【００２６】
図６、図７、図８は、一体型剛性試験プローブの代替実施例を示す。これらの実施例はす
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べて、ボール・ボンド（６０）から突き出るワイヤ・スタッド（６１）をプローブ界面の
接点として使用する。図６は、ボール・ボンドから突き出るワイヤを含む一体型剛性試験
プローブ・アレイの断面図を示す。ワイヤ（６１）の高さ（６２）は、すべてのワイヤの
先端の妥当な平坦度を与えるように制御しなければならない。ワイヤ（６１）の高さ（６
２）は通常、ボール・ボンド（６０）の頂部から０．００３インチ（０．０８ｍｍ）以下
である。
【００２７】
図７は、ボール・ボンド（６０）をカバーするように追加されたポリマー材料（６３）層
を含む図６に類似の一体型剛性試験プローブ・アレイの断面図を示す。ポリマー材料は、
集積回路デバイス上のはめあいはんだボールへのワイヤ・スタッド（６１）の貫通を制限
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するように追加されている。図８は、ワイヤ・スタッド（６１）およびボール・ボンド（
６０）構造全体をカバーするように追加されたポリマー材料（６４）層を含む図６および
図７に類似の断面図を示す。ポリマー材料（６４）は、各ワイヤ・スタッド（６１）を囲
むポリマー材料（６４）にカップ形の凹部（６５）を形成するように、レーザ切除方法に
よって選択的に除去されている。カップ形の凹部（６５）は、集積回路デバイス上のはん
だボールへのワイヤ・スタッド（６１）の貫通を制限し、デバイスの試験およびバーン・
イン時のはんだの高温クリープを含めるために使用される。
【００２８】
本発明の好ましい実施例を説明したが、当業者には、現在も、将来も、特許請求の範囲の
範囲内の様々な改良および拡張を加えられることが理解されよう。特許請求の範囲は、初
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めて開示された本発明の妥当な保護を維持するように解釈すべきである。
【００２９】
まとめとして、本発明の構成に関して以下の事項を開示する。
【００３０】
（１）表面を有する基板を備える構造において、
前記表面が、少なくとも１つの接点位置を有し、
前記電気接点位置が、前記表面よりも上に張り出した周囲と、前記表面よりも上に張り出
した、前記周囲の境界内の位置とを有することを特徴とする構造。
（２）前記電気接点位置が、導電材料の単体で形成されることを特徴とする上記（１）に
記載の構造。
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（３）さらに、前記周囲の境界内の前記位置に電気接触するように配設された、表面上に
配設された導電性突起を有する、少なくとも１つの電気接点位置を表面上に有する、他の
基板を含むことを特徴とする上記（１）に記載の構造。
（４）前記構造が電気プローブであることを特徴とする上記（１）に記載の構造。
（５）さらに、ハウジングと、電気的に調べる予定の工作物に電気的に係合し、電気試験
装置を形成する前記電気プローブを移動するための手段とを含むことを特徴とする上記（
４）に記載の構造。
（６）集積回路デバイス上の複数のはんだボールに電気的に接触させるための装置におい
て、
複数のボール・ボンドが取り付けられた複数の接触位置を有する第１の表面を有する第１
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のファン・アウト基板と、
ファン・アウト基板上の前記第１の表面から離れて前記ボール・ボンドから外側に延びる
複数の短いスタッドとを備えることを特徴とする装置。
（７）さらに、複数のボール・ボンドに形成されたカップ形の形状を含むことを特徴とす
る上記（６）に記載の装置。
（８）前記複数のボール・ボンドがポリマー材料層によって囲まれることを特徴とする上
記（６）に記載の装置。
（９）前記ポリマー材料が、前記複数のボール・ボンドから延びる前記複数のスタッドの
それぞれの周りに形成されたカップ形の形状を有することを特徴とする上記（６）に記載
の装置。
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（１０）１つまたは複数の構造が損傷した場合に、前記スタッドおよびカップ形の形状を
除去して交換することができることを特徴とする上記（７）に記載の装置。
（１１）前記ファン・アウト基板タイプが、
薄膜配線を含む多層セラミック基板、薄膜配線を含む多層セラミック基板、薄膜配線を含
む金属セラミック基板、銅配線を含むエポキシ・ガラス積層基板、薄膜配線を含むシリコ
ン基板を含むが、これらに限らないことを特徴とする上記（６）に記載の装置。
（１２）基板上に電気接点位置を形成する方法において、
前記基板の表面上に導電ワイヤをボール・ボンディングするステップと、
前記基板に配設された突き出るワイヤ・スタブを含むボール・ボンドを残すように前記ワ
イヤを切断するステップと、
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平坦化されたボール・ボンドを形成するように、前記突き出るワイヤ・スタブを含む前記
ボール・ボンドをアンビルで平坦化するステップと、
カップ形の電気接点を含む突起を有する前記カップ形の電気接点を形成するように、前記
平坦化されたボール・ボンドにトロイド状表面を押し付けるステップとを含むことを特徴
とする方法。
【００３１】
【発明の効果】
１．本発明の実施により、相互接続手段用のはんだボールを使用する集積回路デバイスお
よびその他の電子部品を試験するためのプローブを提供することができる。
２．本発明の実施により、プローブ界面の接点抵抗を最小限に抑えるための試験基板また
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はその他のプリント配線手段上のファン・アウト配線の一体部分となっているプローブを
提供することができる。
３．本発明の実施により、集積回路デバイス上のはんだボール相互接続手段へのプローブ
接点の貫通を制限するためのカップ形の形状を含むプローブを提供することができる。
４．本発明の実施により、バーン・イン試験時に、集積回路デバイス上のはんだボール相
互接続手段の高温クリープを含めるためのカップ形の形状を含むプローブを提供すること
ができる。
５．本発明の実施により、集積回路デバイス上のはんだボールをプローブ接点に整列させ
るのを容易にするためのカップ形の形状を含むプローブを提供することができる。
６．本発明の実施により、接点アレイ全体を交換せずに、個別のプローブを修理するため
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に再加工することができるプローブ接点アレイを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】基板に取り付けられ、集積回路デバイス上のはんだボールに押し付けられた一体
型剛性プローブ・アレイの断面図である。
【図２】試験基板上のファン・アウト配線に取り付けられた単一の一体型剛性試験プロー
ブの拡大断面図である。
【図３】ファン・アウト配線基板上の一体型剛性プローブ構造を製造するために使用され
るプロセスを示す図である。
【図４】ファン・アウト配線基板上の一体型剛性プローブ構造を製造するために使用され
るプロセスを示す図である。
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【図５】ファン・アウト配線基板上の一体型剛性プローブ構造を製造するために使用され
るプロセスを示す図である。
【図６】一体型剛性試験プローブ構造の代替実施例を示す図である。
【図７】一体型剛性試験プローブ構造の代替実施例を示す図である。
【図８】一体型剛性試験プローブ構造の代替実施例を示す図である。
【符号の説明】
１０

試験基板

１１

第１の表面

１２

一体型剛性試験プローブ

１３

スタッド接点

１４

カップ

１５

ファン・アウト配線

１６

ボール・ボンド

１８

ボンド・ワイヤ

２０

集積回路デバイス

２２

はんだボール

３０

セラミック・キャピラリ

４０

焼入れアンビル
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