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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の面と第二の面とを有し内部に配線が形成された基板本体と、前記第一の面に配置
され、少なくとも第一のテスト専用パッドを含む複数の第一の電極パッドと、前記第二の
面に配置された第二の電極パッドと、を備えたパッケージ基板と、
　前記パッケージ基板の前記第一の面の上に形成された絶縁層と、
　前記絶縁層の前記第一の電極パッドに対応する位置に形成された貫通孔と、
　前記貫通孔に形成された導電部材と、
　前記貫通孔を覆い、上面および側面全面が絶縁層で覆われていない第三の電極パッドと
、
　前記第二の電極パッドに形成された外部接続端子と、
　前記第二の面に配置され、電気信号を印加する第二のテスト専用パッドと、
を有し、
　前記第一の電極パッドは、前記配線を介して前記第二の電極パッドに電気的に接続され
、
　前記第三の電極パッドは、前記導電部材を介して前記第一の電極パッドに電気的に接続
され、
　前記第一のテスト専用パッドと前記第二のテスト専用パッドとが前記配線を介して電気
的に接続され、
　前記第二のテスト専用パッドに外部接続端子が形成されていることを特徴とする中継基
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板。
【請求項２】
　前記第三の電極パッドは、導電性保護膜で覆われていることを特徴とする請求項１に記
載の中継基板。
【請求項３】
　前記導電性保護膜は金メッキ膜であることを特徴とする請求項２に記載の中継基板。
【請求項４】
　前記第三の電極パッドは、前記絶縁層の表面に対して凸状に張り出していることを特徴
とする請求項１乃至３いずれか１項に記載の中継基板。
【請求項５】
　前記第三の電極パッドは、前記第一の電極パッドよりも面積が大きいことを特徴とする
請求項１乃至４いずれか１項に記載の中継基板。
【請求項６】
　前記第二の電極パッドのピッチは、前記第一の電極パッドのピッチよりも広く、
　前記第三の電極パッドのピッチは、前記第一の電極パッドのピッチと等しいことを特徴
とする請求項１乃至５いずれか１項に記載の中継基板。
【請求項７】
　前記第三の電極パッドが前記貫通孔の開口よりも大きいことを特徴とする請求項１乃至
６いずれか１項に記載の中継基板。
【請求項８】
　検査対象であるＬＳＩが形成された半導体ウェハと、前記半導体ウェハに形成された前
記ＬＳＩに電気信号を印加し、前記半導体ウェハに形成された前記ＬＳＩの電気特性を測
定する測定装置と、を電気的に接続するプローブカードであって、
　第一の面と第二の面とを有し内部に配線が形成された基板本体と、前記第一の面に配置
され、少なくとも第一のテスト専用パッドを含む複数の第一の電極パッドと、前記第二の
面に配置された第二の電極パッドと、を備えたパッケージ基板と、
　前記パッケージ基板の前記第一の面の上に形成された絶縁層と、
　前記絶縁層の前記第一の電極パッドに対応する位置に形成された貫通孔と、
　前記貫通孔に形成された導電部材と、
　前記貫通孔を覆い、上面および側面全面が絶縁層で覆われていない第三の電極パッドと
、
　前記第二の面に配置され、電気信号を印加する第二のテスト専用パッドと、
　前記第二の電極パッドに形成された外部接続端子と、
を備える中継基板と、
　前記第三の電極パッドに電気的に接続し、前記半導体ウェハに形成された電極に接触す
るプローブと、
を有し、
　前記第一の電極パッドは、前記配線を介して前記第二の電極パッドと電気的に接続され
、
　前記第三の電極パッドは、前記導電部材を介して前記第一の電極パッドと電気的に接続
され、
　前記第一のテスト専用パッドと前記第二のテスト専用パッドとが前記配線を介して電気
的に接続され、
　前記第二のテスト専用パッドに外部接続端子が形成されていることを特徴とするプロー
ブカード。
【請求項９】
　前記第三の電極パッドは、導電性保護膜で覆われていることを特徴とする請求項８に記
載のプローブカード。
【請求項１０】
　前記導電性保護膜は金メッキ膜であることを特徴とする請求項９に記載のプローブカー
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ド。
【請求項１１】
　前記第三の電極パッドは、前記絶縁層の表面に対して凸状に張り出した形状であること
を特徴とする請求項８乃至１０いずれか１項に記載のプローブカード。
【請求項１２】
　前記第三の電極パッドは、前記第一の電極パッドよりも面積が大きいことを特徴とする
請求項８乃至１１いずれか１項に記載のプローブカード。
【請求項１３】
　前記第二の電極パッドのピッチは、前記第一の電極パッドのピッチよりも広く、
　前記第三の電極パッドのピッチは、前記第一の電極パッドのピッチと等しいこと
を特徴とする請求項８乃至１２いずれか１項に記載のプローブカード。
【請求項１４】
　第一の面と第二の面とを有し内部に配線が形成された基板本体と、前記第一の面に配置
され、少なくとも第一のテスト専用パッドを含む複数の第一の電極パッドと、前記第二の
面に配置された第二の電極パッドと、を備えたパッケージ基板を準備する工程と、
　前記第一の面に絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層の前記第一の電極パッドに対応する位置に貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔に導電部材を形成する工程と、
　前記貫通孔を第三の電極パッドで覆う工程と、
　前記第二の電極パッドに外部接続端子を形成する工程と、
を含み、
　前記パッケージ基板を準備する前記工程において、電気信号を印加する第二のテスト専
用パッドを前記第二の面に有し、前記配線を介して前記第一の電極パッドが前記第二の電
極パッドに電気的に接続されるとともに、前記第一のテスト専用パッドと前記第二のテス
ト専用パッドとが前記配線を介して電気的に接続される前記パッケージ基板を準備し、
　前記貫通孔を第三の電極パッドで覆う前記工程において、前記導電部材を介して前記第
一の電極パッドに電気的に接続される前記第三の電極パッドを、前記第三の電極パッドの
上面および側面全面が絶縁層で覆われないように形成し、
　前記第二の電極パッドに外部接続端子を形成する工程において、前記第二のテスト専用
パッドに外部接続端子を形成することを特徴とする中継基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中継基板、及び、その製造方法、並びに、プローブカードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体デバイスの高密度化に伴い１チップあたりの電極数は増大している。特に
、フリップチップデバイスでは、半導体素子の周辺のみだけでなく半導体素子全面に対し
アレイ状に電極を配置できるため、より多くの電極数を配置させることが可能となってい
る。
【０００３】
　フリップチップデバイスは半導体プロセスにより半導体素子上に形成された電極上に、
印刷、蒸着またはメッキ工程などによってバンプを形成する。これをダイシング後にパッ
ケージ基板上にリフロー実装され出荷される。
【０００４】
　半導体素子は所望の動作の実行可否をウェハ状態で実施する必要がある。ＬＳＩ（Ｌａ
ｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）テスタとは、ＬＳＩが形成された半導体
ウェハに対して電気信号を印加し、検査対象であるＬＳＩからの信号が所望のものである
か否かを判断する装置である。また、プローブカードとは、ＬＳＩテスタと半導体ウェハ
との間にあって電気信号を伝える治工具である。通常プローブカードは、ＬＳＩテスタと
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の接続を行うプローブカード基板、および、半導体ウェハ上の電極に接触するプローブか
らなる。
【０００５】
　フリップチップデバイスの場合、プローブは半導体ウェハの電極と同じ間隔でアレイ状
にプローブカード基板に配置される必要がある。また、電極数の多さから、電極間のピッ
チは狭くなっている。このようなフリップチップデバイスのＬＳＩの試験を行う際は、半
導体ウェハ上の電極に形成されたバンプにプローブを押し当てることにより電気的な接触
を確保する。
【０００６】
　ＬＳＩテスタと接続する接続端子は、プローブカード基板の表面の外周付近に所定の間
隔で配置される必要がある。また、プローブとの接続端子は、プローブカード基板の裏面
の中心付近に半導体ウェハ上の電極と同じ配列に配置させる必要がある。したがって、プ
ローブ及びＬＳＩテスタの接続端子のピッチ間がそれぞれ異なる場合、プローブカード基
板においてピッチの整合を行う必要があるということになる。
【０００７】
　そこで、ピッチ変換を行うために、ワイアリング方式および中継基板方式のいずれかの
方式が取られている。
【０００８】
　ワイアリング方式では、半導体デバイスの電極パッドのピッチにあわせて貫通孔をあけ
た基板にワイアを通し、基板の裏面でワイアを切断・研磨しワイアの断面をプローブ側の
電極パッドとして用いる。ワイアのもう一方の端はプローブカード基板に接続することに
より、ＬＳＩテスタとプローブ間の接続を得る。
【０００９】
　ワイアリング方式の場合、ワイアの配線は全て人手によるものとなる。こうした事情か
らワイアリング方式によれば、配線本数に限界があり、おおよそ２０００ｐｉｎ程度が限
界である。
【００１０】
　そのため、これ以上のパッド数が必要になる場合、中継基板方式での対応が必要となる
。数百μｍ単位の狭ピッチに対応した電極パッドを製造するため、中継基板方式では、セ
ラミックス基板、または、ビルトアップ基板を材料とするのが一般的である。中継基板の
裏面側には半導体デバイスと同じピッチで電極パッドを形成し、表面側には１ｍｍピッチ
程度の電極パッドを形成し、中継基板内部にて裏面側の電極パッドと表面側の電極パッド
との間の配線接続を行う。
【００１１】
　中継基板方式を用いるプローブカードとして、特許文献１乃至３の技術が知られている
。
【特許文献１】特開平０７－３０１６４２号公報
【特許文献２】特開２００７－１７１１４０号公報
【特許文献３】特表２００２－５３１８３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記文献記載の従来技術は、以下の点で改善の余地を有していた。すな
わち、中継基板は製品固有のパッド配置にあわせて製品毎に新規作成する必要があった。
セラミックス基板やビルトアップ基板は高価であり、中継基板形式は、コスト的に不利に
なっていた。
【００１３】
　そこで、これを解決する方法として、上記特許文献１のように、デバイスのパッケージ
基板を中継基板として用いる技術が開発された。パッケージ基板を中継基板として用いる
ことにより、デバイス毎に発生するコストを削減することが可能となる。図８は、中継基
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板としてパッケージ基板を用いた例である。この例では中継基板として対象デバイスの製
品パッケージ基板を流用する構造を採用している。
【００１４】
　一方、単にデバイスのパッケージ基板を中継基板として使っただけでは、デバイスの電
極パッドとプローブとの位置合わせが困難であるという問題がある。
【００１５】
　図９を用いて以下詳細に説明する。図９は、パッケージ基板を流用した従来の中継基板
の例を示す。図９（ａ）は、従来の中継基板の断面図を示し、図９（ｂ）は、図９（ａ）
において破線で囲んだ部分を拡大した図である。中継基板７０６の検査対象側表面（図９
中下面）にはレジスト７０１が塗布されている。レジスト７０１はパッド３０３の外周部
を覆うため、本来のパッド寸法に対してプローブが接触可能な開口寸法は一回り小さくな
る。半導体素子の電極パッドの狭パッドピッチ化にともない、パッド開口寸法も小さくな
ってきている。したがって、中継基板上のパッドとプローブの位置合わせに要求される精
度は非常に高く困難なものになってきている。
【００１６】
　またレジスト７０１の厚みにより、パッド３０３はパッケージ基板の表面に対し窪んだ
状態になっている。そのためプローブの上端がレジスト７０１部分に干渉し、プローブと
電極パッドとの間の接触が悪化するおそれがあった。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明によれば、
第一の面と第二の面とを有し内部に配線が形成された基板本体と、前記第一の面に配置さ
れ、少なくとも第一のテスト専用パッドを含む複数の第一の電極パッドと、前記第二の面
に配置された第二の電極パッドと、を備えたパッケージ基板と、
　前記パッケージ基板の前記第一の面の上に形成された絶縁層と、
　前記絶縁層の前記第一の電極パッドに対応する位置に形成された貫通孔と、
　前記貫通孔に形成された導電部材と、
　前記貫通孔を覆い、上面および側面全面が絶縁層で覆われていない第三の電極パッドと
、
　前記第二の電極パッドに形成された外部接続端子と、
　前記第二の面に配置され、電気信号を印加する第二のテスト専用パッドと、
を有し、
　前記第一の電極パッドは、前記配線を介して前記第二の電極パッドに電気的に接続され
、
　前記第三の電極パッドは、前記導電部材を介して前記第一の電極パッドに電気的に接続
され、
　前記第一のテスト専用パッドと前記第二のテスト専用パッドとが前記配線を介して電気
的に接続され、
　前記第二のテスト専用パッドに外部接続端子が形成されていることを特徴とする中継基
板が提供される。
【００１８】
　また、本発明によれば、
　検査対象であるＬＳＩが形成された半導体ウェハと、前記半導体ウェハに形成された前
記ＬＳＩに電気信号を印加し、前記半導体ウェハに形成された前記ＬＳＩの電気特性を測
定する測定装置と、を電気的に接続するプローブカードであって、
　第一の面と第二の面とを有し内部に配線が形成された基板本体と、前記第一の面に配置
され、少なくとも第一のテスト専用パッドを含む複数の第一の電極パッドと、前記第二の
面に配置された第二の電極パッドと、を備えたパッケージ基板と、
　前記パッケージ基板の前記第一の面の上に形成された絶縁層と、
　前記絶縁層の前記第一の電極パッドに対応する位置に形成された貫通孔と、
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　前記貫通孔に形成された導電部材と、
　前記貫通孔を覆い、上面および側面全面が絶縁層で覆われていない第三の電極パッドと
、
　前記第二の面に配置され、電気信号を印加する第二のテスト専用パッドと、
　前記第二の電極パッドに形成された外部接続端子と、
を備える中継基板と、
　前記第三の電極パッドに電気的に接続し、前記半導体ウェハに形成された電極に接触す
るプローブと、
を有し、
　前記第一の電極パッドは、前記配線を介して前記第二の電極パッドと電気的に接続され
、
　前記第三の電極パッドは、前記導電部材を介して前記第一の電極パッドと電気的に接続
され、
　前記第一のテスト専用パッドと前記第二のテスト専用パッドとが前記配線を介して電気
的に接続され、
　前記第二のテスト専用パッドに外部接続端子が形成されていることを特徴とするプロー
ブカードが提供される。
【００１９】
　また、本発明によれば、
　第一の面と第二の面とを有し内部に配線が形成された基板本体と、前記第一の面に配置
され、少なくとも第一のテスト専用パッドを含む複数の第一の電極パッドと、前記第二の
面に配置された第二の電極パッドと、を備えたパッケージ基板を準備する工程と、
　前記第一の面に絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層の前記第一の電極パッドに対応する位置に貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔に導電部材を形成する工程と、
　前記貫通孔を第三の電極パッドで覆う工程と、
　前記第二の電極パッドに外部接続端子を形成する工程と、
を含み、
　前記パッケージ基板を準備する前記工程において、電気信号を印加する第二のテスト専
用パッドを前記第二の面に有し、前記配線を介して前記第一の電極パッドが前記第二の電
極パッドに電気的に接続されるとともに、前記第一のテスト専用パッドと前記第二のテス
ト専用パッドとが前記配線を介して電気的に接続される前記パッケージ基板を準備し、
　前記貫通孔を第三の電極パッドで覆う前記工程において、前記導電部材を介して前記第
一の電極パッドに電気的に接続される前記第三の電極パッドを、前記第三の電極パッドの
上面および側面全面が絶縁層で覆われないように形成し、
　前記第二の電極パッドに外部接続端子を形成する工程において、前記第二のテスト専用
パッドに外部接続端子を形成することを特徴とする中継基板の製造方法が提供される。
【００２３】
　なお、本発明において、「第一の面の上に形成された」とは、第二の電極パッドが配置
された第二の面を下にし、第一の電極パッドが配置された第一の面を上としたとき、第一
の面の上に形成されていることをいう。
【００２４】
　また、本発明において、「上面が絶縁層で覆われていない」とは、第二の電極パッドが
配置された第二の面を下にし、第一の電極パッドが配置された第一の面を上としたときの
上面が絶縁層で覆われていないことをいう。
【００２５】
　また、本発明の各種の構成要素は、個々に独立した存在である必要もなく、複数の構成
要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形成されて
いること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部と他の構
成要素の一部とが重複していること、等でよい。
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【００２６】
　また、本発明の中継基板の製造方法には複数の工程を順番に記載してあるが、その記載
の順番は複数の工程を実行する順番を限定するものではない。このため、本発明の中継基
板の製造方法を実施するときには、その複数の工程の順番は内容的に支障のない範囲で変
更することができる。
【００２７】
　さらに、本発明の中継基板の製造方法の複数の工程は個々に相違するタイミングで実行
されることに限定されない。このため、ある工程の実行中に他の工程が発生すること、あ
る工程の実行タイミングと他の工程の実行タイミングとの一部ないし全部が重複している
こと、等でもよい。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、中継基板方式を採用しつつ、安価で位置合わせが容易であるとともに
、プローブと電極パッドとの接触の悪化を抑制する中継基板およびプローブカードを提供
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００３０】
　図２は、本実施形態の中継基板１を模式的に示した平面図である。また、図１は、図２
のＸ－Ｘ'断面図である。本実施の形態の中継基板１は、パッケージ基板３００と、パッ
ケージ基板３００の下面１ａの上に形成された絶縁樹脂層３０５と、絶縁樹脂層３０５の
パッド３０３、９０３（第一の電極パッド）のそれぞれに対応する位置に形成された貫通
孔３０８と、貫通孔３０８に形成されたビア３０６（導電部材）と、貫通孔３０８を覆い
、上面が絶縁層で覆われていないパッド３０７（第三の電極パッド）と、パッド９０４に
形成された外部接続端子４０１と、を有する。パッケージ基板３００は、第一の面（図１
中、下面１ａ）と第二の面（図１中、上面１ｂ）とを有し、内部に配線４０２，９０２が
形成された基板３０１（基板本体）と、下面１ａに配置されたパッド３０３、９０３と、
上面１ｂに配置されたパッド９０４（第二の電極パッド）と、を備える。パッド３０３は
、配線４０２を介してパッド９０４に電気的に接続され、パッド３０７は、ビア３０６を
介してパッド３０３に電気的に接続される。パッド３０７の上面は、絶縁樹脂層３０５ま
たはソルダーレジスト等の他の絶縁層で覆われていない。
【００３１】
　また、中継基板１は、電気信号を印加するテスト専用パッド９０５（第二のテスト専用
パッド）をパッケージ基板３００の上面１ｂに有する。また、パッケージ基板３００は、
下面１ａにテスト専用パッド９０３（第一のテスト専用パッド）を有する。テスト専用パ
ッド９０３とテスト専用パッド９０５とは、配線９０２を介して電気的に接続される。テ
スト専用パッド９０５に外部接続端子９０１が形成されている。テスト専用パッドとは、
ＬＳＩが形成された半導体ウェハのＬＳＩテストを行う際、ＬＳＩテスタから特定の電気
信号を印加するために必須となる専用の端子である。外部接続端子４０１、９０１は、例
えば半田バンプとすることができる。
【００３２】
　パッケージ基板３００は、たとえば、多層配線層を有するプリントパッケージ基板とす
ることができる。基板３０１は、種々の樹脂を材料とすることができるが、たとえば、ガ
ラスエポキシ樹脂を用いることができる。また、基板３０１の上面１ｂは絶縁性保護膜４
０３で覆うことができる。絶縁性保護膜４０３は、たとえば、ソルダーレジストから形成
させることができる。
【００３３】
　パッド３０７は、導電性保護膜８０１で覆うことができる。たとえば、導電性保護膜８
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０１は、金メッキ膜とすることができる。図１（ｂ）は、図１（ａ）の破線で囲んだ部分
を拡大した図である。導電性保護膜８０１の材料としては、金、銀を例示することができ
る。金を用いると、半導体ウェハ上の電極と接触するプローブ端子との接触性が良好であ
る。また、酸化せず、耐磨耗性にも優れている。金メッキの材質を適切に選択することに
より、銅や半田に対して優れた接触性、耐摩耗性を実現することができる。厚さは０．１
～１μｍとすると好ましい。
【００３４】
　パッド３０３、３０７、９０４は銅、ニッケルなどを材料とすることができる。テスト
専用パッド９０３、９０５についても、同様に銅、ニッケルを材料とすることができる。
【００３５】
　パッド３０７は、絶縁樹脂層３０５の表面に対して凸状に張り出した形状とすることが
できる。パッド３０７は、円形や矩形などの形状もとりえる。
【００３６】
　また、パッド３０７の面積は、ピッチの許す限り、パッド３０３の面積よりも大きくす
ることができる。パッド９０４のピッチは、パッド３０３のピッチよりも広く、パッド３
０７のピッチは、パッド３０３のピッチと等しくする構成を採用することができる。こう
することにより、ピッチ変換はパッケージ基板３００、つまりパッド９０４とパッド３０
３との間で行い、パッド３０７は位置合わせを容易にするとともに、プローブと電極パッ
ドとの接触の悪化を防ぐために設けられている。
【００３７】
　絶縁樹脂層３０５は、ポリイミド、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）、エポキシ樹脂、フ
ッ素樹脂などから形成させることができる。たとえば、市販のＡＢＦ樹脂またはＲＣＣ（
樹脂付銅箔）などの樹脂を使用することができる。絶縁樹脂層３０５としては、熱膨張の
小さいものを選択するとより好ましい。
【００３８】
　このように構成される中継基板１を用いる例を図３を用いて説明する。図３は、本実施
形態の中継基板１を用いたプローブカード２を模式的に示した断面図である。
【００３９】
　プローブカード２は、検査対象であるＬＳＩが形成された半導体ウェハ６０１と、半導
体ウェハ６０１に形成されたＬＳＩに電気信号を印加し、半導体ウェハ６０１に形成され
たＬＳＩの電気特性を測定する測定装置（図示せず）と、を電気的に接続する。プローブ
カード２は、中継基板１と、中継基板１が備えるパッド３０７に電気的に接続し、半導体
ウェハ６０１に形成された電極６０２に接触するプローブ１０１と、を有する。
【００４０】
　プローブ１０１は測定対象の半導体ウェハ６０１上に配置された電極６０２と同じピッ
チにて配列されている。その間隔はおおむね２５０μｍから１２５μｍ程度である。プロ
ーブ１０１は、貴金属からなる合金、または鉄の母材にニッケル，金メッキを施した直径
３０μｍ～１２０μｍ程度のバネ性を有する部材を用いることができる。
【００４１】
　プローブカード２は、さらにプローブカード基板５０１を備えている。プローブカード
基板５０１は、中継基板１の上面１ｂ側に取り付けられている。
【００４２】
　プローブカード２は、ＬＳＩテスタからの信号を半導体ウェハ６０１に印加、およびそ
の逆を行うために使用される治工具である。そのためプローブカード２では半導体ウェハ
６０１に形成されたバンプ６０３のピッチからＬＳＩテスタに接続可能なピッチまで拡張
を行う必要がある。ＬＳＩテスタがもつ電極子はおおよそ１～２ｍｍピッチ程度である。
ＬＳＩテスタはプローブカード基板５０１が直接接続する。
【００４３】
　プローブカード基板５０１は、プリントパッケージ基板を用いることができる。このプ
リント基板は、径２５～４５ｃｍ程度の円形、または幅２５～４５ｃｍ程度の矩形を有す
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る。プローブカード基板５０１は、ガラスエポキシ樹脂やポリイミド樹脂など有機素材中
に銅配線を行って作成することができる。ＬＳＩテスタと接続する接続端子５０２は、プ
ローブカード本体の表面の外周付近に約１～２ｍｍピッチ程度の間隔で配置される。プロ
ーブカード基板５０１により、０．８ｍｍ～１．２７ｍｍピッチ程度までピッチ変換を行
うことが可能である。さらに中継基板１にて半導体ウェハ６０１と同じパッドピッチまで
変換を行うことができる。
【００４４】
　中継基板１の下面１ａ側には半導体ウェハ６０１と同じピッチでパッド３０３、３０７
が配置されている。上面１ｂ側にはプローブカード基板５０１上のパッド５０２と同じピ
ッチにてパッド９０４が配置されている。両者の間はパッケージ基板３００の内部にて配
線４０２によって接続されている。パッケージ基板３００とプローブカード基板５０１と
の間の電気的な接続は、半田リフローなどの方法を用いてパッド９０４及びテスト専用パ
ッド９０５のそれぞれとパッド５０２とを接続させることにより行う。
【００４５】
　中継基板１とプローブ１０１との間は、プローブ１０１の端部（図３では上端部２ａ）
をパッド３０７に押し当てることにより導通をとる。プローブ１０１はガイド板１０２，
１０４により保持されている。ガイド板１０２，１０４にはプローブ１０１の径よりわず
かに大きな穴がプローブ１０１と同じ位置に開けられている。この穴にプローブを通すこ
とによりプローブ１０１の保持および位置決めを行う構造になっている。
【００４６】
　プローブ１０１、ガイド板１０２、１０４、スペーサー１０３を総称してプローブヘッ
ドと呼ぶ。プローブヘッドはプローブカード基板５０１上に取り付けられたプレート２０
１に対しネジなどで固定して使用する。パッケージ基板３００上のパッド３０７の位置に
対し、プローブ１０１の上端部２ａの位置が同じになるように位置決めして固定する必要
がある。このとき、図３で示すように、プローブ１０１の上端部２ａがパッド３０７に押
し付けられた状態になる構造をとることができる。
【００４７】
　また、プローブカード２は、図７で示すようにプローブ１０１が、半導体ウェハの電極
にプローブが接続する前においてフローティング状態であり、半導体ウェハの電極にプロ
ーブが接続した後においてパッド３０７と電気的に接続することもできる。フローティン
グ状態とは、プローブ１０１がパッド３０７に押し付けられていない状態になることをい
う。
【００４８】
　電極パッド３０７が導電性保護膜８０１で覆われていると、プローブ１０１との接触が
良好になる。導電性保護膜８０１として金を用いると、半導体ウェハ上の電極と接触する
プローブ端子との接触性がさらに良好である。
【００４９】
　また、パッド３０７が、絶縁樹脂層３０５の表面に対して凸状に張り出す構成を採用す
ることができる。こうすることにより、プローブ１０１の上端部２ａの端面とパッド３０
７の表面とが完全に重ならなくなる位置までずれないようにすることができ、上端部２ａ
の端面及びパッド３０７の表面がそれぞれオープンになることを防止することができる。
したがって、針位置精度およびパッドとプローブとの取り付け位置合わせの精度に対する
要求が緩和される。
【００５０】
　また、パッド３０７の面積をパッド３０３の面積よりも大きくする構成を採用すること
もできる。こうすることにより、プローブ１０１と接触する面積が大きくすることができ
、プローブカード基板５０１側で、中継基板１とプローブ１０１との位置あわせを容易に
することができる。また、経時変化により相対位置が変化してもプローブ１０１とパッド
３０７との接触を確保しやすくなる。
【００５１】
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　さらに、パッド９０４のピッチは、パッド３０３のピッチよりも広く、パッド３０７の
ピッチは、パッド３０３のピッチと等しくする構成を採用することができる。こうするこ
とにより、ピッチ変換は、パッケージ基板３００で行うことができる。換言すると、ピッ
チ変換は、パッド９０４とパッド３０３との間で行うことを可能とする。そして、パッド
３０７により位置合わせを容易にするとともに、プローブ１０１とパッド３０７との接触
の悪化を防ぐことができる。
【００５２】
　つづいて、このプローブカード２を用いた半導体ウェハ６０１の検査方法について説明
する。この検査方法は、プローブカード２を用い、半導体ウェハ６０１に設けられた電極
６０２にプローブ１０１を接触させるステップと、半導体ウェハ６０１に電気信号を印加
し、半導体ウェハ６０１の電気特性を測定するステップと、を含む。この方法によりパッ
ド３０３は、配線４０２を介してパッド９０４に電気的に接続され、パッド３０７は、ビ
ア３０６を介してパッド３０３に電気的に接続される。
【００５３】
　ここで、半導体ウェハ６０１に設けられた電極６０２にプローブ１０１を接触させる前
にプローブ１０１をパッド３０７に対して図７で示すようなフローティング状態とするこ
ともできる。その後、プローブ１０１をパッド３０７に押さえつけることで電極６０２に
プローブ１０１を接触させることもできる。
【００５４】
　この電気的検査を行う手順を具体的に以下に説明する。なお、半導体ウェハ６０１とし
て、ウェハ状態のフリップチップデバイスを例に挙げて説明する。
【００５５】
　プローバと呼ばれる装置の上面に図３に示すプローブカード２を取り付け、ＬＳＩテス
タとプローブカード２を電気的に接続させる。測定対象の半導体ウェハ６０１（ウェハ）
をプローバのステージ上に置き、半導体ウェハ６０１の電極６０２上に形成されたバンプ
６０３をプローブカードのプローブ１０１の端部（図３中、下端部２ｂ）の位置に対しＸ
ＹＺ方向の位置決めを行う。その後、ステージを上昇させることにより半導体ウェハ６０
１のバンプ６０３をプローブカードのプローブ１０１に押し付ける。プローブ１０１がフ
ローティング状態で固定されていた場合は、このときプローブ１０１の上端部２ａがパッ
ド３０７に押さえつけられ電気的な導通を得ることになる。この状態に至り、バンプ６０
３、プローブ１０１を介しＬＳＩテスタと半導体ウェハ６０１との間は電気的に接続され
る。これにより、ＬＳＩテスタは電気信号を印加／検出することにより検査を行うことが
できる。
【００５６】
　測定装置から入力される電気信号は、テスト専用パッド９０５、テスト専用パッド９０
３、ビア３０６、パッド３０７を介して半導体ウェハ６０１に印加される。また、測定装
置から入力される電気信号はパッド９０４、パッド３０３，ビア３０６、パッド３０７を
介して半導体ウェハ６０１に印加される。
【００５７】
　つづいて、中継基板１の製造方法について図４を用いて説明する。まず、パッケージ基
板を準備する（図４（ａ））。このパッケージ基板は、第一の面（図４中、下面１ａ）と
第二の面（図４中、上面１ｂ）とを有し内部に配線４０２，９０２が形成された基板３０
１と、下面１ａに配置されたパッド３０３と、上面１ｂに配置されたパッド９０４と、を
備える。さらに、パッケージ基板には、下面１ａにテスト専用パッド９０３が形成され、
上面１ｂにテスト専用パッド９０５が形成されている。テスト専用パッド９０３は、配線
９０２を介してテスト専用パッド９０５に接続している。
【００５８】
　ここで、半導体ウェハ６０１のＬＳＩテストを行う際、テスト専用の端子（パッド）を
用いる場合がある。テスト専用端子は最終製品で使用することないためパッケージ基板上
では配線されていない。したがって、パッケージ基板を中継基板として流用する場合、テ
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スト専用端子をあらかじめパッケージ基板上に配線しておく必要がある。
【００５９】
　そこで、中継基板１では、パッケージ基板上にあらかじめテスト専用パッド９０３、９
０５を形成し、これに対応した配線９０２を作成しておく。しかし、テスト専用パッド９
０３、９０５はパッケージ組立後の状態では本来不要である。そこで、上面１ｂ側(プロ
ーブカード基板５０１側)のテスト専用パッド９０５は、実装信頼性の問題などからバン
プを置けない位置、たとえばデバイス直下以外のパッケージ中心付近やパッケージコーナ
ー部分に配置することが望ましい。
【００６０】
　ついで、下面１ａに絶縁樹脂層３０５を形成する（図４（ｂ））。
【００６１】
　その後、レーザー加工により、絶縁樹脂層３０５のパッド３０３、テスト専用パッド９
０３に対応する位置に貫通孔３０８を形成し（図４（ｃ））、貫通孔３０８にビア３０６
を形成する（図４（ｄ））。
【００６２】
　ついで、メッキ処理により、パッド３０７を形成し、貫通孔３０８を覆う（図４（ｅ）
）。パッド３０７の材料は、たとえば銅を用い、厚みは１０μｍ程度とすることができる
。
【００６３】
　最後に、パッド３０７の表面に電解メッキによりメッキ処理を施して、導電性保護膜８
０１を形成させる。たとえば、導電性保護膜として金メッキ膜を形成させる場合は、パッ
ド３０７の表面に電解メッキにより金メッキ処理を施して、厚さ１μｍ程度の金メッキ膜
を形成することができる。そして、パッド９０４に外部接続端子４０１を搭載し、テスト
専用パッド９０５に外部接続端子９０１を搭載する。これにより、中継基板１が完成する
（図４（ｆ））。
【００６４】
　なお、パッケージ基板３００に半導体素子を搭載させる場合は、図４（ａ）の工程後、
パッド３０３に半田メッキを施し、レジスト塗布・形成工程を行う。半導体素子を搭載さ
せるパッケージ基板３００にはテスト専用パッド９０５は設けられているが、テスト専用
パッド９０５の上には外部接続端子９０１が搭載されていない。半導体プロセスによって
作成された半導体素子の電極に、印刷，蒸着またはメッキ工程などによってバンプを形成
する。これをダイシング後にパッケージ基板上にリフロー実装し、アンダーフィル樹脂を
注入して半導体装置（フリップチップデバイス）を完成させる。
【００６５】
　パッケージ基板３００に半導体素子３０を搭載した半導体装置３を図５、６に示す。図
６は、半導体装置３の平面図であり、図５は、図６（ａ）で示す半導体装置３のＹ－Ｙ'
断面図である。図５（ｂ）は、図５（ａ）の破線部分を拡大した図である。半導体装置３
は、中継基板１の製造において利用されるパッケージ基板３００と、パッケージ基板３０
０に搭載された半導体素子３０と、を有する。パッケージ基板３００は、内部に配線４０
２、９０２が形成され、第一の面（図５中、上面３ａ）と第二の面（図５中、下面３ｂ）
とを有する基板３０１と、上面３ａに配置されたパッド３０３（第一の電極パッド）と、
下面３ｂに配置されたパッド９０４と、上面３ａにテスト専用パッド９０３と、を備える
。パッド３０３は、配線４０２を介してパッド９０４と電気的に接続されるが、上面３ａ
のテスト専用パッド９０３と、配線９０２を介して電気的に接続される下面３ｂ上のテス
ト専用パッド９０５には、外部接続端子９０１が存在しない。上面３ａは、レジスト７０
１で覆われている。外部接続端子４０１は、例えば半田バンプとすることができる。
【００６６】
　半導体素子３０は、パッド３０３と接続しているバンプ６０３を有する。半導体素子３
０とレジスト７０１との間には、アンダーフィル樹脂３２が充填されている。半導体素子
３０は、半導体ウェハ６０１を個片に分割した半導体チップである。
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【００６７】
　図６は、半導体装置３の下面３ｂ側の平面図である。パッケージ基板３００は、中継基
板１としても流用するため、あらかじめテスト専用パッド９０３及びこれに対応したテス
ト専用パッド９０５が作成されている。中継基板１では、図１で示すようにテスト専用パ
ッド９０５に外部接続端子９０１を形成させるが、パッケージ組立後の状態ではテスト専
用パッド９０５は使用しない。そこで、図６（a）で示すようにパッド９０４の空き部分
にテスト専用パッド９０５を配置する。これにより、テスト専用パッド９０５が実装信頼
性に影響を与えることを回避することができる。
【００６８】
　なお、パッケージ基板３００は、半導体素子３０の実装時に実装方向の間違えを防止す
るため、１コーナーのみ外部接続端子４０１を搭載しないようになっている。そこで、図
６（ｂ）で示すように、パッド９０４に空きがない場合は、この１コーナーに対応する位
置にテスト専用パッド９０５を搭載する。
【００６９】
　具体的には、半導体装置３は、以下の手順により、製造することができる。
（１）図４（ａ）で示す二つのパッケージ基板を準備する工程。一つはプローブカード搭
載用パッケージ基板であり、もう一つは半導体素子搭載用パッケージ基板である。
（２）図３で示すプローブカード２を用いて半導体ウェハ６０１を検査する工程。
（３）半導体ウェハ６０１からＬＳＩを含む半導体素子を個片化する工程。半導体素子３
０は、半導体プロセスによって作成することができる。ウェハ状態の半導体素子３０の電
極（図示せず）に、印刷，蒸着またはメッキ工程などによってバンプ６０３を形成する。
これをダイシングし、個片化することにより半導体素子３０（半導体チップ）を得る。ま
た、半導体素子３０は、半導体ウェハ６０１の電気的検査において、良品と判定されたＬ
ＳＩを含む半導体素子を選別してパッケージ化することができる。
（４）上記（１）で準備した半導体素子搭載用のパッケージ基板上に半導体素子をパッケ
ージ化する工程。
【００７０】
　上記（４）の半導体素子をパッケージ化する工程は、さらに以下の工程を含む。
（ｉ）図４（ａ）で示すパッケージ基板の下面１ａに、半導体素子を搭載し、半導体素子
をパッケージ基板のパッド３０３及びテスト専用端子９０３に電気的に接続する工程。具
体的には、パッド３０３に半田メッキ７０２を施し、レジスト７０１を形成する（図１０
（ａ））。そして、パッケージ基板の上面３ａ側に半導体素子３０をリフロー実装する（
図１０（ｂ））。
（ii）パッケージ基板のテスト専用パッド９０５の上には外部接続端子９０１を形成せず
、パッケージ基板のパッド９０４の上に外部接続端子４０１を形成する工程。具体的には
、半導体素子３０とレジスト７０１との間にアンダーフィル樹脂３２を充填する（図１０
（ｃ））。最後に、パッド９０４に外部接続端子４０１を搭載し、半導体装置３を完成さ
せる（図１０（ｄ））。なお、テスト専用パッド９０５には、外部接続端子４０１を搭載
しない。
【００７１】
　なお、半導体素子３０は、半導体プロセスによって作成することができる。ウェハ状態
の半導体素子３０の電極（図示せず）に、印刷，蒸着またはメッキ工程などによってバン
プ６０３を形成する。これをダイシングし、個片化することにより半導体素子３０（半導
体チップ）を得る。また、半導体素子３０は、半導体ウェハ６０１の電気的検査において
、良品と判定されたＬＳＩを含む半導体素子を選別してパッケージ化することができる。
【００７２】
　つづいて、本実施形態の作用及び効果について説明する。中継基板１によれば、パッケ
ージ基板３００に絶縁樹脂層３０５を追加することにより、絶縁樹脂層３０５のパッド３
０３及びテスト専用パッド９０３のそれぞれに対応する位置に形成された貫通孔３０８に
ビア３０６を形成させて、貫通孔３０８をパッド３０７で覆うことができる。これにより
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、絶縁樹脂層３０５及びビア３０６によりパッド３０７を支持することができ、パッド３
０３とパッド３０７とをビア３０６を介して接続させることが可能となる。したがって、
パッケージ基板３００に形成されたパッド３０３及びテスト専用パッド９０３を利用しつ
つ、パッド３０７によりプローブ１０１との接触面積を確保することができ、プローブ１
０１と電極パッド３０７との位置あわせを容易にし、かつ、検査中の位置ずれを防止する
ことが可能となる。よって、中継基板方式を採用する場合においても、コストを削減する
ことができ、半導体ウェハ６０１の電気特性を効率よく検査することができる。
【００７３】
　図９で示す従来の中継基板７０６では、プローブヘッドをプローブカード基板上のプレ
ートに取り付ける際、プローブヘッドとプレートとの間の位置ずれによりプローブの上端
部２ａとパッド３０３とが正常に接触しない場合がある。パッケージ基板３００のパッド
３０３の径が小さい場合、パッド３０３の外周部にレジスト７０１がかかっていると、わ
ずかな位置ずれでもプローブの上端部２ａがレジスト７０１に接触し、パッド３０３に接
触しなくなる可能性が高くなる。
【００７４】
　また、半導体ウェハ６０１のテストは高温や低温で実施される場合もある。このとき熱
による膨張・収縮によりパッド３０３やプローブの位置が変化する。そのため、常温でパ
ッド３０３とプローブ１０１の位置合わせができたとしても高温・低温では使用できなく
なる可能性がある。
【００７５】
　また、従来の中継基板７０６においては、半導体ウェハの表面に形成されたパターン配
線を断線やショートから保護するため、レジスト７０１を除去することができなかった。
また、レジスト７０１はビアを支える力がないため、半田層７０２を除去しレジスト７０
１に貫通孔を形成させてもその貫通孔にビアを形成することができなかった。したがって
、レジスト７０１に対し凸となるパッドを形成させることもできなかった。
【００７６】
　さらに、パッケージ基板をそのまま流用すると、パッドの酸化防止および接触性確保と
いう点で問題があった。フリップチップ実装を行うためには、図９で示すように、パッド
３０３に対する表面処理は半田を用いて半田層７０２を形成させることが一般的であった
。この状態で中継基板として使用した場合、プローブの端部に半田が付着し、更にそれが
酸化することにより接触性が劣化し測定不良につながっていた。また、接触を繰り返すこ
とにより半田層７０２が磨耗し、パッド３０３の表面が露出するおそれがあった。パッド
３０３が銅からなる場合は、外気に露出すると酸化が進行するため、接触性劣化の問題が
より顕著になっていた。
【００７７】
　一方、中継基板１では、図１に示すように、パッケージ基板３００に絶縁樹脂層３０５
を形成させて、レジストを利用しない構成を採用している。そのためパッド３０７の形状
はピッチの許す限り大きく作成することができる。さらにパッケージ基板３００表面に対
して、パッド３０７が凸に形成されているため、プローブ上端面とパッド面が完全に重な
らなくなるまで位置ずれしない限りオープンとならない。よって、針位置精度およびプロ
ーブヘッドの取り付け精度に対する要求が緩和される。
【００７８】
　また、中継基板１によれば、パッド３０７に対しては、導電性保護膜８０１を施すこと
が可能である。したがって、保護膜として適宜材料を選択し、優れた接触性、耐摩耗性を
実現することが可能である。導電性保護膜８０１として、金メッキを採用することにより
、パッドの酸化防止および接触性を確保することが可能となる。
【００７９】
　以上のように、中継基板１によれば、半導体ウェハ６０１、特に、フリップチップデバ
イスのウェハテスト工程において使用するプローブカードのピッチ拡張基板として半導体
素子搭載用のパッケージ基板３００を流用し、絶縁樹脂層３０５を追加することによりパ
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ッド面積を拡大させることができる。これにより、プローブの位置ばらつきに対する許容
度、ヘッド部の取り付け許容精度を向上させることができる。また、パッドの導電性保護
膜の材料を適宜選択することができることから、パッド３０７の耐久性が改善され、安定
した接触を実現することができる。さらに、半導体搭載用のパッケージ基板を流用するこ
とができるため、専用の中継基板を作成するよりも費用面で有利である。
【００８０】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。たとえば、パッド３０３ごとにパッ
ド３０７を個別形成してもよいが、同電位（ＧＮＤ等）であれば、複数のパッド３０３に
接続されるようにパッド３０７を連続して形成させもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】実施の形態に係る中継基板を模式的に示した断面図である。
【図２】実施の形態に係る中継基板を模式的に示した平面図である。
【図３】実施の形態に係るプローブカードを模式的に示した断面図である。
【図４】実施の形態に係る中継基板の製造方法を説明する図である。
【図５】実施の形態に係る半導体装置を模式的に示した断面図である。
【図６】実施の形態に係る半導体装置を模式的に示した平面図である。
【図７】実施の形態に係るプローブカードの変形例を模式的に示した断面図である。
【図８】従来の中継基板の一例である。
【図９】従来の中継基板を説明する図である。
【図１０】実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。
【符号の説明】
【００８２】
１　　中継基板
１ａ　　下面
１ｂ　　上面
２　　プローブカード
２ａ　　上端部
２ｂ　　下端部
３　　半導体装置
３ａ　　上面
３ｂ　　下面
３０　　半導体素子
３２　　アンダーフィル樹脂
１０１　　プローブ
１０２　　ガイド板
１０３　　スペーサー
１０４　　ガイド板
２０１　　プレート
３００　　パッケージ基板
３０１ 　基板
３０３　　パッド
３０５　　絶縁樹脂層
３０６　　ビア
３０７　　パッド
３０８　　貫通孔
４０１　　外部接続端子
４０２　　配線
４０３　　絶縁性保護膜
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５０１　　プローブカード基板
５０２　　接続端子
６０１　　半導体ウェハ
６０２　　電極
６０３　　バンプ
７０１　　レジスト
７０２　　半田層
７０６　　中継基板
８０１　　導電性保護膜
８０３　　パッド
８０５　　パッド
９０１　　外部接続端子
９０２　　配線
９０３　　テスト専用パッド
９０４　　パッド
９０５　　テスト専用パッド

【図１】 【図２】
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