
JP 6418118 B2 2018.11.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置を固定するチャックステージと、
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板に固定された複数のプローブと、
　前記複数のプローブの温度を調整する温度調整部と、
　前記複数のプローブを介して前記半導体装置に電流を流して前記半導体装置の電気特性
を評価する評価・制御部と、
　互いに対向する表面及び裏面を有する検査板と、
　前記複数のプローブの先端部が前記表面に押し付けられた前記検査板の熱画像を取得す
る熱画像計測部と、
　前記熱画像を画像処理して前記複数のプローブの前記先端部の面内位置及び温度を求め
る熱画像処理部とを備えることを特徴とする半導体装置の評価装置。
【請求項２】
　前記熱画像計測部は、前記検査板の前記裏面側に配置されていることを特徴とする請求
項１に記載の半導体装置の評価装置。
【請求項３】
　前記熱画像計測部は、前記絶縁基板に配置されていることを特徴とする請求項１に記載
の半導体装置の評価装置。
【請求項４】
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　前記検査板を冷却する冷却器を更に備えることを特徴とする請求項１～３の何れか１項
に記載の半導体装置の評価装置。
【請求項５】
　前記冷却器は、前記検査板に向けて送風する送風機を有することを特徴とする請求項４
に記載の半導体装置の評価装置。
【請求項６】
　前記冷却器は、前記検査板に設けられた放熱フィンを有することを特徴とする請求項４
に記載の半導体装置の評価装置。
【請求項７】
　前記冷却器は、前記検査板に設けられたペルチェ素子を有することを特徴とする請求項
４に記載の半導体装置の評価装置。
【請求項８】
　前記検査板を加熱する加熱器を更に備えることを特徴とする請求項１～３の何れか１項
に記載の半導体装置の評価装置。
【請求項９】
　前記検査板の前記表面に設けられ、前記複数のプローブの前記先端部よりも低い硬度を
持つ保護部材を更に備えることを特徴とする請求項１～８の何れか１項に記載の半導体装
置の評価装置。
【請求項１０】
　前記検査板は金属材料で構成されていることを特徴とする請求項１～９の何れか１項に
記載の半導体装置の評価装置。
【請求項１１】
　前記検査板はセラミクス材料で構成されていることを特徴とする請求項１～９の何れか
１項に記載の半導体装置の評価装置。
【請求項１２】
　前記検査板は熱的異方性材料で構成されていることを特徴とする請求項１～９の何れか
１項に記載の半導体装置の評価装置。
【請求項１３】
　前記検査板を支持する基体部を更に備え、
　前記検査板と前記基体部が同一の材料で一体的に構成されていることを特徴とする請求
項１０に記載の半導体装置の評価装置。
【請求項１４】
　絶縁基板に固定された複数のプローブを温度調整部により加熱する工程と、
　加熱した前記複数のプローブの先端部を検査板の表面に押し付けて熱画像計測部により
前記検査板の熱画像を取得する工程と、
　熱画像処理部により前記熱画像を画像処理して前記複数のプローブの前記先端部の面内
位置及び温度を求める工程と、
　前記複数のプローブの前記先端部の面内位置又は温度に異常が無い場合、チャックステ
ージに固定した半導体装置の電極に前記複数のプローブの前記先端部を接触させ、評価・
制御部により前記複数のプローブを介して前記半導体装置に電流を流して前記半導体装置
の電気特性を評価する工程とを備えることを特徴とする半導体装置の評価方法。
【請求項１５】
　加熱した前記複数のプローブの先端部を前記検査板から離間させた後、冷却器により前
記検査板を冷却する工程を更に備えることを特徴とする請求項１４に記載の半導体装置の
評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のプローブの先端部の面内位置及び温度を容易に精度よく検査すること
ができる半導体装置の評価装置及び評価方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　半導体ウエハ又は半導体ウエハから個片化したチップの状態で、被測定物である半導体
装置の電気的特性が評価される。この際、真空吸着等により被測定物の設置面を、チャッ
クステージの表面に接触して固定した後、被測定物の非設置面の一部に設けた電極に電気
的な入出力を行うためのプローブを接触させる。装置の縦方向（面外方向）に大きな電流
を流す縦型構造の半導体装置の検査においては、チャックステージが電極となる。そして
、以前からプローブの多ピン化が実施され、大電流及び高電圧印加の要求に応えている。
【０００３】
　半導体装置の電気的特性を評価する際、半導体装置の表面に設けた電極に複数のプロー
ブを精度よく接触させることが重要である。電極と接触するプローブの先端部に位置ずれ
が生じた場合、半導体装置に所望の電流又は電圧が印加されないことがある。それだけで
なく、電極以外へのプローブの接触により、半導体装置が破壊に至る場合もあり得る。
【０００４】
　プローブの先端部の位置ずれ抑制にはプローブの長さが短いことが望ましい。しかし、
放電現象を抑制するためにプローブの長さを延長し、プローブカードの本体部分と半導体
装置の距離を離す傾向にある。このため、プローブの先端部の位置ずれが生じやすくなっ
ている。
【０００５】
　このような状況の下、プローブ位置測定方法としては、非接触式の手法が知られている
。例えば、プローブに対向して設置した、カメラによる画像処理計測がある。しかし、プ
ローブの先端部の位置計測に際して、背景や距離、個々の焦点合わせ、付着物の影響等、
複数の外乱要素があるため、精度のよい測定は困難である。
【０００６】
　また、近年、半導体装置の使用環境の多様化から、低温から高温まで幅広い温度範囲に
おける電気的特性の評価が必須となっている。半導体装置側にあるチャックステージを低
温又は高温に設定した場合、プローブ又はプローブカード側との間に温度差があれば、プ
ローブカード側の熱膨張又は熱収縮により半導体装置と接するプローブの先端部に位置ず
れが生じるという問題があった。さらに、温度差があるまま半導体装置にプローブが接す
ると、半導体装置の温度が設定した温度から変化してしまい、評価の精度が低下するとい
う問題があった。
【０００７】
　プローブ位置の検査方法として、変形体にプローブを接触させた後にプローブを離間し
てプローブ痕の位置や大きさを観察すること（例えば、特許文献１参照）及び針跡転写部
材の針跡消去（例えば、特許文献２参照）が開示されている。半導体装置の温度可変時の
評価方法として、抵抗体を配設した加熱シートをプローブカードに設置し、プローブ基板
を加熱することが開示されている（例えば、特許文献３参照）。また、チャックの退避時
にハロゲンランプを対向させ照射してプローブ基板を加熱することも開示されている（例
えば、特許文献４参照）。プローブカードを構成するプリント基板上に設けたセラミック
スヒータによりプローブ基板を加熱することも開示されている（例えば、特許文献５参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１８９３５３号公報
【特許文献２】特開２００９－１９８４０７号公報
【特許文献３】特開２０１２－４７５０３号公報
【特許文献４】特開２０１２－２３１２０号公報
【特許文献５】特開２００２－１９６０１７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１のプローブ検査は、プローブ検査の度に変形体の再生処理が必要で
ある。また、転写後の観察となるため、検査に時間を要する。また、従来の評価装置に容
易に付加できるものでもなかった。特許文献２の針跡転写部材においても、短時間で回復
とあるが、再生処理が必要であることには変わりない。また、転写後の観察となるため、
検査に時間を要する。
【００１０】
　また、何れの特許文献にも半導体装置と接するプローブの先端部の温度検出については
記載されていない。各装置に設置された温度センサによる計測はプローブ基板の温度を対
象としているため、プローブと半導体装置の温度差については不明であり、温度差に起因
した評価精度の低下に問題があった。
【００１１】
　また、半導体装置と接するプローブの先端部の面内位置については、プローブ基板の膨
張、収縮を問題としているのみであった。プローブをプローブ基板に設置する際のプロー
ブの初期位置不良や温度可変時の位置ずれについては、半導体装置の評価の直前に確認で
きなかった。
【００１２】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は複数のプロ
ーブの先端部の面内位置及び温度を容易に精度よく検査することができる半導体装置の評
価装置及び評価方法を得るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る半導体装置の評価装置は、半導体装置を固定するチャックステージと、絶
縁基板と、前記絶縁基板に固定された複数のプローブと、前記複数のプローブの温度を調
整する温度調整部と、前記複数のプローブを介して前記半導体装置に電流を流して前記半
導体装置の電気特性を評価する評価・制御部と、互いに対向する表面及び裏面を有する検
査板と、前記複数のプローブの先端部が前記表面に押し付けられた前記検査板の熱画像を
取得する熱画像計測部と、前記熱画像を画像処理して前記複数のプローブの前記先端部の
面内位置及び温度を求める熱画像処理部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、複数のプローブの先端部が押し付けられた検査板の熱画像を取得し、その
熱画像を画像処理して複数のプローブの先端部の面内位置及び温度を検査する。これによ
り、複数のプローブの先端部の面内位置及び温度を容易に精度よく検査することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の評価装置を示す概略図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係るプローブ位置・温度検査装置のプローブ接触時の構
成概略図である。
【図３】プローブの動作を説明するための側面図である。
【図４】正規の位置にある１６本のプローブを押し付けた検査板の熱画像を示す図である
。
【図５】位置に異常のあるプローブを押し付けた検査板の熱画像を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る半導体装置の評価装置を示す概略図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係る検査基板を示す下面図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る検査基板の変形例を示す下面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】



(5) JP 6418118 B2 2018.11.7

10

20

30

40

50

　本発明の実施の形態に係る半導体装置の評価装置及び評価方法について図面を参照して
説明する。同じ又は対応する構成要素には同じ符号を付し、説明の繰り返しを省略する場
合がある。
【００１７】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る半導体装置の評価装置を示す概略図である。チャ
ックステージ１が評価対象である半導体装置２を固定する。チャックステージ１は、半導
体装置２の設置面（裏面）と接触して半導体装置２を固定する台座である。半導体装置２
を固定する手段は例えば真空吸着であるが、これに限るものではなく静電吸着等でもよい
。
【００１８】
　半導体装置２は、複数の半導体チップが形成された半導体ウエハ又は半導体チップその
ものなどであり、ここでは装置の縦方向（面外方向）に大きな電流を流す縦型構造の半導
体装置である。ただし、これに限るものではなく、半導体装置２は、半導体装置の一面に
おいて入出力を行う横型構造の半導体装置でもよい。
【００１９】
　複数のプローブ３及び温度調整部４が絶縁基板５に固定されている。複数のプローブ３
及び温度調整部４は、絶縁基板５上に設けられた金属板等の配線（不図示）により接続部
６に接続されている。複数のプローブ３、温度調整部４、絶縁基板５、接続部６、及び配
線（不図示）によりプローブ基体部７が構成される。プローブ基体部７は、移動アーム８
により任意の方向へ移動可能である。ここでは、一つの移動アーム８でプローブ基体部７
を保持する構成としたが、これに限るものではなく、複数の移動アームで安定的に保持し
てもよい。また、プローブ基体部７を移動させるのではなく、チャックステージ１及び半
導体装置２側を移動させてもよい。
【００２０】
　縦型構造の半導体装置２の評価の際、複数のプローブ３が半導体装置２の表面に設けら
れた表面電極に電気的に接続され、チャックステージ１が半導体装置２の裏面に設けられ
た裏面電極に電気的に接続される。
【００２１】
　温度調整部４が複数のプローブ３の温度を調整する。温度調整部４は、例えば特開２０
１３－２２９４９６号公報に開示されているように、プローブ３又はプローブ３を設置す
るソケットに巻回した電熱線と、その制御部とを有する。ただし、これに限るものではな
く温度調整部４は他の構成でもよい。
【００２２】
　絶縁基板５の接続部６は、信号線９を介して評価・制御部１０に接続されている。チャ
ックステージ１の表面は、チャックステージ１の側面に設けられた接続部１１及び信号線
１２を介して評価・制御部１０に接続されている。評価・制御部１０は複数のプローブ３
を介して半導体装置２に電流を流して半導体装置２の電気特性を評価する。
【００２３】
　なお、評価用のプローブ３は大電流（例えば５Ａ以上）を印加することを想定して複数
個設置されている。各プローブ３に加わる電流密度が略一致するように、絶縁基板５の接
続部６とチャックステージ１の接続部１１の距離が、どのプローブ３を介しても略一致す
ることが望ましい。従って、接続部６と接続部１１はプローブ３を介して互いに対向する
位置に配置されていることが望ましい。
【００２４】
　図２は、本発明の実施の形態１に係るプローブ位置・温度検査装置のプローブ接触時の
構成概略図である。プローブ位置・温度検査装置１３は、主として、検査板１４と、熱画
像計測部１５と、それらを支持する基体部１６とを有する。
【００２５】
　検査板１４は熱伝導性を有する材料からなる。また、検査の度にプローブ３を繰り返し
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押し付けるので、破損回避のために強度を有する材料であることが必要である。例えば、
検査板１４は数ｍｍ程度の金属材料の板で構成されている。
【００２６】
　熱画像計測部１５は、固定アーム１７を介して基体部１６に固定され、信号線１８を介
して熱画像処理部１９に接続されている。プローブ３の先端部が押し付けられる検査板１
４の表面に保護部材２０が設けられている。保護部材２０はプローブ３の先端部よりも低
い硬度を持つ。保護部材２０は、柔軟性を有する交換が容易なシート材が好ましく、例え
ばＰＶＣシートであるが、これに限るものではない。
【００２７】
　熱画像計測部１５は、複数のプローブ３の先端部が表面に押し付けられた検査板１４の
熱画像を取得するカメラであり、サーモグラフィである。即ち、検査板１４を介して間接
的に複数のプローブ３の先端部の熱画像を取得する。この際に赤外線を利用することで、
可視光による外乱要素を排除できるため、検査精度の向上が容易となる。
【００２８】
　熱画像処理部１９は、熱画像を画像処理（画像認識）して複数のプローブ３の先端部の
面内位置及び温度を求める。検査板１４を冷却する冷却器として、検査板１４に向けて送
風する送風機２１が基体部１６の壁面に設けられている。
【００２９】
　図３は、プローブの動作を説明するための側面図である。プローブ３は、半導体装置２
の表面電極と機械的かつ電気的に接触する先端部３ａと、絶縁基板５に固定される基台で
あるバレル部３ｂと、内部に組み込まれたスプリング等のばね部材を介して接触時に摺動
可能な押し込み部３ｃを含むプランジャ部３ｄと、プランジャ部３ｄと電気的に接続され
て外部への出力端となる電気的接続部３ｅとを有する。プローブ３は導電性を有する材料
、例えば銅、タングステン、レニウムタングステンといった金属材料により作製される。
ただし、これらに限るものではなく、特に先端部３ａには導電性向上や耐久性向上等の観
点から、別の部材、例えば金、パラジウム、タンタル、プラチナ等を被覆してもよい。
【００３０】
　図３（ａ）の初期状態からプローブ３を検査板１４の上面に設けた保護部材２０に向け
てＺ軸下方に下降させると、まず図３（ｂ）に示すように保護部材２０と先端部３ａが接
触する。さらに下降させると、図３（ｃ）に示すように押し込み部３ｃがバレル部３ｂ内
にばね部材を介して押し込まれ、検査板１４の上面に設けた保護部材２０との接触を確実
なものにする。
【００３１】
　ここでは、プローブ３はＺ軸方向に摺動性を備えたバネ部を内蔵するが、これに限るも
のではなくバネ部を外部に備えたものでもよい。また、放電抑制の観点からスプリング式
としているが、これに限るものではなくカンチレバー式、積層プローブ、又はワイヤープ
ローブ等でもよい。
【００３２】
　図４は、正規の位置にある１６本のプローブを押し付けた検査板の熱画像を示す図であ
る。加熱により高温となったプローブ３の先端部３ａが検査板１４に押し付けられると、
その箇所のみ温度が上昇するため、検査板１４の表面の温度分布に差が生じる。このため
プローブ３が押し付けられた部分がプローブ熱影像２２として撮影される。図５は、位置
に異常のあるプローブを押し付けた検査板の熱画像を示す図である。図５の左下のプロー
ブ位置に不具合が生じている。プローブ位置の不具合が検出された場合、評価・制御部１
０に熱画像処理部１９からアラームが送信され、その後の評価処理が一時中断となり、プ
ローブ３の点検を実施する。
【００３３】
　続いて、本実施の形態に係る半導体装置の評価装置の動作手順を説明する。まず、半導
体装置２の設置面がチャックステージ１に接触するようにして半導体装置２をチャックス
テージ１に固定する。次に、チャックステージ１に設けられたヒータを用いて半導体装置
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２を評価温度に昇温する。複数のプローブ３も温度調整部４により加熱して評価温度に昇
温する。次に、加熱した複数のプローブ３を検査板１４上に移動させ、評価時と同様の荷
重により検査板１４の表面に押し付ける。この状態で検査板１４の熱画像を熱画像計測部
１５により取得する。次に、熱画像処理部１９により熱画像を画像処理して複数のプロー
ブ３の先端部の面内位置及び温度を求める。こうして半導体装置２の電気的な評価の前に
複数のプローブ３の先端部の位置及び温度の検査を実施する。
【００３４】
　複数のプローブ３の先端部の面内位置又は温度に異常が有る場合、電気的特性の評価に
は移行せず、評価処理を中断し、プローブ３の点検を行う。異常が無い場合、複数のプロ
ーブ３を半導体装置２上に移動させ、半導体装置２の電極に複数のプローブ３の先端部を
接触させ、評価・制御部１０により複数のプローブ３を介して半導体装置２に電流を流し
て半導体装置２の電気特性を評価する。
【００３５】
　プローブ位置及び温度を検査し、加熱した複数のプローブ３の先端部を検査板１４から
離間させた後、送風機２１による送風により検査板１４を冷却する。なお、プローブ位置
及び温度の検査は、評価する半導体装置毎、又は、取り決めた一定の頻度にて実施する。
【００３６】
　以上説明したように、本実施の形態では、複数のプローブ３の先端部が押し付けられた
検査板１４の熱画像を取得し、その熱画像を画像処理して複数のプローブ３の先端部の面
内位置及び温度を検査する。ここで、半導体装置２の評価は、半導体装置２の表面に設け
られた表面電極に複数のプローブ３を押し付けられた状態で行われる。従って、複数のプ
ローブ３の先端部が検査板１４の表面に押し付けられた状態でプローブ位置・温度の検査
を行うことで、半導体装置２の電気特性の評価時に近似した状態でプローブ位置・温度の
検査を行うことができるため、半導体装置２の評価における複数のプローブ３の先端部の
位置を把握することができる。また、複数のプローブ３の先端部の高さバラつきは不問と
なる。また、プローブ痕を利用しないため、変形体や針跡転写部材を必要とせず、外乱要
素を抑制して検査することができる。また、プローブ３の先端部の温度についても同時に
検査することができる。この結果、複数のプローブ３の先端部の面内位置及び温度を容易
に精度よく検査することができる。さらに、検査の後に行う半導体装置の評価の精度も向
上する。また、プローブ位置・温度検査装置１３は、単体でも用いることができるが、従
来の評価装置に付加することは容易であるため、従来の半導体装置の評価装置をそのまま
利用することができる。
【００３７】
　また、熱画像計測部１５が検査板１４の裏面側に設けられている。これにより、複数の
プローブ３の先端部が表面に押し付けられた状態をリアルタイムで検査できるため、高精
度な検査が可能である。
【００３８】
　また、昇温したプローブ３を接触させた検査板１４はプローブ３を離間させた後もすぐ
には常温に戻らない。そのまま次の検査を行うと温度履歴による誤差が生じうるため、検
査精度が悪化する。そこで、検査を行い、加熱したプローブ３を離間させた後、送風機２
１により検査板１４を強制的に冷却する。これにより、次の検査が前の検査の影響を受け
ることなく、精度を維持することができる。また、検査板１４を予め冷却しておくことで
、プローブ３を加熱しない常温測定においても、プローブ位置の検査が可能である。なお
、これに限るものではなく、冷却器として、放熱フィンを備えたアルミニウム製の部材（
ヒートシンク）を検査板１４に設けてもよい。該部材は、常時設置でなく、プローブ３を
離間させた後にのみ、接触させる構成でもよい。送風機２１及び放熱フィンは設置が容易
で低コストである。
【００３９】
　また、保護部材２０により、検査の度にプローブ３の先端部が押し付けられる検査板１
４の表面を保護し、かつプローブ３の先端部も保護することができる。保護部材２０に破
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損が生じた場合は保護部材２０のみを交換すればよく、検査板１４を交換する必要は無い
。
【００４０】
　また、検査板１４は高強度な金属材料で構成されているため、プローブ３を繰り返して
接させても破損し難く、交換不要で低コストである。また、熱伝導に優れるため、短時間
で計測可能である。ただし、これに限るものではなく、検査板１４をセラミクス材料で構
成してもよい。高強度なセラミクス材料であれば、プローブ３を繰り返して接させても破
損し難く、交換不要で低コストである。熱伝導に優れたセラミクスを選択することで、短
時間で計測可能である。
【００４１】
　また、検査板１４をＺ方向に熱伝導の方向を規定した熱的異方性を有する熱的異方性材
料で構成してもよい。検査板１４の面内の熱の広がりを抑制できるため、プローブ３の先
端部の位置計測の高精度化が可能となる。熱的異方性材料としては、例えば、コンポロイ
ド（株式会社サーモグラフィティクスの製品）があるがこれに限るものではない。
【００４２】
　また、検査板１４と基体部１６を同一の材料で一体的に構成することでコストを削減す
ることができ、チャックステージ１の側面に容易に設置できる。材料として金属材料を選
択した場合は、曲げ加工にて作製可能である。
【００４３】
　なお、熱画像処理部１９及びプローブ位置・温度検査装置１３は、メモリに記憶された
プログラムを実行するＣＰＵ、システムＬＳＩ等の処理回路により実現される。また、複
数の処理回路が連携して上記機能を実行してもよい。
【００４４】
実施の形態２．
　図６は、本発明の実施の形態２に係る半導体装置の評価装置を示す概略図である。図７
は、本発明の実施の形態２に係る検査基板を示す下面図である。
【００４５】
　検査板１４は実施の形態１と同様の部材であるが、検査板１４を冷却する冷却器として
、検査板１４の両サイドにペルチェ素子２３が設けられている。ペルチェ素子であれば小
型化できる。
【００４６】
　また、熱画像計測部１５が絶縁基板５に設けられている。プローブ３の先端部が表面に
押し付けられた状態を計測するのはプローブ３に遮られ困難なため、プローブ３の離間後
に計測を行う。リアルタイムでの検査は不可となるが、配線９，１８を絶縁基板５の近辺
にまとめることで、装置全体をコンパクト化できる。
【００４７】
　加熱したプローブ３の検査を行う場合は、検査後に検査板１４を冷却するためにペルチ
ェ素子２３を用いる。一方、加熱しない常温のプローブ３の検査を行う場合は、検査前に
検査板１４を冷却するためにペルチェ素子２３を用いる。検査前に冷却した検査板１４に
常温のプローブ３が接触すると接触部分の温度が上昇し、検査板１４の表面の温度分布に
差が生じる。この場合にはプローブ３の先端部の温度は問題でなく、温度分布の差から位
置を検出する。
【００４８】
　本実施の形態により、実施の形態１と同様に半導体装置の評価前に複数のプローブ３の
先端部の面内位置及び温度を容易に精度よく検査することができる。また、プローブ３を
加熱又は冷却する場合だけでなく、常温で評価する場合でも同様の効果を得ることができ
る。
【００４９】
　図８は、本発明の実施の形態２に係る検査基板の変形例を示す下面図である。ペルチェ
素子２３の代わりに、検査板１４の両サイドに、検査板１４を加熱するヒータ２４が設け
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られている。検査前に検査板１４を予め加熱しておくことで、同様に常温でのプローブ３
の検査を行うことができる。
【００５０】
　なお、ペルチェ素子２３及びヒータ２４は、熱画像計測部１５による熱画像の取得を遮
らなければ、検査板１４の表面と裏面の何れに設置してもよい。それらの設置箇所も両サ
イドに限らず、熱画像の取得部分を取り囲むように設置してもよい。また、設置する個数
を増やすことで、加熱又は冷却の時間を短縮できる。
【符号の説明】
【００５１】
１　チャックステージ、２　半導体装置、３　プローブ、４　温度調整部、５　絶縁基板
、１０　評価・制御部、１４　検査板、１５　熱画像計測部、１６　基体部、１９　熱画
像処理部、２０　保護部材、２１　送風機（冷却器）、２３　ペルチェ素子（冷却器）、
２４　ヒータ（加熱器）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】



(11) JP 6418118 B2 2018.11.7

10

フロントページの続き

(72)発明者  秋山　肇
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内

    審査官  鈴木　和樹

(56)参考文献  特開２００５－７９２５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１－９４６３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－３００６５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２２９４９６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／６６　　　　
              Ｇ０１Ｒ　　３１／２６　　　　
              Ｇ０１Ｒ　　３１／２８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

