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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】プローブカードを搬送して装着する際に、確実
に受け渡しを行うことができ、プローブカードの破損等
の発生を抑制することのできるプローブ装置及びプロー
ブ装置のプローブカード装着方法を提供する。
【解決手段】カードクランプ機構１３と、ウエハチャッ
ク１０と、下面に位置合せ用マークが配設されたトレー
２１と、トレー２１を支持可能とされたトレー支持機構
１４と、カメラ１５と、トレー２１をトレー支持機構１
４との受け渡し位置に搬入するための移動機構１７と、
移動機構１７によって受け渡し位置に配置されたトレー
２１の位置合せ用マークをカメラ１５によって撮像して
その位置を検出し、位置合せ用マークの位置が所定の範
囲内にある場合は、移動機構１７からトレー支持機構１
４へのプローブカード２０の受け渡しを行い、所定の範
囲外にある場合は、プローブカード２０の受け渡しを中
止する制御手段と、を具備している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数のプローブを有するプローブカードを、着脱自在に固定するカードクランプ機構と
、
　半導体ウエハを載置可能とされ、駆動機構を駆動することによって前記カードクランプ
機構に固定された前記プローブカードの前記プローブに、前記半導体ウエハに形成された
電極を接触させるウエハチャックと、
　上面に前記プローブカードが載置され、下面に位置合せ用マークが配設されたトレーと
、
　前記ウエハチャックの周囲に配設され、前記駆動機構によって移動可能とされ、前記ト
レーを支持するためのトレー支持機構と、
　前記位置合せ用マークを撮像可能とされたカメラと、
　前記トレーを、前記トレー支持機構との受け渡し位置に搬入するための移動機構と、
　前記移動機構によって前記受け渡し位置に配置された前記トレーの前記位置合せ用マー
クを前記カメラによって撮像して当該位置合せ用マークの位置を検出し、前記位置合せ用
マークの位置が所定の範囲内にある場合は、前記移動機構から前記トレー支持機構への前
記トレーの受け渡しを行い、前記位置合せ用マークの位置が所定の範囲外にある場合は、
前記移動機構から前記トレー支持機構への前記トレーの受け渡しを中止する制御手段と、
　を具備したことを特徴とするプローブ装置。
【請求項２】
　請求項１記載のプローブ装置であって、
　前記制御手段は、前記移動機構から前記トレー支持機構への前記トレーの受け渡しを中
止する前に、前記駆動機構によって位置の微調整を行い、前記位置合せ用マークの位置が
所定の範囲内にあるか否かを確認する
　ことを特徴とするプローブ装置。
【請求項３】
　請求項２記載のプローブ装置であって、
　前記位置の微調整は、横が±１．６ｍｍの範囲、縦が±１．２ｍｍの範囲で行う
　ことを特徴とするプローブ装置。
【請求項４】
　請求項１～３いずれか１項記載のプローブ装置であって、
　前記制御手段は、前記位置合せ用マークの位置が所定の範囲内にある場合は、前記位置
合せ用マークの位置検出結果に基づいて、前記トレー支持機構を、適正な受け渡し位置に
移動させた後、上昇させて前記移動機構から前記トレー支持機構への前記プローブカード
の受け渡しを行う
　ことを特徴とするプローブ装置。
【請求項５】
　多数のプローブを有するプローブカードを、着脱自在に固定するカードクランプ機構と
、
　半導体ウエハを載置可能とされ、駆動機構を駆動することによって前記カードクランプ
機構に固定された前記プローブカードの前記プローブに、前記半導体ウエハに形成された
電極を接触させるウエハチャックと、
　上面に前記プローブカードが載置され、下面に位置合せ用マークが配設されたトレーと
、
　前記ウエハチャックの周囲に配設され、前記駆動機構によって移動可能とされ、前記ト
レーを支持するためのトレー支持機構と、
　前記位置合せ用マークを撮像可能とされたカメラと、
　前記トレーを、前記トレー支持機構との受け渡し位置に搬入するための移動機構と、
　を具備したプローブ装置のプローブカード装着方法であって、
　前記移動機構によって前記受け渡し位置に配置された前記トレーの前記位置合せ用マー
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クを前記カメラによって撮像して当該位置合せ用マークの位置を検出し、
　検出した前記位置合せ用マークの位置が、所定の範囲内にある場合は、前記移動機構か
ら前記トレー支持機構への前記トレーの受け渡しを行い、
　前記位置合せ用マークの位置が所定の範囲外にある場合は、前記移動機構から前記トレ
ー支持機構への前記トレーの受け渡しを中止する
　ことを特徴とするプローブ装置のプローブカード装着方法。
【請求項６】
　請求項５記載のプローブ装置のプローブカード装着方法であって、
　前記移動機構から前記トレー支持機構への前記トレーの受け渡しを中止する前に、前記
駆動機構によって位置の微調整を行い、前記位置合せ用マークの位置が所定の範囲内にあ
るか否かを確認する
　ことを特徴とするプローブ装置のプローブカード装着方法。
【請求項７】
　請求項６記載のプローブ装置のプローブカード装着方法であって、
　前記位置の微調整は、横が±１．６ｍｍの範囲、縦が±１．２ｍｍの範囲で行う
　ことを特徴とするプローブ装置のプローブカード装着方法。
【請求項８】
　請求項５～７いずれか１項記載のプローブ装置のプローブカード装着方法であって、
　前記位置合せ用マークの位置が所定の範囲内にある場合は、前記位置合せ用マークの位
置検出結果に基づいて、前記トレー支持機構を、適正な受け渡し位置に移動させた後、上
昇させて前記移動機構から前記トレー支持機構への前記プローブカードの受け渡しを行う
　ことを特徴とするプローブ装置のプローブカード装着方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プローブ装置及びプローブ装置のプローブカード装着方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの製造工程では、半導体ウエハ上に形成された半導体デバイスの電気的
な検査を行うためのプローブ装置が用いられている。このようなプローバ装置では、半導
体ウエハ上の電極パッドに接触される多数のプローブが配設されたプローブカードを用い
ている。
【０００３】
　そして、このプローブカードのプローブを介してテスタから被測定半導体デバイスに検
査信号を供給し、被測定半導体デバイスからの信号を測定することによって被測定半導体
デバイスの電気的な検査を行うようになっている。また、プローブカードを交換すること
によって、異なる種類の被測定半導体デバイスに対応するようになっている。
【０００４】
　また、上記のプローブカードを搬送用のトレーに載せ、このトレー及びトレーに載置さ
れたプローブカードを半導体ウエハを載置して移動させるためのウエハチャックの駆動機
構を利用して搬送し、カードクランプ機構に装着するよう構成されたプローブ装置が知ら
れている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２４０３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のとおり、従来からウエハチャックの駆動機構を利用して搬送用のトレーに載せた
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プローブカードを搬送し、プローブカードをカードクランプ機構に装着することが行われ
ている。この場合、トレー及びプローブカードをスライド機構等を具備したアーム等に載
せてプローブ装置（筺体）内の所定の受け渡し位置に配置し、このトレー及びプローブカ
ードをウエハチャックの周囲に配設されたトレー支持機構によって受け取るという受け渡
しが必要となる。従来、このような受け渡しの位置については、機構部の調整にて精度を
保証する方法が採られている。しかし、例えば、調整不良、部品不良、経時変化等で調整
済みの位置がずれる場合があり、その状態でプローブカードの受け渡しを行うと、受け渡
しが正常に行われず、高価なプローブカードの破損等が発生する可能性があるという問題
がある。
【０００７】
　本発明は、上記従来の事情に対処してなされたものであり、プローブカードを搬送して
装着する際に、確実に受け渡しを行うことができ、プローブカードの破損等の発生を抑制
することのできるプローブ装置及びプローブ装置のプローブカード装着方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のプローブ装置の一態様は、多数のプローブを有するプローブカードを、着脱自
在に固定するカードクランプ機構と、半導体ウエハを載置可能とされ、駆動機構を駆動す
ることによって前記カードクランプ機構に固定された前記プローブカードの前記プローブ
に、前記半導体ウエハに形成された電極を接触させるウエハチャックと、上面に前記プロ
ーブカードが載置され、下面に位置合せ用マークが配設されたトレーと、前記ウエハチャ
ックの周囲に配設され、前記駆動機構によって移動可能とされ、前記トレーを支持するた
めのトレー支持機構と、前記位置合せ用マークを撮像可能とされたカメラと、前記トレー
を、前記トレー支持機構との受け渡し位置に搬入するための移動機構と、前記移動機構に
よって前記受け渡し位置に配置された前記トレーの前記位置合せ用マークを前記カメラに
よって撮像して当該位置合せ用マークの位置を検出し、前記位置合せ用マークの位置が所
定の範囲内にある場合は、前記移動機構から前記トレー支持機構への前記トレーの受け渡
しを行い、前記位置合せ用マークの位置が所定の範囲外にある場合は、前記移動機構から
前記トレー支持機構への前記トレーの受け渡しを中止する制御手段と、を具備したことを
特徴とする。
【０００９】
　本発明のプローブ装置のプローブカード装着方法の一態様は、多数のプローブを有する
プローブカードを、着脱自在に固定するカードクランプ機構と、半導体ウエハを載置可能
とされ、駆動機構を駆動することによって前記カードクランプ機構に固定された前記プロ
ーブカードの前記プローブに、前記半導体ウエハに形成された電極を接触させるウエハチ
ャックと、上面に前記プローブカードが載置され、下面に位置合せ用マークが配設された
トレーと、前記ウエハチャックの周囲に配設され、前記駆動機構によって移動可能とされ
、前記トレーを支持するためのトレー支持機構と、前記位置合せ用マークを撮像可能とさ
れたカメラと、前記トレーを、前記トレー支持機構との受け渡し位置に搬入するための移
動機構と、を具備したプローブ装置のプローブカード装着方法であって、前記移動機構に
よって前記受け渡し位置に配置された前記トレーの前記位置合せ用マークを前記カメラに
よって撮像して当該位置合せ用マークの位置を検出し、検出した前記位置合せ用マークの
位置が、所定の範囲内にある場合は、前記移動機構から前記トレー支持機構への前記トレ
ーの受け渡しを行い、前記位置合せ用マークの位置が所定の範囲外にある場合は、前記移
動機構から前記トレー支持機構への前記トレーの受け渡しを中止することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、プローブカードを搬送して装着する際に、確実に受け渡しを行うこと
ができ、プローブカードの破損等の発生を抑制することのできるプローブ装置及びプロー
ブ装置のプローブカード装着方法を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係るプローブ装置の構成を模式的に示す図。
【図２】本発明の一実施形態に係るプローブ装置のプローブカード装着方法を説明するた
めの図。
【図３】本発明の一実施形態に係るプローブ装置のプローブカード装着方法を説明するた
めの図。
【図４】本発明の一実施形態に係るプローブ装置のプローブカード装着方法を説明するた
めの図。
【図５】本発明の一実施形態に係るプローブ装置のプローブカード装着方法を説明するた
めの図。
【図６】本発明の一実施形態に係るプローブ装置のプローブカード装着方法を説明するた
めの図。
【図７】本発明の一実施形態に係るプローブ装置のプローブカード装着方法を説明するた
めの図。
【図８】本発明の一実施形態に係るプローブ装置のプローブカード装着方法を説明するた
めの図。
【図９】本発明の一実施形態に係るプローブ装置のプローブカード装着方法のフローチャ
ート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００１３】
　まず、図１を参照して、半導体ウエハに形成された半導体デバイスの検査を行うプロー
ブ装置の構成について説明する。図１に示すように、プローブ装置１は、筺体２を具備し
ており、この筺体２内には、半導体ウエハＷを載置するためのウエハチャック１０が配設
されている。このウエハチャック１０は、駆動機構１１を具備しており、ｘ、ｙ、ｚ、及
びθ方向に移動可能とされている。
【００１４】
　ウエハチャック１０の上方に位置する筺体２には、円形の開口部が設けられており、こ
の円形の開口部の周縁部に沿ってインサートリング１２が配設されている。このインサー
トリング１２には、カードクランプ機構１３が設けられており、このカードクランプ機構
１３によって、プローブカード２０が、着脱自在に保持されている。
【００１５】
　プローブカード２０は、配線基板及びこの配線基板と電気的に接続された複数のプロー
ブ（図示せず。）等から構成されており、プローブカード２０のプローブは、半導体ウエ
ハＷ上に形成された半導体デバイスの電極に対応して配設されている。
【００１６】
　ウエハチャック１０の周囲には、プローブカード２０を載置して搬送するためのトレー
２１を支持するためのトレー支持機構１４が配設されており、後述するようにこのトレー
支持機構１４上に、プローブカード２０が載置されたトレー２１を支持し、ウエハチャッ
ク１０の駆動機構１１を駆動することによって、プローブカード２０及びトレー２１を搬
送できるようになっている。
【００１７】
　また、ウエハチャック１０の側方には、上方に向けて配置され、上部の画像を撮像可能
とされたカメラ１５が配設されている。このカメラ１５は、例えばＣＣＤカメラ等からな
り、従来からプローブカードのプローブ等を撮像してプローブとの位置合わせを行うこと
を主目的として配設されている。本実施形態では、後述するように、このカメラ１５を、
プローブカード２０の装着工程において使用する。
【００１８】
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　筺体２の一方の側壁部、本実施形態ではフロント側（図１中右側）の側壁部には、筺体
２の外部からプローブカード２０を筺体２内に搬入及び搬出するための搬入搬出口２ａが
配設されている。また、この搬入搬出口２ａの下方には、ＳＡＣＣ（Semi Automatic Pro
be Card Changer）を構成するためのアーム１６が配設されている。このアーム１６は、
図中矢印で示すように、筺体２の壁面部分に配設された支軸の回りに上下方向に回動自在
とされている。図１には、このアーム１６を上側に回動させて（跳ね上げて）固定した状
態を示している。
【００１９】
　アーム１６の上には、図１中に矢印で示すように、水平方向に移動可能とされたスライ
ド機構１７が配設されている。このスライド機構１７は、先端側（図１中左側）が二股の
フォーク状とされ、この先端側のフォーク状の部分に、トレー２１を支持できるようにな
っている。なお、トレー２１は、その上面にプローブカード２０を載置可能とされており
、プローブカード２０を搬送する際には、このトレー２１上にプローブカード２０を載置
して搬送する。
【００２０】
　そして、スライド機構１７によって、プローブカード２０が載置されたトレー２１を、
搬入搬出口２ａから筺体２内の受け渡し位置まで搬入し、この受け渡し位置においてウエ
ハチャック１０の駆動機構１１を駆動することによって、プローブカード２０が載置され
たトレー２１をトレー支持機構１４上に受け渡すようになっている。
【００２１】
　また、図１中点線で示すように、プローブカード２０の上方には、検査用の信号を送る
とともに、半導体デバイスからの信号を検出して半導体デバイスの状態を検査するための
テスタに接続されたテストヘッド３０が配設される。
【００２２】
　上記構成のプローブ装置１は、ＣＰＵ等を備えた制御部４０によって、その動作が統括
的に制御される。この制御部４０は、操作部４１と、記憶部４２とを具備している。
【００２３】
　操作部４１は、工程管理者がプローブ装置１を管理するためにコマンドの入力操作を行
うキーボードや、プローブ装置１の稼働状況を可視化して表示するディスプレイ等から構
成されている。
【００２４】
　記憶部４２には、プローブ装置１で実行される各種動作（例えば、後述するプローブカ
ードの装着）を制御部４０の制御にて実現するための制御プログラム（ソフトウエア）や
検査条件データ等が記憶されたレシピが格納されている。そして、必要に応じて、操作部
４１からの指示等にて任意のレシピを記憶部４２から呼び出して制御部４０に実行させる
ことで、制御部４０の制御下で、プローブ装置１での各種動作が行われる。また、制御プ
ログラムや処理条件データ等のレシピは、コンピュータで読取り可能なコンピュータ記録
媒体（例えば、ハードディスク、ＣＤ、フレキシブルディスク、半導体メモリ等）などに
格納された状態のものを利用したり、或いは、他の装置から、例えば専用回線を介して随
時伝送させてオンラインで利用したりすることも可能である。
【００２５】
　以上のように構成されたプローブ装置１を用いて、半導体ウエハＷに形成された半導体
デバイスの電気的な検査を行う際には、半導体ウエハＷをウエハチャック１０上に載置し
、ウエハチャック１０によって半導体ウエハＷを上昇させる。そして、半導体ウエハＷの
各電極を、プローブカード２０の対応するプローブに接触させることによって、電気的な
導通を得、テストヘッド３０に接続されたテスタによって半導体デバイスの電気的特性の
良否が検査される。
【００２６】
　次に、図２～９を参照して、本発明の一実施形態に係るプローブ装置のプローブカード
装着方法について説明する。
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【００２７】
　図２に示すように、トレー２１の下面側の所定位置には、予め位置合せ用マーク２２を
配設しておく。なお、図２には、位置合せ用マーク２２を１つのみ図示してあるが、本実
施形態では、図２の紙面に垂直な方向に所定距離（本実施形態では１００ｍｍ）離れて合
計２つの位置合せ用マーク２２が配設されている。位置合せ用マーク２２の形状は、カメ
ラ１５によって撮像することにより、その位置を認識できるものであれば。どのようなも
のであってもよい。
【００２８】
　そして、スライド機構１７によってトレー２１及びトレー２１上に載置されたプローブ
カード２０を、図１に示した搬入搬出口２ａから筺体２内の所定の受け渡し位置に配置す
る。これとともに、受け渡し位置の下方にウエハチャック１０を移動させ、カメラ１５に
よって位置合せ用マーク２２を撮像して位置合せ用マーク２２の位置を認識する（図９に
示すステップ１０１）。この位置合せ用マーク２２の位置を認識は、撮像信号に基づいて
図１に示した制御部４０にて行われる。
【００２９】
　次に、認識された位置合せ用マーク２２の位置に基づいて、制御部４０では、位置合せ
用マーク２２の位置が、スライド機構１７とトレー支持機構１４との間でトレー２１の受
け渡しを行うことのできる受け渡し可能な位置の範囲内にあるか否かを判定する（図９に
示すステップ１０２）。
【００３０】
　上記の判定の結果、受け渡し可能な位置の範囲外である場合は、トレー２１及びトレー
２１上に載置されたプローブカード２０の受け渡しを中止して処理を終了する（図９に示
すステップ１１０）。なお、プローブカード２０の受け渡しを中止する前に、駆動機構に
よって位置の微調整を行い、位置合せ用マークの位置が所定の範囲内にあるか否かを確認
するようにしてもよい。この場合、位置の微調整は、例えば、横（図２において紙面に垂
直な方向）が±１．６ｍｍの範囲、縦（図２において紙面に沿った左右方向）が±１．２
ｍｍの範囲で行うことが好ましい。
【００３１】
　一方、受け渡し可能な位置の範囲内である場合は、認識された位置合せ用マーク２２の
位置に基づいて、ウエハチャック１０の駆動機構１１を駆動し、ウエハチャック１０及び
トレー支持機構１４を水平方向に移動させて適正な受け渡し位置に位置させる（図９に示
すステップ１０３）。
【００３２】
　次に、図３に示すように、ウエハチャック１０の駆動機構１１を駆動し、ウエハチャッ
ク１０及びトレー支持機構１４を上昇させ、トレー支持機構１４の上に、トレー２１及び
プローブカード２０を受け渡す（図９に示すステップ１０４）。
【００３３】
　次に、図４に示すように、ウエハチャック１０の駆動機構１１を駆動することによって
、ウエハチャック１０及びトレー支持機構１４を水平方向に移動させ、プローブカード２
０の中心を、プローブ装置１のプロービィングセンター位置に合わせる（図９に示すステ
ップ１０５）。
【００３４】
　次に、図５に示すように、ウエハチャック１０の駆動機構１１を駆動することによって
、ウエハチャック１０及びトレー支持機構１４を上昇させ、カードクランプ機構１３（図
１参照。）によるクランプ位置にプローブカード２０を位置させる（図９に示すステップ
１０６）。
【００３５】
　次に、クランプ位置に配置されプローブカード２０をカードクランプ機構１３（図１参
照。）によってクランプした後、図６に示すように、ウエハチャック１０の駆動機構１１
を駆動することによって、ウエハチャック１０及びトレー支持機構１４を下降させ、トレ
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【００３６】
　次に、図７に示すように、ウエハチャック１０の駆動機構１１を駆動することによって
、ウエハチャック１０及びトレー支持機構１４を水平方向に移動させ、トレー２１を前述
したスライド機構１７との受け渡し位置に位置させる（図９に示すステップ１０８）。
【００３７】
　次に、図８に示すように、ウエハチャック１０の駆動機構１１を駆動することによって
、ウエハチャック１０及びトレー支持機構１４を下降させ、トレー２１をトレー支持機構
１４からスライド機構１７に受け渡し（図９に示すステップ１０９）、処理を終了する（
図９に示すステップ１１０）。
【００３８】
　上記の工程によって、プローブ装置１に対するプローブカード２０の装着が終了する。
このプローブカード２０の装着の際に、本実施形態では、上述したとおり、トレー２１に
予め配設した位置合せ用マーク２２を、カメラ２２によって撮像してスライド機構１７に
支持されたトレー２１の位置を認識し、トレー２１の位置が、トレー支持機構１４への受
け渡し可能な範囲外にある場合は、トレー支持機構１４への受け渡しを中止する。
【００３９】
　したがって、例えば、調整不良、部品不良、経時変化等で調整済みの受け渡し位置がず
れ、受け渡し不可能な場合は、スライド機構１７からトレー支持機構１４へのトレー２１
及びプローブカード２０の受け渡しが行われることはない。これによって、高価なプロー
ブカードの破損等が発生する可能性を低減することができる。
【００４０】
　また、スライド機構１７に支持されたトレー２１の位置が、トレー支持機構１４への受
け渡し可能な範囲内にある場合は、認識されたトレー２１の位置に基づいて、トレー支持
機構１４を適正な受け渡し位置に移動させ、トレー２１及びプローブカード２０のトレー
支持機構１４への受け渡しを行う。したがって、確実にトレー２１及びプローブカード２
０の受け渡しを行うことができる。
【００４１】
　以上本発明を実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるも
のではなく、各種の変形が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００４２】
　１……プローブ装置、２……筺体、２ａ……搬入搬出口、１０……ウエハチャック、１
１……駆動機構、１２……インサートリング、１３……カードクランプ機構、１４……ト
レー支持機構、１５……カメラ、１６……アーム、１７……スライド機構、２０……プロ
ーブカード、２１……トレー、２２……位置合せ用マーク、３０……テストヘッド、４０
……制御部、４１……操作部、４２……記憶部。
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