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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】試験用キャリアに配線パターンを正確に形成す
ることが可能な電子部品実装装置を提供する。
【解決手段】電子部品実装装置１は、試験用キャリアの
ベース部材のフレキシブル基板を撮像して第１の画像情
報を生成する第１のカメラ１２３と、第１の画像情報か
らフレキシブル基板のアライメントマークの位置を検出
し、アライメントマークの位置に基づいて、フレキシブ
ル基板における第１の配線パターンの印刷開始位置を算
出する画像処理装置と、フレキシブル基板上に印刷開始
位置から第１の配線パターンを形成する印刷ヘッド１２
２と、第１の配線パターンが形成されたフレキシブル基
板にダイを実装する第２の搬送アーム２１と、を備えて
いる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と、前記第１の基板の上に積層された第２の基板と、を有する試験用キャリ
アに、電子部品を試験のために一時的に実装する電子部品実装装置であって、
　前記第２の基板を撮像して第１の画像情報を生成する第１の撮像手段と、
　前記第１の画像情報から前記第２の基板の所定部分の位置を検出し、前記所定部分の位
置に基づいて、前記第２の基板における第１の配線パターンの形成開始位置を認識する第
１の認識手段と、
　前記第２の基板上に前記形成開始位置から前記第１の配線パターンを形成する配線形成
手段と、
　前記第１の配線パターンが形成された前記第２の基板に前記電子部品を実装する実装手
段と、を備えたことを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項２】
　請求項１記載の電子部品実装装置であって、
　前記第２の基板における前記所定部分は、前記第２の基板の表面に形成されたマークで
あることを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の電子部品実装装置であって、
　前記電子部品を撮像して第２の画像情報を生成する第２の撮像手段と、
　前記第２の画像情報から前記電子部品の入出力端子の位置を検出し、前記入出力端子の
位置に基づいて、前記第２の基板におけるパッドの形成位置を認識する第２の認識手段と
、を備えており、
　前記配線形成手段は、前記形成開始位置と前記パッド形成位置との間に前記配線パター
ンを形成することを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載の電子部品実装装置であって、
　前記第２の基板と、前記第２の基板に実装された前記電子部品とを撮像して第３の画像
情報を生成する第３の撮像手段と、
　前記第３の画像情報から、前記電子部品の入出力端子の位置と、前記第２の基板のパッ
ドの位置と、を検出し、前記入出力端子の位置と前記パッドの位置とに基づいて、前記パ
ッドに対する前記入出力端子の第１のオフセット量を認識する第３の認識手段と、を備え
ていることを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項５】
　請求項４記載の電子部品実装装置であって、
　前記実装手段は、前記第１のオフセット量を相殺するように、前記電子部品を前記第２
の基板に実装することを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項６】
　請求項４又は５記載の電子部品実装装置であって、
　前記第３の撮像手段が撮像する前記第２の基板は、薄膜で構成される較正用基板である
ことを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項７】
　請求項１～６の何れかに記載の電子部品実装装置であって、
　前記第１の撮像手段が前記第２の基板を撮像して生成した第４の画像情報から、前記第
２の基板の前記所定部分の位置を検出すると共に、前記配線形成手段によって較正用パタ
ーンが形成された前記第２の基板を前記第１の撮像手段が撮像して生成した第５の画像情
報から、前記較正用パターンの位置を検出し、前記所定部分の位置と前記較正用パターン
の位置とに基づいて、前記配線形成手段に対する前記第１の撮像手段の第２のオフセット
量を認識する第４の認識手段を備えていることを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項８】
　請求項７記載の電子部品実装装置であって、
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　前記配線形成手段は、前記第２のオフセット量を相殺するように、前記第２の基板上に
前記配線パターンを形成することを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れかに記載の電子部品実装装置であって、
　前記配線形成手段は、前記第２の基板上に前記第１の配線パターンをインクジェット印
刷することを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の電子部品実装装置であって、
　前記試験用キャリアは、
　前記第１の配線パターンが前記配線形成手段によって印刷される第１の領域と、
　第２の配線パターンが予め形成されている第２の領域と、を有することを特徴とする電
子部品実装装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れかに記載の電子部品実装装置であって、
　前記電子部品は、半導体ウェハからダイシングされたダイであることを特徴とする電子
部品実装装置。
【請求項１２】
　第１の基板と、前記第１の基板の上に積層された第２の基板と、を有する試験用キャリ
アに、電子部品を試験のために一時的に実装する電子部品の実装方法であって、
　前記第２の基板を撮像して第１の画像情報を生成する第１の撮像ステップと、
　前記第１の画像情報から前記第２の基板の所定部分の位置を検出し、前記所定部分の位
置に基づいて、前記第２の基板における第１の配線パターンの形成開始位置を認識する第
１の認識ステップと、
　前記第２の基板上に前記形成開始位置から前記第１の配線パターンを形成する配線形成
ステップと、
　前記第１の配線パターンが形成された前記第２の基板に前記電子部品を実装する実装ス
テップと、を備えたことを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の電子部品の実装方法であって、
　前記第２の基板における前記所定部分は、前記第２の基板の表面に形成されたマークで
あることを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３記載の電子部品の実装方法であって、
　前記電子部品を撮像して第２の画像情報を生成する第２の撮像ステップと、
　前記第２の画像情報から前記電子部品の入出力端子の位置を検出し、前記入出力端子の
位置に基づいて、前記第２の基板におけるパッドの形成位置を認識する第２の認識ステッ
プと、を備えており、
　前記配線形成ステップにおいて、前記形成開始位置と前記パッド形成位置との間に前記
配線パターンを形成することを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項１５】
　請求項１２～１４の何れかに記載の電子部品の実装方法であって、
　前記第２の基板と、前記第２の基板に実装された前記電子部品とを撮像して第３の画像
情報を生成する第３の撮像ステップと、
　前記第３の画像情報から、前記電子部品の入出力端子の位置と、前記第２の基板のパッ
ドの位置と、を検出し、前記入出力端子の位置と前記パッドの位置とに基づいて、前記パ
ッドに対する前記入出力端子の第１のオフセット量を認識する第３の認識ステップと、を
備えていることを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項１６】
　請求項１５記載の電子部品の実装方法であって、
　前記実装ステップにおいて、前記第１のオフセット量を相殺するように、前記電子部品
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を前記第２の基板に実装することを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６記載の電子部品の実装方法であって、
　前記第３の撮像ステップにおいて撮像する前記第２の基板は、薄膜で構成される較正用
基板であることを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項１８】
　請求項１２～１７の何れかに記載の電子部品の実装方法であって、
　第１の撮像手段によって、前記第２の基板を撮像して第４の画像情報を生成する第４の
撮像ステップと、
　前記第４の画像情報から前記第２の基板の前記所定部分の位置を検出する第１の位置検
出ステップと、
　配線形成手段によって前記第２の基板上に較正用パターンを形成する較正用パターン形
成ステップと、
　前記第１の撮像手段によって、前記較正用パターンが形成された前記第２の基板を撮像
して第５の画像情報を生成する第５の撮像ステップと、
　前記第５の画像情報から前記較正用パターンの位置を検出する第２の位置検出ステップ
と、
　前記所定部分の位置と前記較正用パターンの位置とに基づいて、前記配線形成手段に対
する前記第１の撮像手段の第２のオフセット量を認識する第４の認識ステップと、を備え
ていることを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項１９】
　請求項１８記載の電子部品の実装方法であって、
　前記配線形成ステップにおいて、前記第２のオフセット量を相殺するように、前記第２
の基板上に前記第１の配線パターンを形成することを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項２０】
　請求項１２～１９の何れかに記載の電子部品の実装方法であって、
　前記配線形成ステップにおいて、前記第２の基板上に前記第１の配線パターンをインク
ジェット印刷することを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項２１】
　請求項２０記載の電子部品の実装方法であって、
　前記試験用キャリアは、
　前記配線形成ステップにおいて前記第１の配線パターンが印刷される第１の領域と、
　第２の配線パターンが予め形成されている第２の領域と、を有することを特徴とする電
子部品の実装方法。
【請求項２２】
　請求項１２～２１の何れかに記載の電子部品の実装方法であって、
　前記電子部品は、半導体ウェハからダイシングされたダイであることを特徴とする電子
部品の実装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイに造り込まれた集積回路素子等の電子回路素子を試験するために、当該
ダイを試験用キャリアに一時的に実装する電子部品実装装置及び電子部品の実装方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウェハからダイシングされたダイが一時的に実装される試験用キャリアとして、
２枚のフィルムでダイを挟み込むものが知られている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３４４４８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　こうした試験用キャリアでは、フィルムの外周部にリジッドな基板を追加することでハ
ンドリング性が向上する。また、ダイを実装する直前にフィルム上に配線パターンを印刷
することで狭ピッチなバンプを有するダイにも対応することができる。
【０００５】
　しかしながら、フィルムがリジッド基板に対して相対的にずれている場合には、フィル
ム上に配線パターンを正確に形成できないという問題がある。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、試験用キャリアに配線パターンを正確に形成するこ
とが可能な電子部品実装装置及び電子部品の実装方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　［１］本発明に係る電子部品実装装置は、第１の基板と、前記第１の基板の上に積層さ
れた第２の基板と、を有する試験用キャリアに、電子部品を試験のために一時的に実装す
る電子部品実装装置であって、前記第２の基板を撮像して第１の画像情報を生成する第１
の撮像手段と、前記第１の画像情報から前記第２の基板の所定部分の位置を検出し、前記
所定部分の位置に基づいて、前記第２の基板における第１の配線パターンの形成開始位置
を認識する第１の認識手段と、前記第２の基板上に前記形成開始位置から前記第１の配線
パターンを形成する配線形成手段と、前記第１の配線パターンが形成された前記第２の基
板に前記電子部品を実装する実装手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　［２］上記発明において、前記第２の基板における前記所定部分は、前記第２の基板の
表面に形成されたマークであってもよい。
【０００９】
　［３］上記発明において、前記電子部品を撮像して第２の画像情報を生成する第２の撮
像手段と、前記第２の画像情報から前記電子部品の入出力端子の位置を検出し、前記入出
力端子の位置に基づいて、前記第２の基板におけるパッドの形成位置を認識する第２の認
識手段と、を備えており、前記配線形成手段は、前記形成開始位置と前記パッド形成位置
との間に前記配線パターンを形成してもよい。
【００１０】
　［４］上記発明において、前記第２の基板と、前記第２の基板に実装された前記電子部
品とを撮像して第３の画像情報を生成する第３の撮像手段と、前記第３の画像情報から、
前記電子部品の入出力端子の位置と、前記第２の基板のパッドの位置と、を検出し、前記
入出力端子の位置と前記パッドの位置とに基づいて、前記パッドに対する前記入出力端子
の第１のオフセット量を認識する第３の認識手段と、を備えていてもよい。
【００１１】
　［５］上記発明において、前記実装手段は、前記第１のオフセット量を相殺するように
、前記電子部品を前記第２の基板に実装してもよい。
【００１２】
　［６］上記発明において、前記第３の撮像手段が撮像する前記第２の基板は、薄膜で構
成される較正用基板であってもよい。
【００１３】
　［７］上記発明において、前記第１の撮像手段が前記第２の基板を撮像して生成した第
４の画像情報から、前記第２の基板の前記所定部分の位置を検出すると共に、前記配線形
成手段によって較正用パターンが形成された前記第２の基板を前記第１の撮像手段が撮像
して生成した第５の画像情報から、前記較正用パターンの位置を検出し、前記所定部分の
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位置と前記較正用パターンの位置とに基づいて、前記配線形成手段に対する前記第１の撮
像手段の第２のオフセット量を認識する第４の認識手段を備えていてもよい。
【００１４】
　［８］上記発明において、前記配線形成手段は、前記第２のオフセット量を相殺するよ
うに、前記第２の基板上に前記配線パターンを形成してもよい。
【００１５】
　［９］上記発明において、前記配線形成手段は、前記第２の基板上に前記第１の配線パ
ターンをインクジェット印刷してもよい。
【００１６】
　［１０］上記発明において、前記試験用キャリアは、前記第１の配線パターンが前記配
線形成手段によって印刷される第１の領域と、第２の配線パターンが予め形成されている
第２の領域と、を有してもよい。
【００１７】
　［１１］上記発明において、前記電子部品は、半導体ウェハからダイシングされたダイ
であってもよい。
【００１８】
　［１２］本発明に係る電子部品の実装方法は、第１の基板と、前記第１の基板の上に積
層された第２の基板と、を有する試験用キャリアに、電子部品を試験のために一時的に実
装する電子部品の実装方法であって、前記第２の基板を撮像して第１の画像情報を生成す
る第１の撮像ステップと、前記第１の画像情報から前記第２の基板の所定部分の位置を検
出し、前記所定部分の位置に基づいて、前記第２の基板における第１の配線パターンの形
成開始位置を認識する第１の認識ステップと、前記第２の基板上に前記形成開始位置から
前記第１の配線パターンを形成する配線形成ステップと、前記第１の配線パターンが形成
された前記第２の基板に前記電子部品を実装する実装ステップと、を備えたことを特徴と
する。
【００１９】
　［１３］上記発明において、前記第２の基板における前記所定部分は、前記第２の基板
の表面に形成されたマークであってもよい。
【００２０】
　［１４］上記発明において、前記電子部品を撮像して第２の画像情報を生成する第２の
撮像ステップと、前記第２の画像情報から前記電子部品の入出力端子の位置を検出し、前
記入出力端子の位置に基づいて、前記第２の基板におけるパッドの形成位置を認識する第
２の認識ステップと、を備えており、前記配線形成ステップにおいて、前記形成開始位置
と前記パッド形成位置との間に前記配線パターンを形成してもよい。
【００２１】
　［１５］上記発明において、前記第２の基板と、前記第２の基板に実装された前記電子
部品とを撮像して第３の画像情報を生成する第３の撮像ステップと、前記第３の画像情報
から、前記電子部品の入出力端子の位置と、前記第２の基板のパッドの位置と、を検出し
、前記入出力端子の位置と前記パッドの位置とに基づいて、前記パッドに対する前記入出
力端子の第１のオフセット量を認識する第３の認識ステップと、を備えていてもよい。
【００２２】
　［１６］上記発明において、前記実装ステップにおいて、前記第１のオフセット量を相
殺するように、前記電子部品を前記第２の基板に実装してもよい。
【００２３】
　［１７］上記発明において、前記第３の撮像ステップにおいて撮像する前記第２の基板
は、薄膜で構成される較正用基板であってもよい。
【００２４】
　［１８］上記発明において、第１の撮像手段によって、前記第２の基板を撮像して第４
の画像情報を生成する第４の撮像ステップと、前記第４の画像情報から前記第２の基板の
前記所定部分の位置を検出する第１の位置検出ステップと、配線形成手段によって前記第
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２の基板上に較正用パターンを形成する較正用パターン形成ステップと、前記第１の撮像
手段によって、前記較正用パターンが形成された前記第２の基板を撮像して第５の画像情
報を生成する第５の撮像ステップと、前記第５の画像情報から前記較正用パターンの位置
を検出する第２の位置検出ステップと、前記所定部分の位置と前記較正用パターンの位置
とに基づいて、前記配線形成手段に対する前記第１の撮像手段の第２のオフセット量を認
識する第４の認識ステップと、を備えていてもよい。
【００２５】
　［１９］上記発明において、前記配線形成ステップにおいて、前記第２のオフセット量
を相殺するように、前記第２の基板上に前記第１の配線パターンを形成してもよい。
【００２６】
　［２０］上記発明において、前記配線形成ステップにおいて、前記第２の基板上に前記
第１の配線パターンをインクジェット印刷してもよい。
【００２７】
　［２１］上記発明において、前記試験用キャリアは、前記配線形成ステップにおいて前
記第１の配線パターンが印刷される第１の領域と、第２の配線パターンが予め形成されて
いる第２の領域と、を有してもよい。
【００２８】
　［２２］上記発明において、前記電子部品は、半導体ウェハからダイシングされたダイ
であってもよい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明では、第２の基板の所定部分の位置に基づいて、第２の基板における配線パター
ンの形成開始位置を認識するので、第２の基板上に配線パターンを正確に形成することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本発明の実施形態におけるデバイス製造工程の一部を示すフローチャー
トである。
【図２】図２は、本発明の実施形態における試験用キャリアの分解斜視図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態における試験用キャリアの断面図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態における試験用キャリアの分解断面図である。
【図５】図５は、図４のV部の拡大図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態における試験用キャリアのベース部材を示す平面図で
ある。
【図７】図７は、本発明の実施形態におけるダイ実装装置の全体構成を示す平面図である
。
【図８】図８は、図７のダイ実装装置のベース供給部を示す側面図である。
【図９】図９は、図７のダイ実装装置のダイ供給部を示す側面図である。
【図１０】図１０は、図７のダイ実装装置のアッセンブリ部を示す側面図である。
【図１１】図１１は、図７のダイ実装装置のアッセンブリ部を示す側面図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施形態における試験用キャリアへのダイの実装方法を示
すフローチャートである。
【図１３】図１３は、図１２のステップＳ２３を説明するベース部材の平面図である。
【図１４】図１４は、図１２のステップＳ２４を説明するダイの底面図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施形態においてダイ実装装置の第１及び第２の搬送アー
ムによって生じる移動誤差の較正方法を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、図１５のステップＳ１０６を説明するベース部材及びダイの底面図
である。
【図１７】図１７は、本発明の実施形態において電子部品実装装置の配線形成モジュール
の較正方法を示すフローチャートである。
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【図１８】図１８は、図１７のステップＳ２０３を説明するベース部材の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３２】
　図１は本実施形態におけるデバイス製造工程の一部を示すフローチャートである。
【００３３】
　本実施形態では、円板状の半導体ウェハからダイをダイシングした後（図１のステップ
Ｓ１０の後）であって最終パッケージングを行う前（ステップＳ５０の前）に、ダイに造
り込まれた電子回路素子の試験を行う（ステップＳ２０～Ｓ４０）。この際、本実施形態
では、まずダイ９０を試験用キャリア６０に一時的に実装する（ステップＳ２０）。次い
で、この試験用キャリア６０を介してダイ９０と試験装置（不図示）とを電気的に接続す
ることで、ダイ９０に造り込まれた電子回路素子の試験を実施する（ステップＳ３０）。
そして、この試験が終了したら、試験用キャリア６０からダイ９０を取り出した後（ステ
ップＳ４０）に、このダイ９０を本パッケージングすることでデバイスが最終品として完
成する（ステップＳ５０）。
【００３４】
　先ず、本実施形態において試験のためにダイ９０が一時的に実装（仮パッケージング）
される試験用キャリア６０の構成について説明する。
【００３５】
　図２～図５は本実施形態における試験用キャリアを示す図であり、図６はその試験用キ
ャリアのベース部材を示す平面図である。
【００３６】
　本実施形態における試験用キャリア６０は、図２～図４に示すように、配線パターン７
６，７８（図５及び図６参照）が形成され、ダイ９０が実装されるベース部材７０と、こ
のベース部材７０に被せられるカバー部材８０と、を備えている。この試験用キャリア６
０は、ベース部材７０とカバー部材８０との間にダイ９０を挟み込むことで、ダイ９０を
保持する。
【００３７】
　ベース部材７０は、中央に開口７１ａが形成されたリジッド基板７１と、中央開口７１
ａを含めたリジッド基板７１の全面に積層されたフレキシブル基板７４と、を備えている
。従って、フレキシブル基板７４は、その中央部において変形可能となっているのに対し
、その外周部においてリジッド基板７１によって変形不能となっており、試験用キャリア
６０のハンドリング性の向上が図られている。
【００３８】
　リジッド基板７１の具体例としては、例えば、ポリアミドイミド樹脂やセラミックス、
ガラス等から構成される単層基板又は多層の積層基板等を例示することができる。一方、
フレキシブル基板７４の具体例としては、例えば、ポリイミド樹脂から構成される単層基
板又は多層の積層基板等を例示することができる。
【００３９】
　フレキシブル基板７４は、図５及び図６に示すように、第２の配線パターン７６が形成
されたベースフィルム７５と、このベースフィルム７５を被覆するカバーレイ７７と、を
有している。
【００４０】
　第２の配線パターン７６は、例えば、ベースフィルム７５上に積層された銅箔をエッチ
ングすることで予め形成されている。一方、カバーレイ７７の表面には、インクジェット
印刷によって第１の配線パターン７８が形成されている。この第１の配線パターン７８は
、ダイ９０をベース部材７０に実装する直前に、後述するダイ実装装置１の配線形成モジ
ュール１２によってリアルタイムに印刷される。
【００４１】
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　この第１の配線パターン７８の一端は、カバーレイ７７に形成された貫通孔７７ａを介
して、第２の配線パターン７６の一端に接続されている。一方、第１の配線パターン７８
の他端には、ダイ９０の入出力端子９１が接続されるパッド７８１が形成されている。な
お、第１の配線パターン７８の一端は、後述する配線形成モジュール１２による印刷の開
始位置７８２（印刷開始位置）に相当する。
【００４２】
　リジッド基板７１において第２の配線パターン７６の他端に対応する位置には、スルー
ホール７２が貫通している。第２の配線パターン７６は、ベースフィルム７５に形成され
た貫通孔７５ａを介してスルーホール７２に接続されており、このスルーホール７２は、
リジッド基板７１の下面に形成された接続端子７３に接続されている。この接続端子７３
には、ダイ８０に造り込まれた電子回路素子の試験の際に、試験装置の接触子が電気的に
接触する。なお、第２の配線パターン７６の他端をリジッド基板７１の中央開口７１ａの
内側に位置させて、接続端子７３をフレキシブル基板７４の裏面に形成してもよい。
【００４３】
　以上のように、本実施形態では、図５及び６に示すように、ベース部材７０が、インク
ジェット印刷によって第１の配線パターン７８がリアルタイムに形成される第１の領域７
０１と、第２の配線パターン７６が予め形成された第２の領域７０２と、を有している。
このような構成を採用することにより、インクジェット印刷の印刷範囲が小さくなるので
、第１の配線パターン７８の印刷時間の短縮化を図ることができる。なお、第２の領域７
０２において、第２の配線パターン７６をリジッド基板７１に形成してもよい。
【００４４】
　また、図６に示すように、カバーレイ７７の表面において対角線上に位置する２箇所の
隅部には、第１の配線パターン７８の印刷開始位置７８２の認識等に用いられるアライメ
ントマーク７９が形成されている。なお、カバーレイの表面において２箇所以上にアライ
メントマークが形成されていれば、アライメントマークの数や形成位置は特に限定されな
い。また、本実施形態では、アライメントマーク７９が十字形状を有しているが、特にこ
の形状に限定されない。
【００４５】
　図２～図４に戻り、カバー部材８０も、中央に開口８１ａが形成されたリジッド基板８
１と、そのリジッド基板８１に積層されたフレキシブル基板８２と、を備えている。従っ
て、ベース部材７０と同様に、フレキシブル基板８２は、その中央部において変形可能に
なっているのに対し、その外周部においてリジッド基板８１によって変形不能となってい
る。
【００４６】
　リジッド基板８１の具体例としては、上述のリジッド基板７１と同様に、例えば、ポリ
アミドイミド樹脂、セラミックス、ガラス等から構成される単層基板又は多層の積層基板
等を例示することができる。一方、フレキシブル基板８２の具体例としては、上述のフレ
キシブル基板７４と同様に、例えば、ポリイミド樹脂から構成される単層基板又は多層の
積層基板等を挙げることができる。
【００４７】
　なお、カバー部材８０をフレキシブル基板８２のみで構成してもよいし、開口８１ａが
形成されていないリジッド基板８１のみで構成してもよい。また、本実施形態では、カバ
ー部材８０には配線パターンが形成されていないが、特にこれに限定されず、ベース部材
７０に代えて又はベース部材７０に加えて、カバー部材８０に配線パターンを形成しても
よい。また、カバー部材８０がフレキシブル基板８２を有する場合には、ベース部材７０
のフレキシブル基板７４をリジッド基板に代えてもよい。
【００４８】
　以上に説明した試験用キャリア６０には次のようにダイ９０を実装する。すなわち、入
出力端子９１をパッド７８１に合わせた状態でダイ９０をベース部材７０上に実装した後
に、減圧下においてベース部材７０の上にカバー部材８０を重ね合わせる。次いで、ベー
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ス部材７０とカバー部材８０との間にダイ９０を挟み込んだ状態で大気圧に戻すことで、
ベース部材７０とカバー部材８０との間にダイ９０が保持される。なお、ダイ９０が比較
的厚い場合には、図３に示す構成とは逆に、リジッド基板７１，８１同士が直接接触する
ようにベース部材７０とカバー部材８０とを積層してもよい。
【００４９】
　次に、仮パッケージング工程（図１のステップＳ２０）で用いられるダイ実装装置１に
ついて説明する。
【００５０】
　図７は本実施形態におけるダイ実装装置の全体構成を示す平面図、図８はそのダイ実装
装置のベース供給部を示す側面図、図９はダイ実装装置のダイ供給部を示す側面図、図１
０及び図１１はダイ実装装置のアッセンブリ部を示す側面図である。
【００５１】
　本実施形態におけるダイ実装装置１は、ダイ９０に造り込まれた電子回路素子を試験す
るために、試験用キャリア６０にダイ９０を一時的に実装するための装置である。
【００５２】
　このダイ実装装置１は、図７に示すように、ベース部材７０上に第１の配線パターン７
８を形成した後にそのベース部材７０をアッセンブリ部３０に供給するベース供給部１０
と、ダイ９０の入出力端子９１の位置を検出した後にそのダイ９０をアッセンブリ部３０
に供給するダイ供給部２０と、ベース部材７０、ダイ９０及びカバー部材８０を組み合わ
せるアッセンブリ部３０と、を備えている。
【００５３】
　ベース供給部１０は、図７及び図８に示すように、ベース部材７０を搬送する第１の搬
送アーム１１と、ベース部材７０の表面に第１の配線パターン７８を印刷する配線形成モ
ジュール１２と、を備えている。
【００５４】
　第１の搬送アーム１１は、ベース部材７０を吸着保持する吸着ヘッド１１１を有してお
り、この吸着ヘッド１１１を三次元的に移動させることが可能となっている。この第１の
搬送アーム１１は、ベース部材７０を多数収容した第１のストッカ１３から回転ステージ
１２５にベース部材７０を搬送すると共に、印刷後のベース部材７０を回転ステージ１２
５からアッセンブリ部３０の組立ステージ３１に搬送する。
【００５５】
　配線形成モジュール１２は、印刷ヘッド１２２及び第１のカメラ１２３を有する可動ユ
ニット１２１と、可動ユニット１２１を移動させる移動機構１２４と、第１の配線パター
ン７８が印刷されるベース部材７０を保持する回転ステージ１２５と、を備えている。
【００５６】
　可動ユニット１２１には、ベース部材７０に第１の配線パターン７８をインクジェット
印刷によって形成する印刷ヘッド１２２が設けられている。なお、印刷ヘッド１２２が、
インクジェット印刷に代えて、レーザ印刷等のその場で配線形成がなされる方法によって
ベース部材７０上に第１の配線パターン７８を形成してもよい。
【００５７】
　また、この可動ユニット１２１には、ベース部材７０を撮像する第１のカメラ１２３が
固定されている。この第１のカメラ１２３は、ベース部材７０を撮像した画像情報を画像
処理装置４０に送信可能となっている。画像処理装置４０は、後述するように、この画像
情報からアライメントマーク７９の位置を検出し、その検出結果に基づいて第１の配線パ
ターン７８の印刷開始位置７８２を認識する（図１３参照）。そして、制御装置５０は、
この印刷開始位置７８２に基づいて配線形成モジュール１２を制御する。なお、この第１
のカメラ１２３は、印刷ヘッド１２２と第１のカメラ１２３との間の距離ｗ０を較正する
場合にも使用される。
【００５８】
　移動機構１２４は、例えばボールネジ機構等を有しており、可動ユニット１２１を三次



(11) JP 2011-86880 A 2011.4.28

10

20

30

40

50

元的に移動させることが可能となっている。なお、図７及び図８には一方向のボールネジ
機構しか図示していないが、実際には、Ｘ方向に沿ったボールネジ機構とＹ方向に沿った
ボールネジ機構をそれぞれ備えていると共に、可動ユニット１２１を上下動させるための
昇降機構も備えている。
【００５９】
　回転ステージ１２５は、ベース基板７０を収容可能な凹状の２つの収容部１２６を有し
ており、モータ１２７から伝達される駆動力によって回転可能となっている。このため、
一方の収容部１２６に第１の搬送アーム１１がベース部材７０を供給しつつ、他方の収容
部１２６では印刷ヘッド１２２がベース部材７０に対して第１の配線パターン７８を印刷
することが可能となっている。
【００６０】
　以上の配線形成モジュール１２によって第１の配線パターン７８が形成されたベース部
材７０は、第１の搬送アーム１１によって、回転ステージ１２５からアッセンブリ部３０
の組立ステージ３１に搬送される。
【００６１】
　ダイ供給部２０は、図７及び図９に示すように、ダイ９０を搬送する第２の搬送アーム
２１と、ダイ９０を撮像する第２のカメラ２２と、を備えている。
【００６２】
　第２の搬送アーム２１は、ダイ９０を吸着保持する吸着ヘッド２１１を有しており、こ
の吸着ヘッド２１１を三次元的に移動させることが可能となっている。この第２の搬送ア
ーム２１は、ダイ９０を多数収容した第２のストッカ２３からアッセンブリ部３０の組立
ステージ３１にダイ９０を搬送する。
【００６３】
　第２のカメラ２２は、第２の搬送アーム２１に保持されたダイ９０を下方から撮像する
。この第２のカメラ２２は、第１のカメラ１２３と同様に、ダイ９０を撮像した画像情報
を画像処理装置４０に送信可能となっている。画像処理装置４０は、後述するように、こ
の画像情報からダイ９０の入出力端子９１の位置を検出し、その検出結果に基づいてパッ
ド形成位置７８１を認識する（図１４参照）。そして、制御装置５０は、このパッド形成
位置７８１に基づいて配線形成モジュール１２を制御する。
【００６４】
　アッセンブリ部３０は、図７、図１０及び図１１に示すように、ベース供給部１０及び
ダイ供給部２０からベース部材７０とダイ９０がそれぞれ供給される組立ステージ３１と
、組立ステージ３１にカバー部材８０を搬送して試験用キャリア６０を組み立てる組立ア
ーム３２と、を備えている。
【００６５】
　組立ステージ３１の中央部には、ベース部材７０を収容可能な第１の凹部３１１が形成
されている。また、この第１の凹部３１１の周囲には、真空ポンプ４５に接続された第１
の吸引ライン３１２が開口しており、ベース部材７０を吸着保持することが可能となって
いる。この第１の凹部３１１内には、第１の搬送アーム１１によってベース部材７０が載
置され、さらにそのベース部材７０の上に第２の搬送アーム２１によってダイ９０が実装
される。
【００６６】
　また、第１の凹部３１１の中央部には第２の凹部３１３が形成されており、この第２の
凹部３１３内に第３のカメラ３１４が設置されている。この第３のカメラ３１４は、第１
及び第２の搬送アーム１１，２１によって生じる移動誤差を較正するために用いられるカ
メラであり、第１及び第２のカメラ１２３，２２と同様に画像処理装置４０に接続されて
いる。
【００６７】
　組立アーム３２は、真空ポンプ４５に接続された第２の吸引ライン３２２を介してカバ
ー部材８０を吸着保持する吸着ヘッド３２１を有しており、吸着ヘッド３２１を三次元的
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に移動させることが可能となっている。この組立アーム３２は、カバー部材８０を多数収
容した第３のストッカ３３から組立ステージ３１にカバー部材８０を搬送する。
【００６８】
　また、組立アーム３２は、吸着ヘッド３２１を取り囲む有底筒状のチャンバヘッド３２
３を有している。このチャンバヘッド３２３は、吸着ヘッド３２１に対して相対的に上下
動可能となっている。また、このチャンバヘッド３２３内には、真空ポンプ４５に接続さ
れた第３の吸引ライン３２４が開口している。そのため、チャンバヘッド３２３を組立ス
テージ３１に密着させた状態で、第３の吸引ライン３２４を介して真空ポンプ４５が吸引
することで、チャンバヘッド３２３と組立ステージ３１とによって区画される密閉空間３
２５内を減圧することが可能となっている。
【００６９】
　次に、本実施形態における試験用キャリア６０へのダイ９０の実装方法について、図１
２～図１４を参照しながら説明する。
【００７０】
　図１２は本実施形態におけるダイの実装方法を示すフローチャート、図１３及び図１４
は図１２のステップＳ２３及びＳ２４をそれぞれ説明するための図である。なお、図１２
は、図１におけるステップＳ２０の詳細な手順に相当する。
【００７１】
　図１２に示すように、先ず、第１の搬送アーム１１がベース部材７０を第１のストッカ
１３から回転ステージ１２５に搬送し、第１のカメラ１２３が当該ベース部材７０を撮像
する（ステップＳ２１）。
【００７２】
　第１のカメラ１２３は、ベース部材７０を撮像した画像情報（第１の画像情報）を画像
処理装置４０へ送信する。画像処理装置４０は、その画像情報に対して画像処理を行って
２箇所のアライメントマーク７９の位置を検出する（ステップＳ２２）。
【００７３】
　次いで、画像処理装置４０は、図１３に示すように、そのアライメントマーク７９の位
置と、アライメントマーク７９に対する第１の配線パターン７８の印刷開始位置７８２の
相対位置（Xstr，Ystr）に基づいて、印刷開始位置７８２を算出する（ステップＳ２３）
。なお、アライメントマーク７９に対する印刷開始位置７８２の相対位置（Xstr，Ystr）
は、画像処理装置４０に予め記憶されている。
【００７４】
　また、本実施形態では、ステップＳ２２において２箇所のアライメントマーク７９の位
置を検出しているので、フレキシブル基板７４がリジッド基板７１に対して相対的に傾い
ている場合には、印刷開始位置７８２を算出する際にその傾きも考慮される。
【００７５】
　次いで、第２の搬送アーム２１がダイ９０を第２のストッカ２３から第２のカメラ２２
上に搬送し、第２のカメラ２２がそのダイ９０を撮像する（ステップＳ２４）。
【００７６】
　第２のカメラ２２は、ダイ９０を撮像した画像情報（第２の画像情報）を画像処理装置
４０へ送信する。画像処理装置４０は、図１４に示すように、その画像情報に対して画像
処理を行ってダイ９０の入出力端子９１の位置を検出し（ステップＳ２５）、その入出力
端子９１の位置に基づいて第１の配線パターン７８のパッド形成位置７８１を認識する（
ステップＳ２６）。
【００７７】
　次いで、画像処理装置４０は、パッド形成位置７８１を制御装置５０に送信する。そし
て、制御装置５０は、配線形成モジュール１２に対して、印刷開始位置７８２とパッド形
成位置７８１との間に第１の配線パターン７８を形成するように指令信号を送信する。配
線形成モジュール１２は、この指令信号に基づいて、ベース部材７０のフレキシブル基板
７４の表面に第１の配線パターン７８をインクジェット印刷によって形成する（ステップ



(13) JP 2011-86880 A 2011.4.28

10

20

30

40

50

Ｓ２７）。
【００７８】
　次いで、第１の搬送アーム１１がベース部材７０を回転ステージ１２５から組立ステー
ジ３１に搬送し、第２の搬送アーム２１がそのベース部材７０上にダイ９０を実装する（
ステップＳ２８）。次いで、チャンバヘッド３２３を組立ステージ３１に密着させて、真
空ポンプ４５によって密閉空間３２５内を減圧した後に、組立アーム３２がカバー部材８
０をベース部材７０上に被せる。次いで、真空ポンプ４５を停止させて密閉空間３２５内
を大気圧に戻すことで、ベース部材７０とカバー部材８０との間にダイ９０が保持されて
、試験用キャリア６０が完成する（ステップＳ２９）。
【００７９】
　以上のようにダイ９０を実装した試験用キャリア６０は、図１に示すように、試験工程
Ｓ３０に送り込まれる。この試験工程Ｓ３０では、試験用キャリア６０の接続端子７３と
試験装置の接触子とが電気的に接触することで、試験用キャリア６０を介してダイ９０が
試験装置と電気的に接続され、ダイ９０に造り込まれた電子回路素子の試験が実行される
。
【００８０】
　ダイ９０の試験が完了すると、分解工程Ｓ４０においてベース部材７０とカバー部材８
０とが分解されて試験用キャリア６０からダイ９０が取り出される。次いで、そのダイ９
０を本パッケージングすることでデバイスが最終品として完成する（ステップＳ５０）。
【００８１】
　以上のように、本実施形態では、ベース部材７０のフレキシブル基板７４に設けられた
アライメントマーク７９の位置に基づいて印刷開始位置７８２を認識するので、フレキシ
ブル基板７４上に第１の配線パターン７８を正確に形成することができる。
【００８２】
　また、本実施形態ではダイ９０の入出力端子９１の位置に基づいてパッド形成位置７８
１を認識するので、第２の搬送アーム２１にダイ９０が斜めに吸着保持されていたり、ダ
イ９０において入出力端子９１の位置に製造バラツキがあっても、それらを吸収すること
ができる。
【００８３】
　次に、本実施形態においてダイ実装装置１の搬送アーム１１，２１によって生じる移動
誤差の較正（キャリブレーション）方法について、図１５及び図１６を参照しながら説明
する。
【００８４】
　図１５は本実施形態においてダイ実装装置の第１及び第２の搬送アームによって生じる
移動誤差の較正方法を示すフローチャート、図１６は図１５のステップＳ１０６を説明す
るための図である。
【００８５】
　先ず、第１の搬送アーム１１によって較正用ベース部材を組立ステージ３１に搬送し（
図１５のステップＳ１０１）、その較正用ベース部材上に第２の搬送アーム２１によって
ダイ９０を実装する（ステップＳ１０２）。
【００８６】
　なお、特に図示しないが、較正用ベース部材は、フレキシブル基板が薄膜で構成されて
いる点で上述のベース部材８０と相違する。また、較正用ベース部材の表面には、上述の
図１２のステップＳ２１～ステップＳ２７と同様の要領で、第１の配線パターン７８が形
成されている。
【００８７】
　次いで、第３のカメラ３１４によって較正用ベース部材とダイ９０を下方から撮像し（
ステップＳ１０３）、第３のカメラ３１４は、較正用ベース部材とダイ９０を撮像した画
像情報（第３の画像情報）を画像処理装置４０に送信する。画像処理装置４０は、その画
像情報に対して画像処理を行って、較正用ベース部材に印刷された第１の配線パターン７
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８のパッド７８１の位置と、ダイ９０の入出力端子９１の位置と、を検出する（ステップ
Ｓ１０４及びステップＳ１０５）。
【００８８】
　次いで、画像処理装置４０は、図１６に示すように、パッド７８１に対する入出力端子
９１のズレ量（第１のオフセット量（Xoff1，Yoff1））を算出し、その算出結果を制御装
置５０に送信する。制御装置５０は、例えば、図１２のステップＳ２８において、この第
１のオフセット量（Xoff1，Yoff1）を相殺するように、第２の搬送アーム２１を制御する
。なお、制御装置５０が、例えば、図１２のステップＳ２７において、この第１のオフセ
ット量（Xoff1，Yoff1）を相殺するように、配線形成モジュール１２を制御してもよい。
【００８９】
　これにより、第１及び第２の搬送アーム１１，２１によって生じる移動誤差を解消する
ことができるので、ベース部材７０のフレキシブル基板７４上に第１の配線パターン７８
を精度良く形成することができる。なお、以上に説明した移動誤差の較正は、例えば、ダ
イ９０のロット変更時や始業時等の特定のタイミングで実施される。
【００９０】
　次に、本実施形態においてダイ実装装置１の配線形成モジュール１２の較正（キャリブ
レーション）方法について、図１７及び図１８を参照しながら説明する。
【００９１】
　図１７は本実施形態においてダイ実装装置の配線形成モジュールの較正方法を示すフロ
ーチャート、図１８は図１７のステップＳ２０３を説明するための図である。
【００９２】
　先ず、第１の搬送アーム１１によって回転ステージ１２５上にベース部材７０を搬送し
、第１のカメラ１２３によってそのベース部材７０を撮像する（図１７のステップＳ２０
１）。第１のカメラ１２３は、ベース部材７０を撮像した画像情報（第４の画像情報）を
画像処理装置４０に送信する。画像処理装置４０は、その画像情報に対して画像処理を行
って、アライメントマーク７９の位置を検出する（ステップＳ２０２）。
【００９３】
　次いで、配線形成モジュール１２が、図１８に示すように、印刷ヘッド１２２によって
較正用の配線パターン７８Ｂをフレキシブル基板７４上に印刷する（ステップＳ２０３）
。なお、較正用の配線パターン７８Ｂの形状は特に限定されない。
【００９４】
　次いで、第１のカメラ１２３によってベース部材７０を再度撮像する（ステップＳ２０
４）。第１のカメラ１２３は、印刷後のベース部材７０を撮像した画像情報（第５の画像
情報）を画像処理装置４０に送信する。画像処理装置４０は、その画像情報に対して画像
処理を行って、較正用配線パターン７８Ｂの位置を検出する（ステップＳ２０５）。
【００９５】
　次いで、画像処理装置４０は、アライメントマーク７９の位置より較正用配線パターン
７８Ｂの理論上の位置を算出する。さらに、画像処理装置４０は、その理論位置と、ステ
ップＳ２０５で検出した較正用配線パターン７８Ｂの実際の位置と比較して、理論位置に
対する実際位置のズレ量（第２のオフセット量（Xoff2，Yoff2）を算出し、その算出結果
を制御装置５０に送信する。制御装置５０は、例えば、図１２のステップＳ２７において
、この第２のオフセット量（Xoff2，Yoff2）を相殺するように、配線形成モジュール１２
を制御する。
【００９６】
　これにより、配線形成モジュール１１において印刷ヘッド１２２と第１のカメラ１２３
との間隔ｗ０（図８参照）の変動を解消することができるので、ベース部材７０のフレキ
シブル基板７４上に第１の配線パターン７８を精度良く形成することができる。なお、以
上に説明した配線モジュール１２の較正は、例えば、ダイ９０のロット変更時や始業時等
の特定のタイミングで実施される。
【００９７】
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　なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであ
って、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に
開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨
である。
【符号の説明】
【００９８】
１…ダイ実装装置
　１０…ベース供給部
　　１１…第１の搬送アーム
　　１２…配線形成モジュール
　　　　１２２…印刷ヘッド（配線形成手段）
　　　　１２３…第１のカメラ（第１の撮像手段）
　２０…ダイ供給部
　　２１…第２の搬送アーム（実装手段）
　　２２…第２のカメラ（第２の撮像手段）
　３０…アッセンブリ部
　　３１…組立ステージ
　　　３１４…第３のカメラ（第３の撮像手段）
　　３２…組立アーム
　４０…画像処理装置（第１～第４の認識手段）
６０…試験用キャリア
　７０…ベース部材
　　　７０１…第１の領域
　　　７０２…第２の領域
　　７１…リジッド基板（第１の基板）
　　７４…フレキシブル基板（第２の基板）
　　　７５…ベースフィルム
　　　　７６…第２の配線パターン
　　　７７…カバーレイ
　　　　７８…第１の配線パターン
　　　　　７８１…パッド
　　　　　７８２…印刷開始位置
　　　　７９…アライメントマーク
　８０…カバー部材
９０…ダイ
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