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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部面がドーム（ｄｏｍｅ）型に形成されるハウジングと、
　前記ハウジングの内部に配置され、前記ハウジングの内部面を介して光を反射させて検
査対象体に間接的に光を照射する照明部と、
　を含み、
　前記照明部は紫外線領域の波長を有する光源を少なくとも一つ備え、
　前記ハウジングは、前記照明部から照射される光を反射するドーム型反射部と、前記ド
ーム型反射部の下端から内側に突出して形成される光源配置部と、を含み、
　前記光源配置部は、前記照明部が配置される一面が傾斜面で形成され、水平面と前記傾
斜面の間の角度が０°超過４５°未満の範囲であり、
　前記検査対象体は、０．１ｍｍ～６０ｍｍのサイズで形成され、
　前記ドーム型反射部は、半径が２０ｍｍ～２００ｍｍである、照明モジュール。
【請求項２】
　前記照明部は、
　前記内部面で反射された前記光が前記検査対象体に入射される最大入射角が４５°以上
となるように前記内部面に向かって光を照射する、請求項１に記載の照明モジュール。
【請求項３】
　前記ドーム型反射部は、
　積分球の形に形成される、請求項１に記載の照明モジュール。
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【請求項４】
　前記ドーム型反射部は、
　最上端に光が透過することができる透過手段が形成される、請求項１に記載の照明モジ
ュール。
【請求項５】
　前記ドーム型反射部の外部に配置され、前記透過手段を介して前記検査対象体を撮影す
るカメラモジュールをさらに含む、請求項４に記載の照明モジュール。
【請求項６】
　前記照明部は、
　前記透過手段に隣接した位置に光を照射する少なくとも一つの光源を含む、請求項４に
記載の照明モジュール。
【請求項７】
　前記ドーム型反射部は、
　前記内部面が滑らかな表面で形成されるか又は前記内部面に微細凹凸が形成される、請
求項１に記載の照明モジュール。
【請求項８】
　前記照明部は、
　少なくとも一つのパワーＬＥＤ（Ｐｏｗｅｒ　ＬＥＤ）を光源として用いる、請求項１
に記載の照明モジュール。
【請求項９】
　前記パワーＬＥＤは、
　３５０～３７０ｍＷの電力を有する、請求項８に記載の照明モジュール。
【請求項１０】
　内部面がドーム（ｄｏｍｅ）型に形成されるハウジング、及び前記ハウジングの内部に
配置され、前記ハウジングの内部面を介して光を反射させて検査対象体に間接的に光を照
射する照明部を含む照明モジュールと、
　前記検査対象体の上部に配置されて前記検査対象体の外観を撮影するカメラモジュール
と、
　を含み、
　前記照明モジュールは紫外線領域の波長で光を照射し、
　前記ハウジングは、前記照明部から照射される光を反射するドーム型反射部と、前記ド
ーム型反射部の下端から内側に突出して形成される光源配置部と、を含み、
　前記光源配置部は、前記照明部が配置される一面が傾斜面で形成され、水平面と前記傾
斜面の間の角度が０°超過４５°未満の範囲であり、
　前記検査対象体は、０．１ｍｍ～６０ｍｍのサイズで形成され、
　前記ドーム型反射部は、半径が２０ｍｍ～２００ｍｍである、外観検査システム。
【請求項１１】
　前記照明部は、
　前記検査対象体に入射される光の最大入射角が４５°以上となるように前記ハウジング
の内部面に向かって光を照射する、請求項１０に記載の外観検査システム。
【請求項１２】
　前記照明モジュールと前記カメラモジュールに連結されて前記照明モジュールと前記カ
メラモジュールの機能を制御する制御部をさらに含む、請求項１０に記載の外観検査シス
テム。
【請求項１３】
　請求項１から９に記載の少なくともいずれか一つの照明モジュールと、
　前記照明モジュールによって光が照射された検査対象体の外観を撮影するカメラモジュ
ールと、
　前記照明モジュールと前記カメラモジュールに連結されて前記照明モジュールと前記カ
メラモジュールの機能を制御する制御部と、
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　を含む、外観検査システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、照明モジュール及びこれを用いる外観検査システムに関し、より詳細には、検
査対象体の検査面全体に均一に光を照射して映像を獲得することができる照明モジュール
及びこれを用いる外観検査システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
通常、半導体チップやチップ部品のような電子部品はチップマウンタを用いて印刷回路基
板に実装され、電子部品が実装される基板は電気的特性をテストして良品と不良品に区分
されて不良品は廃棄され良品の基板のみが用いられる。
【０００３】
電子素子の良品又は不良品の判定には、通常、電子部品の外観に対する映像を獲得して検
査する方式が主に用いられている。
【０００４】
しかしながら、従来の検査システムに採択された照明モジュールは、電子部品の特定領域
に対する指向性を有するため、電子部品の表面全体に均一に光を照射することができない
という短所がある。
【０００５】
よって、良品を不良品と判定する過検出や不良品を良品と判定する未検出の発生が増加し
ている。
【０００６】
このような未検出、過検出の増加は基板の生産性低下及び原価上昇の要因となるため、検
査システムに効果的な照明モジュールの導入が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国特開２００４‐００８９７９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明の目的は、検査対象体である電子部品の表面に光を均一に照射することができる照
明モジュール及びこれを用いる外観検査システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明による照明モジュールは、内部面がドーム（ｄｏｍｅ）型に形成されるハウジング
と、上記ハウジングの内部に配置され、上記ハウジングの内部面を介して光を反射させて
検査対象体に間接的に光を照射する照明部と、を含み、上記照明部は紫外線領域又は赤外
線領域の波長を有する光源を少なくとも一つ備えることができる。
【００１０】
本実施例において、上記照明部は、上記内部面で反射された上記光が上記検査対象体に入
射される最大入射角が４５°以上となるように上記内部面に向かって光を照射することが
できる。
【００１１】
本実施例において、上記ハウジングは、内部面がドーム型に形成されて上記照明部から照
射される光を反射するドーム型反射部と、上記ドーム型反射部の下端から内側に突出して
形成される光源配置部と、を含むことができる。
【００１２】
本実施例において、上記ドーム型反射部は、積分球の形に形成されることができる。
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【００１３】
本実施例において、上記ドーム型反射部は、最上端に光が透過することができる透過手段
が形成されることができる。
【００１４】
本実施例において、上記ドーム型反射部の外部に配置され、上記透過手段を介して上記検
査対象体を撮影するカメラモジュールをさらに含むことができる。
【００１５】
本実施例において、上記照明部は、上記透過手段に隣接した位置に光を照射する少なくと
も一つの光源を含むことができる。
【００１６】
本実施例において、上記ドーム型反射部は、上記内部面が滑らかな表面で形成されるか又
は上記内部面に微細凹凸が形成されることができる。
【００１７】
本実施例において、上記光源配置部は、上記照明部が配置される一面が傾斜面で形成され
ることができる。
【００１８】
本実施例において、上記光源配置部は、水平面と上記傾斜面の間の角度が０°～４５°で
あればよい。
【００１９】
本実施例において、上記照明部は、少なくとも一つのパワーＬＥＤ（Ｐｏｗｅｒ　ＬＥＤ
）を光源として用いることができる。
【００２０】
本実施例において、上記ドーム型反射部は、半径が２０ｍｍ～２００ｍｍであればよい。
【００２１】
本実施例において、上記パワーＬＥＤは、３５０～３７０ｍＷの電力を有することができ
る。
【００２２】
また、本発明による外観検査システムは、内部面がドーム（ｄｏｍｅ）型に形成されるハ
ウジングと、上記ハウジングの内部に配置され、上記ハウジングの内部面を介して光を反
射させて検査対象体に間接的に光を照射する照明部と、上記検査対象体の上部に配置され
て上記検査対象体の外観を撮影するカメラモジュールと、を含み、上記照明部は紫外線領
域又は紫外線領域に隣接した可視光線領域の波長で光を照射することができる。
【００２３】
本実施例において、上記照明部は、上記検査対象体に入射される光の最大入射角が４５°
以上となるように上記ハウジングの内部面に向かって光を照射することができる。
【００２４】
本実施例において、上記照明モジュールと上記カメラモジュールに連結されて上記照明モ
ジュールと上記カメラモジュールの機能を制御する制御部をさらに含むことができる。
【００２５】
また、本発明の実施例による外観検査システムは、上記のいずれか一つの照明モジュール
と、上記照明モジュールによって光が照射された検査対象体の外観を撮影するカメラモジ
ュールと、上記照明モジュールと上記カメラモジュールに連結されて上記照明モジュール
と上記カメラモジュールの機能を制御する制御部と、を含むことができる。
【発明の効果】
【００２６】
本発明によれば、照明部を用いて検査対象体に間接的に光を照射し、カメラモジュールを
用いて検査対象体を撮影する。よって、検査対象体の表面状態による類似欠陥を光学的に
減少させて未検出及び過検出を防止する正確な映像を獲得することができる。
【００２７】
また、本発明による照明モジュールは、紫外線領域や赤外線領域の光源を用いる。したが
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って、外郭境界部の形状不良又は電極の内部の電極脱落不良等に対する検出力を大きく向
上させることができる。
【００２８】
また、パワーＬＥＤを用いることにより豊富な光量を確保することができるため、高速検
査を実現することができるという長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施例による検査システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施例による照明モジュールを概略的に示す断面図である。
【図３】本発明の実施例による照明モジュールを概略的に示す断面図である。
【図４】本発明の実施例による照明モジュールを概略的に示す断面図である。
【図５】従来の照明モジュールを用いて撮影した映像と本実施例による照明モジュールを
用いて撮影した映像を共に示した比較表である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
以下では、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。しかし、
本発明の実施形態は様々な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲は以下で説明
する実施形態に限定されない。また、本発明の実施形態は、当該技術分野で平均的な知識
を有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。したがって、図
面における要素の形状及び大きさなどはより明確な説明のために誇張されることがある。
【００３１】
本発明の実施例による照明モジュールは、電子部品の外観を検査する装置であればよい。
また、本実施例による電子部品は、例えば、ＭＬＣＣ（Ｍｕｌｔｉ　Ｌａｙｅｒ　Ｃｅｒ
ａｍｉｃ　Ｃａｐａｃｉｔｏｒ）チップ、チップレジスタ（ｃｈｉｐ　ｒｅｓｉｓｔｏｒ
）、バリスタ（ｖａｒｉｓｔｏｒ）、チップインダクタ（ｃｈｉｐ　ｉｎｄｕｃｔｏｒ）
、チップアレイ（ｃｈｉｐ　ａｒｒａｙ）等のようなマイクロ単位の超小型半導体チップ
であればよい。また、本発明の検査装置の検査対象は、上述した半導体チップの破損（割
れ）、クラック（ｃｒａｃｋ）、電極の露出、外部電極の広がり、外部電極の破損、電極
なし、電極過多、電極の短さ、電極の剥がれ、誤切断、サイズ不良、破裂不良、削り不良
、ピンホール、異物、外部電極の気泡発生、電極の剥離、外部電極の変色、厚さ不良又は
メッキ変色等が発生したものである。
【００３２】
図１は、本発明の実施例による検査システムの構成を示す図である。図１を参照すると、
本実施例による検査システムは、照明モジュール１、カメラモジュール２、移送プレート
４、及び制御部３を含むことができる。
【００３３】
照明モジュール１は、検査対象体Ｐである電子部品の外観撮影のために電子部品に光を照
射することができる。また、カメラモジュール２は、照明モジュール１によって光が照射
された検査対象体Ｐを撮影する。照明モジュール１とカメラモジュール２については後述
する。
【００３４】
移送プレート４は、円形の形状を有する板であり、モータのような駆動手段によって回転
することができる。しかしながら、これに限定されず、コンベヤー等、検査対象体Ｐを検
査位置に移送できるものであればいずれのものでも多様な形で用いられることができる。
また、移送プレート４は、検査対象体Ｐの底面撮影が可能となるようにガラスのような透
明な材質で製造されることができる。
【００３５】
制御部３は、コンピューター等からなり、照明モジュール１とカメラモジュール２と連結
されてこれらの動作と機能を制御することができる。
【００３６】
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このように構成される検査システムの動作を簡略に説明すると、下記の通りである。
【００３７】
まず、移送プレート４によって検査対象体Ｐが照明モジュール１の下部に配置される。次
に、照明モジュール１によって検査対象体Ｐの表面に均一に光が照射されたら、カメラモ
ジュール２で検査対象体Ｐの外観を撮影して制御部３に伝送する。
【００３８】
よって、制御部３は、撮影された映像を判読して良品／不良品の判定を行う。
【００３９】
以下では、本発明の実施例による照明モジュール１を説明する。
【００４０】
図２～図４は本発明の実施例による照明モジュールを概略的に示す断面図であり、図３は
図２の光源の入射角をさらに示す断面図であり、図４は図２の各構成の配置を説明するた
めの断面図である。
【００４１】
図２～図４を共に参照すると、本実施例による照明モジュール１は、ハウジング１００及
び照明部１３０を含む。
【００４２】
また、ハウジング１００は、ドーム型反射部１１０と光源配置部１２０を含むことができ
る。
【００４３】
ドーム型反射部１１０は、ドーム（ｄｏｍｅ）の形に形成され、中央に光が透過すること
ができる透過手段１１２を備える。透過手段１１２は、光が透過することができる媒質又
は光が貫通するホール（ｈｏｌｅ）であればよい。
【００４４】
ドーム型反射部１１０の内部面は、入射された光が反射することができる特性を有する。
ドーム型反射部１１０は、光が均一に入射及び反射されるように半球（ｈａｌｆ　ｓｐｈ
ｅｒｅ）の形に形成され、具体的には、積分球（ｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ　ｓｐｈｅｒｅ
）の形に形成されることができる。しかしながら、これに制限されず、例えば、部分的に
曲率の異なる楕円形に形成されることもできる。
【００４５】
また、本実施例による照明モジュール１は、検査対象体Ｐである電子部品の表面に光を均
一に照射するためにドーム型反射部１１０を用いた間接照明方式を用いる。これについて
簡略に説明すると、下記の通りである。
【００４６】
通常、検査対象体Ｐの表面には、良／不良の判定とは無関係な摩擦の痕跡や微細屈曲が形
成される。このような部分は、外観検査時にノイズとして作用して検査の精度を低下させ
る要因となる。
【００４７】
微細屈曲面や摩擦の痕跡に関係なく表面全体に均一な明るさを得るためには、屈曲面を微
分し、微分された各表面の傾斜角度に対応する光源が備えられなければならない。
【００４８】
このために、本実施例では、検査対象体Ｐに光を直接照射する方式ではなく、ドーム型反
射部１１０という反射体を用いて光を反射及び拡散させる間接照射方式を用いる。
【００４９】
したがって、ドーム型反射部１１０の内部面は、光が容易に反射されることができる材質
で形成されることができる。また、反射面は、滑らかな表面で形成されることができる。
また、反射光が多様な角度で反射されることができるように、必要に応じて、反射面に微
細な凹凸を形成することもできる。
【００５０】
また、本実施例によるドーム型反射部１１０は、半径（図４のｒ）が１００ｍｍ以上の半
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球の形に形成されることができる。これは、検査対象体Ｐのサイズが０．１ｍｍ～６０ｍ
ｍの場合に対応して最適の効率を出すことができるサイズを導出したものである。
【００５１】
一方、ドーム型反射部１１０の半径ｒが２００ｍｍ以上の場合は、光源１３１と反射面の
間の距離が遠くなって光効率が低下する可能性がある。したがって、本実施例によるドー
ム型反射部１１０は、半径ｒが２０ｍｍ～２００ｍｍの範囲の半球形に形成されるのがよ
い。
【００５２】
光源配置部１２０には、後述する照明部１３０の光源１３１が配置される。光源配置部１
２０は、半球形のドーム型反射部１１０の下端から半球の中心側（又は検査対象体側）に
突出する形で形成されることができる。
【００５３】
また、光源配置部１２０は、光源１３１が配置される一面、即ち、上部面が傾斜面で形成
されることができる。これは、本実施例による照明モジュール１の光効率を高くするため
の構成である。これについて簡略に説明すると、下記の通りである。
【００５４】
検査対象体Ｐに光が入射されるとき、入射角θ１が小さいほど、即ち、垂直（又は検査対
象体の法線方向）に近く光が入射されるほど、光効率が高くなる。
【００５５】
光源１３１から垂直上方に光が照射される場合、照射された光はドーム型反射部１１０の
最高点から非常に遠く離隔した位置に照射されるため、入射角θ１が大きくなる。これに
対し、光源１３１からドーム型反射部１１０の最高点に隣接した位置に光が照射される場
合、入射角θ１は小さくなる。
【００５６】
したがって、本実施例による光源配置部１２０は、光源１３１から照射された光が半球の
最高点にできる限り隣接した位置（即ち、透過手段に隣接した位置）に照射されるように
傾斜面で形成される。したがって、光源配置部１２０の上部面は、検査対象体Ｐ側に向か
って高さ（又は厚さ）が低くなる傾斜面で形成されることができる。
【００５７】
ここで、光源配置部１２０の傾斜面と水平面の間の角度θ２は０°～４５°の範囲であれ
ばよい。上記の角度θ２が４５°以上の場合は、照射される光が反射板の中心部を外れて
光の移動距離が遠くなるため、却って光効率増大効果が低下する可能性がある。
【００５８】
このように傾斜面に沿って多数の光源１３１が配置される場合、光源１３１から照射され
た光はドーム型反射部１１０の透過手段に隣接した位置で反射された後に垂直に近い角度
で検査対象体Ｐに照射されることができるため、光効率を最大限に高くすることができる
。
【００５９】
一方、本実施例による光源配置部１２０は、光源１３１が光源配置部１２０の傾斜面から
法線方向に光を照射する場合に対応して導出された構成である。したがって、光の照射方
向が法線方向ではない場合、光源配置部１２０の形状や上記の角度は変わってもよい。
【００６０】
照明部１３０は、光源配置部１２０上に配置され、ドーム型反射部１１０に向かって光を
照射する。照明部１３０から照射された光は、ドーム型反射部１１０の内部面で反射され
て検査対象体Ｐに照射される。即ち、照明部１３０から照射された光は、ドーム型反射部
１１０を介して間接的に検査対象体Ｐに照射される。
【００６１】
照明部１３０は、複数の光源１３１を含むことができる。また、それぞれの光源１３１は
、同じ方向に向かうように配置されることができるが、これに限定されず、必要に応じて
、相違する方向に向かうように配置されることもできる。
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【００６２】
照明部１３０が複数の光源１３１からなることにより、ドーム型反射部１１０の内部面で
は複数の光源１３１から入射される光が乱反射する。したがって、検査対象体Ｐに多様な
角度で光が照射されることができる。
【００６３】
このような本実施例による照明部１３０は、光源１３１として発光ダイオード（Ｌｉｇｈ
ｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）であるＬＥＤが用いられることができる。
【００６４】
光源１３１としてＬＥＤが用いられる場合、検査対象体Ｐである電子部品の多様な欠陥を
全て検出することができるように多様な色相のＬＥＤが用いられることができる。
【００６５】
例えば、青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、白色ＬＥＤが群をなすように配置されることができる
。この場合、青色ＬＥＤは、銀色の電極部のクラックやチッピングのような欠陥の検出時
に主に用いられ、緑色ＬＥＤは、電子部品の本体部と電極部を区分するか又は電子部品の
輪郭線を正確に得るために主に用いられることができる。
【００６６】
また、白色ＬＥＤは、本体部のクラックのような欠陥の検出時に主に用いられることがで
きる。上記の例はＭＬＣＣを例に挙げて説明したもので、本発明はこれに限定されず、電
子部品の対象に応じて多様に変わってもよい。
【００６７】
即ち、電子部品の形状と欠陥類型によって一つの色相のＬＥＤのみで光源１３１を構成し
てもよく、二つ以上の色相のＬＥＤが同時に発光するように構成してもよい。
【００６８】
また、光源１３１であるＬＥＤの発光の有無及び光量は、検査しようとする電子部品の形
状、構造、色相等によって検査前に多様に設定されることができる。
【００６９】
また、本実施例による照明部１３０は、輝度と出力の高いパワーＬＥＤを少なくとも一つ
含むことができる。
【００７０】
間接照明方式を用いる場合、直接照明方式に比べて光効率がよくないため、光量が足りな
いという問題が発生する。特に、反射体を用いることにより、反射体自体に光が吸収され
たり検査対象体Ｐ以外の他の部分にも光が放射されたりするため、高速検査方式に適用す
るのが容易ではない。
【００７１】
このような問題を解消するために、本実施例による照明部１３０は、一般の高輝度ＬＥＤ
に比べて輝度が高くて光量に優れたパワーＬＥＤ（Ｐｏｗｅｒ　ＬＥＤ）を光源１３１と
して用いることができる。
【００７２】
より具体的には、従来に用いられる一般の高輝度ＬＥＤは、２．２～２．７ｍＷの電力を
有する。しかしながら、本実施例に用いられるパワーＬＥＤは、３５０～３７０ｍＷの電
力を有することができる。したがって、従来の高輝度ＬＥＤに比べてより大きな光量を確
保することができる。
【００７３】
一方、本実施例による照明部１３０は、全ての光源１３１をパワーＬＥＤで形成すること
ができる。しかしながら、これに限定されず、必要に応じて、光源１３１の一部のみを選
択的にパワーＬＥＤで形成してもよい。
【００７４】
また、本実施例による照明部１３０は、反射面で反射された光が検査対象体Ｐに照射され
るとき、反射された光の最大入射角θ１が４５°以上であればよい。ここで、入射角θ１

は、検査対象体Ｐに立てた法線と反射された光の進行方向がなす角度を意味する。
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【００７５】
最大入射角θ１が４５°以下の場合は、検査対象体Ｐに照射される光が殆ど検査対象体Ｐ
の上部面に集中されて検査対象体Ｐの表面全体に光が照射されない可能性がある。
【００７６】
したがって、本実施例では、光の最大入射角θ１を４５°以上とすることで、より多様な
方向に検査対象体Ｐに光を照射する。よって、撮影された映像における表面屈曲等による
ノイズを効果的に除去することができる。
【００７７】
一方、最大入射角θ１を９０°以上とすることもできるが、本実施例のように光源１３１
が光源配置部１２０の傾斜面に沿って配置される場合は、機構的な配置による構造的な限
界があるため、最大入射角θ１を９０°以下とするのがよい。しかしながら、本発明の構
成はこれに限定されない。
【００７８】
また、本実施例による照明部１３０は、紫外線や赤外線を照射する光源１３１を含むこと
ができる。
【００７９】
より具体的には、照明部１３０の光源１３１は、可視光線領域の光を照射することができ
、紫外線領域や赤外線領域の光を照射することもできる。
【００８０】
特に、本実施例による照明部１３０は、紫外線領域の波長や紫外線領域に隣接した可視光
線領域の波長を照射する光源１３１からなることができる。
【００８１】
紫外線領域や赤外線領域の波長帯は、可視光線領域に比べて検査対象体Ｐの表面での屈折
率及び透過率がよい。したがって、可視光線領域に比べて検査対象体Ｐの表面の不良検出
が容易である。
【００８２】
カメラモジュール２は、ドーム型反射部１１０の外部に設置され、ドーム型反射部１１０
の透過手段１１２を介して検査対象体Ｐを撮像する。したがって、カメラモジュール２は
、検査対象体Ｐを撮像することができるように検査対象体Ｐと対向する方向に設置され、
具体的には、検査対象体Ｐの法線方向に配置されることができる。
【００８３】
また、本実施例ではカメラモジュール２をドーム型反射部１１０の外部に設置する場合を
例に挙げているが、必要に応じて、ドーム型反射部１１０の内部に設置する等、多様な応
用が可能である。
【００８４】
以上のように構成される本実施例による照明モジュール１は、照明部１３０から照射され
た光がドーム型反射部１１０の内部面に入射する。その後、ドーム型反射部１１０の内部
面に入射した光は、ドーム型反射部１１０の内部面の曲率に対応して反射される。次に、
反射された光は、多様な方向に放射されて検査対象体Ｐに照射されるか、又はドーム型反
射部１１０の内部面に再入射されて反射された後に検査対象体Ｐに照射される。
【００８５】
即ち、本実施例による照明モジュール１は、照明部１３０を用いて検査対象体Ｐに間接的
に光を照射し、カメラモジュール２を用いて検査対象体Ｐを撮影する。よって、検査対象
体Ｐの表面状態による類似欠陥を光学的に減少させて未検出及び過検出を防止する正確な
映像を獲得することができる。
【００８６】
また、本実施例による照明部１３０は、複数の光源１３１からなる。したがって、検査対
象体Ｐが配置された一ヶ所に多様な角度で照明が入射されるため、検査対象体Ｐの表面全
体の光度をより増加させることができる。
【００８７】
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さらに、本実施例による照明モジュール１は、紫外線領域や赤外線領域の光源１３１を用
いる。したがって、外郭境界部の形状不良又は電極の内部の電極脱落不良等の検出力を大
きく向上させることができる。
【００８８】
図５は、従来の照明モジュールを用いて撮影した映像と本実施例による改善された照明モ
ジュールを用いて撮影した映像を共に示した比較表である。
【００８９】
ここで、従来の照明モジュール（既存照明）を用いた映像は、可視光線帯域の波長を有す
る高輝度ＬＥＤを光源として用いて直接照明方式により撮影したものである。本実施例に
よる照明モジュール（改善照明）を用いた映像は、前述したように紫外線帯域の波長を有
するパワーＬＥＤを光源として用いて間接照明方式により撮影したものである。
【００９０】
図５を参照すると、従来の照明モジュールによる映像は、電極部分に形成された微細屈曲
によって電極に欠陥があるように明暗が撮影される。したがって、目視では不良品か良品
かを明確に識別するのが困難である。
【００９１】
これに対し、本実施例による照明モジュールによる映像は、間接照明によって電極の表面
の類似欠陥が光学的に減少する。したがって、微細屈曲による明暗の変化が発生せず、実
質的に欠陥が発生した部分のみに明暗の差が明確に発生する。したがって、従来に比べて
不良品／良品の区分をより容易に行うことができる。
【００９２】
以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定され
ず、請求の範囲に記載された本発明の技術的思想から外れない範囲内で多様な修正及び変
形が可能であるということは、当技術分野の通常の知識を有する者には明らかである。
【符号の説明】
【００９３】
１　照明モジュール
２　カメラモジュール
３　制御部
１００　ハウジング
１１０　ドーム型反射部
１２０　光源配置部
１３０　照明部
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