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(57)【要約】
【課題】　接触子を検査するための特別な工程を必要と
することなく、検査対象の配線の導通検査を行うと同時
に、接触子の状態を把握して、交換の必要のある接触子
を異常が生じる前に検出する。
【解決手段】　電気的に検査が行われる検査対象物と、
該検査対象物と該検査を実施する検査装置とを接続する
接続治具に設けられる接触子のメンテナンスを行う方法
であって、接触子を介して該検査対象部位へ検査のため
の電力を供給する際の電圧変化を検出し、電圧変化が継
時的に増加しない箇所を検出した場合に、接触子の異常
としてメンテナンス情報を発する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に検査が行われる検査対象物と、該検査対象物と該検査を実施する検査装置とを
接続する接続治具に設けられる接触子のメンテナンスを行う方法であって、
　前記検査対象物に設けられる複数の検査点に対して、該検査点に対応する前記接続治具
の複数の接触子を当接させ、
　前記検査装置が、前記検査対象物から検査の対象となる検査対象部位を選出するととも
に、前記接触子を介して該検査対象部位へ検査のための電力を供給し、
　前記電力が供給されている際の前記接触子に係る電圧変化を検出し、
　前記電圧変化が、継時的に増加しない箇所を検出した場合に、接触子の異常としてメン
テナンス情報を発することを特徴とする接触子のメンテナンス方法。
【請求項２】
　前記検査対象部位の検査が、該検査対象部位の導通検査であることを特徴とする請求項
１記載の接触子のメンテナンス方法。
【請求項３】
　前記電圧変化の検出が、予め設定される電圧値の増加区間にて、継時的に増加しない個
所を検出した場合に、再度前記予め設定される電圧値から該電圧値よりも大きく設定され
る電圧値までの間にて、継時的に増加しない個所を検出した場合に、当該接触子の異常と
してメンテナンス情報を発することを特徴とする接触子のメンテナンス方法。
【請求項４】
　電気的に検査が行われる検査対象物と、該検査対象物と該検査を実施する検査装置とを
接続する接続治具に設けられる接触子のメンテナンスを行うことのできる該検査装置であ
って、
　前記検査対象物の導通検査を行うための電力を供給する電源手段と、
　前記電源手段により前記検査対象物に印加される電圧値を検出する検出手段と、
　前記電源手段が前記検査対象物に導通検査を行うための電力を供給する間に、前記検出
手段が検出する電圧値が継時的に増加しない箇所を検出した場合に、該検査対象物と前記
電源手段とを電気的に接続する接触子に異常ありとして判定する判定手段を備えることを
特徴とする検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気的な特性を検査する検査装置と検査対象となる被検査物とを電気的に接
続する接続治具に備えられる接触子のメンテナンス方法に関し、より詳しくは、接続治具
に備えられる接触子の交換時期を把握し、接触子が接続不良となる前にメンテナンスを促
す接触子のメンテナンス方法及びこのようなメンテナンス機能を有する検査装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、基板上に形成される配線は、この基板に載置されるICや半導体部品又はその他の
電子部品に電気信号を送受信するために用いられる。このような配線は、近年の電子部品
の微細化に伴って、より微細に且つ複雑に形成されるようになるとともにより低抵抗に形
成されている。このように基板の配線の微細化が進むにつれ、その配線の良／不良を検査
する精度の高さが要求されている。この配線の良／不良を検査する方法には、配線の導通
状態と絶縁状態を検査する方法がある。導通状態の検査は、配線上に設定される二つの検
査点間の抵抗値を算出することによって判断される。絶縁状態の検査は、検査対象の配線
と他の配線との抵抗値を算出することによって判断される。
【０００３】
　このような配線の検査が実施される場合には、上記の如く、配線上に設定される検査点
に、導電性の接触子の先端が当接するように配置される。この接触子により、配線上の検
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査点と検査装置とが電気的に接続されることになる。この検査装置からの電気信号の送受
信により、配線の導通検査・絶縁検査が実施されることになる。
【０００４】
　この接触子は、上記の如く、検査装置と検査点とを電気的に接続する。この接触子は、
細長い棒形状に形成されており、例えば、導電性を有する針形状に形成されるものや、長
手方向に伸縮するばね部を有して形成されるものがある。このような接触子は、複数の接
触子を保持する検査用治具に備えられており、接触子の先端は検査点に当接するよう配置
されており、接触子の後端は検査装置と電気的に接続される検査治具の電極部と当接する
よう配置されている。実際に検査が実施される場合には、接触子が検査点とこの電極部と
から押圧されることで電気的接触の安定性を確保する。
【０００５】
　検査治具は、基板の配線の検査点の数に応じて接触子の本数が備えられる。検査治具に
もよるが、数百～数千本の接触子を備えて形成されている。この検査治具に備えられる接
触子は、基板の配線に対して当接離反を繰り返して多数の基板の検査に使用されることに
なる。接触子は、多いもので一日に五万個の基板を検査する場合があり、この場合、五万
回の当接離反が繰り返し行われることになる。このため、接触子は、耐久性が要求される
とともに、接触子に異常が生じた場合には迅速に交換する必要がある。
【０００６】
　また、接触子は、上記の如く、検査点と接触離反を繰り返すが、検査点がはんだバンプ
にて形成されている場合には、接触子がはんだバンプに当接することによって、接触子に
はんだバンプかすが付着する場合がある。このような場合、このはんだバンプかすが接触
子と検査点の当接状態に影響を与え、検査を正確に行えなくなる場合もあった。また、上
記の如き多数の接触離反を繰り返すため、接触子の先端が折れ曲がったりする問題がある
。このような場合には、接触子を交換して対応することになるが、検査結果の不良が検出
されて初めて配線の不良か接触子の異常かが検査されていた。
【０００７】
　このため、接触子の異常は、配線の不良が検出されて初めて確認されることになってい
た。このようなことから、例えば、特許文献１に開示される技術が創出されている。この
特許文献１に開示される技術では、接触子の先端をレーザ照射することにより、接触子の
異常を検出しようとするものである。
【０００８】
　しかしながら、このような接触子の異常検出方法では、レーザを照射するレーザ照射機
構（照射部や受光部）を設ける必要があること、また、接触子の異常を検出するための工
程が必要になることなどの手間暇が生じることとなっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平７－１６１７８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたもので、接触子を検査するための特別な工
程を必要とすることなく、検査対象の配線の導通検査を行うと同時に、接触子の状態を把
握して、交換の必要のある接触子を異常が生じる前に検出することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１記載の発明は、電気的に検査が行われる検査対象物と、該検査対象物と該検査
を実施する検査装置とを接続する接続治具に設けられる接触子のメンテナンスを行う方法
であって、前記検査対象物に設けられる複数の検査点に対して、該検査点に対応する前記
接続治具の複数の接触子を当接させ、前記検査装置が、前記検査対象物から検査の対象と
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なる検査対象部位を選出するとともに、前記接触子を介して該検査対象部位へ検査のため
の電力を供給し、前記電力が供給されている際の前記接触子に係る電圧変化を検出し、前
記電圧変化が、継時的に増加しない箇所を検出した場合に、接触子の異常としてメンテナ
ンス情報を発することを特徴とする接触子のメンテナンス方法を提供する。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、前記検査対象部位の検査が、該検査対象部位の導通検査である
ことを特徴とする請求項１記載の接触子のメンテナンス方法を提供する。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、前記電圧変化の検出が、予め設定される電圧値の増加区間にて
、継時的に増加しない個所を検出した場合に、再度前記予め設定される電圧値から該電圧
値よりも大きく設定される電圧値までの間にて、継時的に増加しない個所を検出した場合
に、当該接触子の異常としてメンテナンス情報を発することを特徴とする接触子のメンテ
ナンス方法を提供する。
【００１４】
　請求項４記載の発明は、電気的に検査が行われる検査対象物と、該検査対象物と該検査
を実施する検査装置とを接続する接続治具に設けられる接触子のメンテナンスを行うこと
のできる該検査装置であって、前記検査対象物の導通検査を行うための電力を供給する電
源手段と、前記電源手段により前記検査対象物に印加される電圧値を検出する検出手段と
、前記電源手段が前記検査対象物に導通検査を行うための電力を供給する間に、前記検出
手段が検出する電圧値が継時的に増加しない箇所を検出した場合に、該検査対象物と前記
電源手段とを電気的に接続する接触子に異常ありとして判定する判定手段を備えることを
特徴とする検査装置を提供する。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１及び４記載の発明によれば、検査対象物に電気的に接触する接触子の異常を検
出することができるので、接触子が使用不能になる前に新しい接触子に交換するタイミン
グを検出することができる。このため、導通検査や短絡検査等の不良状態が生じた後、初
めて接触子の異常が検討するための検査が必要とされていたが、このような再検査は勿論
、接触子による不良状態が無くなるため、接触子の異常による生産性の低減が無くなる。
このため、生産性の高い（稼働率の高い）接触子のメンテナンス方法を提供することがで
きる。
【００１６】
　請求項２記載の発明によれば、導通検査時に接触子のメンテナンス判断を行うことがで
きるので、接触子の異常検査のための検査工程を設けることなく、接触子の検査を行うこ
とができる。
【００１７】
　請求項３記載の発明によれば、電圧変化の検出を多段階に設けることにより、第一電圧
値に応じて継続的な検査時間を短くすることが可能となるとともに、第二電圧値を設ける
ことによってより精度の高い接触子の異常を検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】導通検査を説明するための概略側面図である。
【図２】本発明に係る検査装置の概略構成を示す。また、検査対象物として基板が設けら
れている。
【図３】電圧変化の様子を示したグラフである。
【図４】第一電圧値と第二電圧値を設定した場合の電圧変化の様子を示したグラフである
。
【図５】本発明にかかる検査装置での検査を実施する一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００２０】
　まず、本発明の基本的な概念を説明する。本発明は、検査対象物の導通検査を行う場合
に、導通検査を行うための電力の供給状態から、この検査対象物に接触している接触子の
メンテナンスを管理しようとするものである。
【００２１】
　図１は、導通検査を説明するための概略側面図である。導通検査として、基板ＣＢに形
成される配線Ｔを検査対象物として実施される検査が示されている。この図１では、検査
対象の基板ＣＢに配線Ｔが形成されており、この配線Ｔの導通状態を検査する。このため
、配線Ｔの両端には、接触子Ｐ（符号Ｐ１とＰ２）が配置されており、電流源ＣＣが直列
接続されて、配線Ｔ間に電力が供給される。この接触子Ｐ間の電圧を電圧計Ｖにより測定
することができるように接続されている。この電圧計Ｖにより測定される電圧値と電流源
ＣＣの供給する電流値により、配線Ｔの抵抗値が算出される。この算出された抵抗値によ
り、配線Ｔの導通状態が良好状態であるか、不良状態であるのかが判定されることになる
。
【００２２】
　図１で示される如き導通検査では、電流源ＣＣからの電力が供給され始めてから、所定
の時間が経過後に、電圧計Ｖによる測定が実施される。これは、検査対象物の配線Ｔの電
気的な特性を安定させるためであり、電気的な特性が安定した後に、電圧を測定すること
により、精度の高い測定を行うことができる。
【００２３】
　本発明は、この配線Ｔの導通検査を実施するための電力を供給する際の電圧の変化を測
定することにより、接触子Ｐのメンテナンス要否の判定を実施するものである。このため
、詳細は後述するが、電圧計Ｖは、この供給される電圧の時系列的変化（継時的な変化）
を測定することになる。
【００２４】
　本発明に関する基板検査装置１について説明する。図２は、本発明にかかる基板検査装
置の概略構成図である。本基板検査装置１は、電源手段２と、検出手段３と、算出手段４
と、判定手段５と、選出手段６と、記憶手段１０と、表示手段１１等を有している。なお
、この基板検査装置１には、基板ＣＢの配線Ｔとこの基板検査装置１とを電気的に接続す
るための治具（図示せず）が配置されており、その治具に備え付けられる接触子ＣＰが配
線Ｔの所定の検査点に当接するように設けられている。
【００２５】
　図２では、基板検査装置１が基板ＣＢを導通検査する準備される様子を示しており、基
板ＣＢに二本の配線Ｔ１と配線Ｔ２が示されている。配線Ｔ１と配線Ｔ２は、二端子測定
方法による導通検査が行われる状態を示している。なお、四端子測定方法により、配線Ｔ
を導通検査する場合は、例えば、配線Ｔ１の一端に二本の接触子ＣＰを導通接触させ、他
端にも二本の接触子ＣＰを導通接触させることで計測を行うことができる。この場合には
、一端と他端Ｐに接続される夫々の二本の接触子ＣＰを一対の接触子として、電流供給用
と電圧測定用として用いることで、四端子測定方法を実施することになる。
【００２６】
　電源手段２は、基板ＣＢに形成される配線Ｔの導通状態を検査するための電力を供給す
る。この電源手段２は、第一電流と第二電流を少なくとも二種類の電流値の電流を供給す
ることができる。この電源手段２は、例えば、定電流源を用いることができる。この場合
、電源手段２は、配線Ｔに供給する電流値を電流値情報として、後述する算出手段４等へ
送信することになる。
【００２７】
　検出手段３は、電源手段２により検査対象の配線Ｔへ電力が供給されている時に、この
配線Ｔの電圧を検出する。この検出手段３が検出する配線Ｔの電圧が検出されることによ
り、後述する制御手段６にて配線Ｔの抵抗値が算出されることになる。この検出手段３は
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、電圧計を用いることができる。なお、電源手段２と検出手段及び後述する電流検出手段
１２は、後述する算出手段４や記憶手段１０等と接続されており、電流を供給する条件（
電流値や電圧値）や検出した電流値や電圧値を情報として送信する。
【００２８】
　この検出手段３は、特に、配線Ｔに電力が供給される際の配線Ｔの電圧値を時系列的に
測定する。この測定情報は、上記の如く、記憶手段１０等へ測定情報として送信する。
【００２９】
　算出手段４は、検出手段３により検出された電圧値情報を基に、検査対象の配線Ｔの抵
抗値を算出する。この算出手段４は、電源手段２が供給する電流値情報と検出手段３によ
り検出される電圧値情報を基に、抵抗値を算出する。この算出手段４が抵抗値を算出する
方法は、例えば、オームの法則を用いて算術処理できるように設定することができる。算
出手段４が算出した算出結果（抵抗値情報）は、判定手段５及び／又は記憶手段１０に送
信される。
【００３０】
　判定手段５は、算出手段４により算出された抵抗値を用いて、検査対象の配線Ｔの導通
状態の良否を判定する。この判定手段５が抵抗値情報を用いて判定する方法は、例えば、
予良好状態の範囲を定めておき、この範囲に抵抗値情報が存在する場合には良好状態と判
断することもできる。判定手段５が行う判定結果（判定情報）は、記憶手段１０や表示手
段１１へ送信される。
【００３１】
　判定手段５は、また、検出手段３が検出する電圧値情報の変化から、接触子ＣＰのメン
テナンス情報を検出する。この判定手段５は、導通検査時に供給される配線Ｔの電圧値情
報を時系列に監視しており、この電圧値情報の変化から接触子Ｐのメンテナンス情報（接
触子の交換情報）を得ることができる。
【００３２】
　この判定手段５が行うメンテナンス情報の取得方法は、導通検査が実施される電力供給
中に電圧値情報に所定の変化が生じた場合に、接触子ＣＰの交換情報が発信されるように
設定されている。
【００３３】
　判定手段５が行う交換情報の取得方法は、検査対象の配線Ｔに供給される電圧が時系列
に増加することを利用して行われる。より具体的には、判定手段５は、検出手段３が検出
する電圧値情報を時系列に記憶することで、時系列的な変化を算出して行われる。判定手
段５は、この電圧値情報の時系列的な変化を基に、接触子ＣＰの交換時期を検出すること
で行われる。このため、判定手段５は電圧値の時系列系な変化に応じて、接触子ＣＰの交
換要／交換不要判断を行うことができる。
【００３４】
　具体的には、接触子に異常がない場合には、この電圧値情報は一定の増加率にて増加す
る。図３（ａ）では、接触子に異常がない場合の電圧値情報の変化を示すグラフである。
この図３（ａ）で示される如く、電圧の供給開始直後（時刻ｔ１付近）と、導通検査が実
施される所定の電圧に到達する直前（時刻ｔ２付近）以外の電圧は、一定の傾きにて増加
することになる。しかしながら、接触子に異常が存在する場合、この電圧は一定の増加傾
きにて増加せず、例えば、図３（ｂ）に示される如く、一部に減少する場合や、一部が増
加・減少の現れない場合（例えば、時刻ｔ４での電圧値の一時減少）が存在することにな
る。このように一定増加の傾きで電圧値が増加しない場合には、何らかの接触子ＣＰの異
常が存することが極めて多く、この現象を捉えることにより、接触子ＣＰの交換時期を管
理することができる。
【００３５】
　判定手段５は、上記の如く、電圧値が一定にて増加する場合には接触子ＣＰに異常が無
い（接触子を交換すること無い状態）であると判断し、電圧値が一定にて増加しない場合
には接触子ＣＰに異常がある（つまり、接触子が交換する必要のある状態）と判断するこ
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とになる。
【００３６】
　この判定手段５が行う具体的な判断方法は、導電検査を実施するための電力が供給され
る始めてから導通検査のための測定が実施される間の電圧値の変化を監視する。この場合
、判定手段５は、電圧値の変化が減少であるマイナス方向への傾きが検出された際に、接
触子ＣＰの交換時期であると判断されることになる。
【００３７】
　また、この判定手段５が行う具体的な判断方法は、電力が供給される一定期間の電圧値
を監視し、この期間の電圧値の増加率を把握する方法を例示することができる。この場合
、一定期間の電圧値が一定の増加率（傾き）を有していない際に、接触子ＣＰの交換時期
であると判断されることになる。
【００３８】
　判定手段５が、上記の如き交換時期の判断を行った場合には、その接触子ＣＰと交換時
期である旨の表示が、表示手段１１にて表示されることになる。
【００３９】
　上記の判定手段５の判断方法は、電力を供給し始めてから導通検査が行われるまでの電
圧値情報を監視することで行われるが、より正確に接触子ＣＰの交換時期を精度良く検出
するために、電圧を多段階に分けて監視することもできる。
【００４０】
　例えば、電圧値を導通検査が実施される場合の第一電圧値と、接触子ＣＰの交換状態を
検出するための第二電圧値として、夫々設定した二段階に監視することもできる。第一電
圧値は、第二電圧値よりも小さく設定されており、電圧値が第一電圧値に到達するまでの
間に上記の交換情報が検出された場合に、更に、電圧値を第二電圧値まで上昇させる。そ
して、この第一電圧値から第二電圧値までの間で、上記の交換情報が検出されるかを判定
手段５が上記如き監視する。判定手段５が第一電圧値から第二電圧値までの間にて交換情
報（電圧値の所定の変化）を検出した場合には、判定手段５は接触子ＣＰの交換情報を発
信する。このように設定することにより、第一電圧値までに発信される交換情報は事前交
換情報として利用し、この事前交換情報を検出した場合に更に第二電圧値まで電圧値を上
昇させて、この区間の電圧値の変化により交換の要否を判断するように設定することがで
きる。
【００４１】
　例えば、図４で示される実施形態を説明する。この図４で示される実施形態では、第一
電圧値としてＶ１を設定し、第二電圧値としてＶ２が設定される。第一電圧値Ｖ１までに
電圧降下等の電圧変化の異常が検出されない場合には、図４（ａ）で示される如く、時刻
ｔ３にて導通検査が実施される。しかしながら、図４（ｂ）で示される如く、第一電圧値
Ｖ１に電圧を増加させる途中にて、電圧降下ｐ１の減少を検出した場合には、電圧リミッ
トを第二電圧値Ｖ２まで上昇させる。そして、第一電圧値Ｖ１と第二電圧値Ｖ２での電圧
降下を監視する。この場合、第一電圧値Ｖ１から第二電圧値Ｖ２までの間にて、電圧降下
が検出されなければ、接触子ＣＰの交換は行われず、そのまま導通検査が実施される。な
お、この場合、第二電圧値にて導通検査を実施するように設定することもできる。
【００４２】
　また、第一電圧値と第二電圧値の間にて電圧降下ｐ２を検出した場合には、接触子ＣＰ
に異常が検出されることになり、検査対象物に電気的に接続する接触子ＣＰを交換する。
なお、この場合、電圧降下ｐ２を検出した時刻や電圧値を記憶することが好ましい。特に
、電圧降下ｐ２の電圧値を記憶することにより、更に精度の高い接触子ＣＰの交換時期を
検出することができる。
【００４３】
　また、第一電圧値から第二電圧値までの交換情報を検出する場合には、この区間での交
換情報を検出した電圧値を基に、交換要否を判定手段５が再度判断するように設定するこ
ともできる。具体的には、第一電圧値から第二電圧値の区間にて交換情報が検出された電
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圧値を検出電圧値とした場合に、この検出電圧値の電圧値により、交換の要否及び交換時
期を推測することもできる。例えば、検出電圧値が第二電圧値よりも第一電圧値に近い場
合には交換不要と判断し、第二電圧値に近い場合には交換要と判断することもできる。
【００４４】
　また、この検出電圧値により、交換要否ではなく、交換時期を推定することもできる。
例えば、検出電圧値が第二電圧値よりも第一電圧値に近い場合には交換不要にて使用を継
続することが可能と判断し、第二電圧値に近くなればなるほど交換要と判断することもで
きる。この場合、第二電圧値以外の第三電圧値（第一電圧値＜第三電圧値＜第二電圧値）
を設定しておき、交換情報の電圧値が第三電圧値を超えた位置（電圧値）にて検出された
場合に、接触子ＣＰを交換するように設定することできる。
【００４５】
　第一電圧値及び第二電圧値の具体的な電圧値は、検査対象物によって検査使用者により
適宜に設定されるが、例えば、第一電圧値を１５０Ｖ、第二電圧値を２５０Ｖに設定する
ことができる。なお、第一電圧値は検査対象物の導通検査が実施される場合の電圧リミッ
ト値であり、第二電圧値は接触子ＣＰの異常を検出するための電圧値となる。このため、
これらの電圧値は、検査の条件により適宜に設定されることになる。
【００４６】
　判定手段５は、上記の如く、検出される電圧値情報の変化から一定の増加率で無い状態
を検出した場合に、交換情報を発信するよう設定されることにより、接触子ＣＰの交換の
必要性を促すことになる。なお、判定手段５の交換情報の処理する方法は、上記の如く、
交換情報を直接的に接触子ＣＰの交換時期と処理するよう設定されることもできるし、交
換情報を一つのトリガーとして再度交換情報を受信した場合に接触子ＣＰの交換時期と判
断することもできる。なお、これら判定手段５の機能は、検査対象物が検査される前に予
め設定されることになる。
【００４７】
　選出手段６は、基板ＣＢの複数の配線Ｔから検査対象となる配線Ｔを選出し、検査対象
の配線Ｔを特定する。この選出手段６が検査対象の配線Ｔを特定することにより、順次、
導通検査が行われる配線が選出される。この選出手段６が行う検査対象の配線Ｔの選出方
法は、予め記憶手段１０に検査対象となる配線Ｔの順番が設定され、この順番に従って検
査対象の配線Ｔが選出される方法を例示することができる。この選出方法は、上記の如き
方法を採用することもできるが、検査対象となる配線Ｔが順序良く選出される方法であれ
ば特に限定されない。
【００４８】
　この選出手段６が行う具体的な配線Ｔの選出は、切替手段７を用いることにより実施さ
れる。例えば、切替手段７の各スイッチ素子ＳＷのON/OFF制御を行うことにより、検査対
象となる配線Ｔを選出することができる。具体的な制御方法については後述する。
【００４９】
　電流供給端子８は、検査対象間の電流を供給するために、各配線Ｔと接触子ＣＰを介し
て接続される。この電流供給端子８は、電源手段２の上流側（正極側）と配線Ｔを接続す
る上流側電流供給端子８１と、電源手段２の下流側（負極側）又は電流検出手段１２と配
線Ｔとを接続する下流側電流供給端子８２を有している。図２で示される如く、この電流
供給端子８の上流側電流供給端子８１及び下流側電流供給端子８２は、夫々の配線Ｔの検
査点に対して設けることができる。これらの上流側電流供給端子８１と下流側電流供給端
子８２は、夫々に切替手段７のスイッチ素子ＳＷを有しており、この切替手段７のスイッ
チ素子ＳＷのON/OFF動作により、接続状態／未接続状態が設定されることになる。この電
流供給端子８は、静電気放電（electro-static discharge）保護用の抵抗が配置されても
良い。
【００５０】
　電圧検出端子９は、検査対象間の電圧を検出するために、各配線Ｔ又は検査点と接触子
ＣＰを介して接続される。この電圧検出端子９は、検出手段３の上流側（正極側）と配線
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Ｔを接続する上流側電圧検出端子９１と、検出手段３の下流側（負極側）と配線パターン
Ｐを接続する下流側電圧検出端子９２を有してなる。図２で示される如く、この電圧検出
端子９の上流側電圧検出端子９１及び下流側電圧検出端子９２は、夫々の配線Ｔに対して
設けることができる。これらの上流側電圧検出端子９１と下流側電圧検出端子９２は、電
流供給端子８と同様、夫々に切替手段７のスイッチ素子ＳＷを有しており、この切替手段
７のスイッチ素子ＳＷのON/OFF動作により、接続状態／未接続状態が設定されることにな
る。
【００５１】
　電流供給端子８と電圧検出端子９は、図２で示される如く、配線Ｔの検査点に導通接触
する一本の接触子ＣＰに対して、四つの端子が配置されることになるとともに、各端子の
ON/OFF制御を行う4つのスイッチ素子ＳＷが備えられることになる。
【００５２】
　切替手段７は、上記した各接触子ＣＰに導通接続される複数のスイッチ素子ＳＷから構
成されている。この切替手段７は、後述する選出手段６からの動作信号により、ON/OFFの
動作が制御されることになる。
【００５３】
　次に、具体的な選出方法について説明する。
【００５４】
　例えば、図５で示される実施形態では、配線Ｔ１が導通検査の検査対象となる場合を示
している。この実施形態では、検査対象となる配線Ｔ１の一端Ｐ１ａが、電源手段２の上
流側と接続されるための上流側電流供給端子８１と接続されるように、スイッチ素子ＳＷ
１がONされることになる。また同時に、上流側電圧検出手段９１とこの配線Ｔの一端Ｐ１
ａが接続されるようにスイッチ素子ＳＷ２がONされる。また、一方、配線Ｔ１の他端Ｐ１
ｂは、電源手段２の下流側（又は電流検出手段１２）と接続されるための下流側電流供給
端子８２と接続されるように、スイッチ素子ＳＷ４がONされる。また同時に、検出手段３
の下流側と接続されるための下流側電圧検出端子９２と接続されるように、スイッチ素子
ＳＷ３がONされる。このように選出手段６が、切替手段７へスイッチ素子ＳＷをＯＮ／Ｏ
ＦＦ信号を促すことにより、検査対象の配線Ｔを選出することができる。
【００５５】
　基板検査装置１は、電流検出手段１２を設けることもできる。この電流検出手段１２は
、検査対象の配線Ｔを流れる電流を検出することができる。この電流検出手段１２は、電
源手段２から供給される電流を確認的に検出することができる。
【００５６】
　記憶手段１０は、基板ＣＢの配線Ｔの導通検査を行うための情報を格納する。この記憶
手段１０に格納される情報によって、全ての配線Ｔの検査が実施されることになる。この
記憶手段１０には、上記の各手段が行った処理の結果を受信して記憶することもできる。
この記憶手段１０は、判定手段５が行う電圧値の変化を算出するために、検出手段３の検
出される検出結果を時系列に記憶される。なお、判定手段この記憶手段１０に記憶される
電圧値情報を基に、電圧値の変化を算出する。
【００５７】
　表示手段１１は、電源手段２が供給する電流情報や、検出手段３が検出する検出情報や
、判定手段６が判定する判定情報などを表示する。この表示手段１１がこれらの情報を表
示することによって、本基板検査装置１の使用者は検査の状態や導通検査の検査結果を知
ることができる。
【００５８】
　本発明では、検査対象物Ｔに当接する接触子ＣＰとして上記の説明を行ったが、図１で
示される如く、検査対象物Ｔに接触する接触子ＣＰは二本に限定されるものではない。例
えば、検査対象物Ｔに当接する二本の接触子ＣＰが存在する場合、接触子ＣＰの異常をこ
れら二本の接触子ＣＰと設定することもできるし、電源手段２のプラス側の電位に電気的
に接続する接触子ＣＰを基準としても良い。なお、電源手段２のプラス側の電位に電気的
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に接続する接触子ＣＰを基準とする場合には、次の検査対象物Ｔの同一の検査では、極性
を入れ替えて検査することで、二本目の接触子ＣＰの異常を検出することができる。
【００５９】
　以上が本発明の基板検査装置の構成の説明である。
【００６０】
　次に、本基板検査装置の動作の説明を行う。なお、基板ＣＢの配線Ｔは、検査対象の配
線として選出された後に、導通検査が実施され、配線Ｔが良好状態と判断された際には、
次の配線Ｔが検査対象の配線Ｔとして次々に導通検査が実施されることになるが、これら
の説明については省略し、検査対象として選択された配線Ｔについて行われる導通検査に
ついて具体的に説明を行う。
【００６１】
　第一実施形態として、第一電圧値のみが設定される場合の基板検査装置１について説明
する。この場合、例えば、第一電圧値が２５０Ｖに設定される。次に、第一電圧値が設定
されると、検査対象の配線Ｔ導通検査が実施される。図５は、検査対象の配線として図中
の配線Ｔ１が選出されて、導通検査が実施される状態と示している。このとき、上記の選
出手段６により検査の順序に応じて切替手段７のスイッチ素子ＳＷのＯＮ／ＯＦＦ動作を
促す信号が送信される。検査対象の配線Ｔが設定されると、まず、配線Ｔの導通検査が実
施される（Ｓ１）。このとき、検出手段３は、検査対象の配線Ｔに供給される電圧値を検
出する。なお、この場合、検出手段３は、配線Ｔに電圧が印加され始めてから、導通検査
が実施されるまで、配線Ｔの電圧値を監視することになる。
【００６２】
　上記の電圧が印加されてから導通検査が実施されるまでの間、判定手段５は検出手段３
が検出する電圧値の変化を監視する。このとき、判定手段５が配線Ｔから検出される電圧
値が一定の増加率を有している場合には、判定手段５は交換情報を発信しないので、接触
子ＣＰに問題が無いことになり、継続的にこの接触子ＣＰを使用することになる。
【００６３】
　また、判定手段５は、電圧値が一定の増加率を有していない場合、具体的には、電圧値
が減少している場合には、判定手段５は交換情報を発信することになる。このため、接触
子ＣＰは異常ありと判断され、導通検査後にこの接触子ＣＰは交換されることになる。こ
のように、本発明のメンテナンス方法を用いることにより、検査対象物の検査が実施でき
なくなる前に、接触子ＣＰの交換時期を判断することができるようになる。このため、検
査対象物と接触子のコンタクト異常等の要因を低減することができ、コンタクト異常によ
るタクト低下を防止することができる。
【００６４】
　次に、第一電圧値と第二電圧値を設定する場合を説明する。第一電圧値と第二電圧値を
用いて接触子のメンテナンス管理を行う場合には、第一電圧値には検査対象物の導通検査
を行うための電圧リミット値が設定され、第二電圧値には接触子の異常を検査するための
電圧値として設定される。この場合、例えば、第一電圧値は１５０Vに設定され、第二電
圧値は２５０Vに設定される。
【００６５】
　次に、検査対象物の導通検査が実施されるため、電源手段２から電力が供給される。こ
の電源手段２からの電力は、第一電圧値を電圧リミットとして供給される。このとき、検
出手段３は検査対象物の電圧値を検出し続けており、電力が印加されてから導通検査が終
了するまで、その電圧値を検出して送信する。判断手段５は、この時系列に記憶される電
圧値の変化を算出する。そこで、判断手段５は、この時系列的な変化に対して、一定の増
加率を有しているか監視する。判断手段５が、一定の増加率であれば接触子ＣＰに異常無
しとして、導通検査が実施される。
【００６６】
　判断手段５が一定の増加率で電圧値が変化していないこと（例えば、電圧降下を検出）
を検出した場合には、電圧リミット値が第二電圧値へ切替られ、第一電圧値から第二電圧



(11) JP 2015-87272 A 2015.5.7

10

値までの電圧値の変化を判断手段５が監視することになる。判断手段５は、第一電圧値か
ら第二電圧値までの電圧変化が一定の増加率であるかどうか監視する。この場合、一定の
増加率であれば継続して導通検査が実施され、電圧降下等の一定の増加率でない場合には
接触子ＣＰの交換時期であると判断し、交換情報を送信することになる。
【符号の説明】
【００６７】
１・・・・・検査装置
２・・・・・電源手段
３・・・・・検出手段
５・・・・・判断手段
Ｔ・・・・・検査対象物

【図１】

【図２】

【図３】
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