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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント配線板用絶縁基板の少なくとも片面に設けられた導体パターンを各ピース毎に
電気検査するための前処理を行う導体パターンの電気検査用前処理方法であって、
　前記導体パターンを各ピース毎に外観検査して不良導体パターンを検出し、前記不良導
体パターンが検出された不良ピースについて前記不良導体パターンを構成する配線間を短
絡させるように導電性物質を付与することを特徴とする導体パターンの電気検査用前処理
方法。
【請求項２】
　前記導体パターンの検査では、前記不良ピースとして、短絡、断線又はそれらの虞があ
る不良導体パターンを少なくとも検出することを特徴とする請求項１に記載の導体パター
ンの電気検査用前処理方法。
【請求項３】
　前記導体パターンの検査として、前記プリント配線板用絶縁基板の前記導体パターンに
対応する領域に光を照射して前記導体パターンからの反射光又は前記プリント配線板用絶
縁基板を透過した透過光を光学的に読み取って前記導体パターンの不良を各ピース毎に外
観検査することを特徴とする請求項１又は２に記載の導体パターンの電気検査用前処理方
法。
【請求項４】
　前記導体パターンの表面に前記導体パターンよりも高い表面輝度を有するメッキ層が形
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成された状態で前記外観検査を行うことを特徴とする請求項３に記載の導体パターンの電
気検査用前処理方法。
【請求項５】
　前記プリント配線板用絶縁基板の前記導体パターン上に絶縁材料からなるソルダーレジ
スト層を形成する前に、前記不良ピースに前記導電性物質を付与することを特徴とする請
求項１～４の何れかに記載の導体パターンの電気検査用前処理方法。
【請求項６】
　前記導電性物質は、金属、カーボン、導電ペースト又はこれら各材料の中から少なくと
も１種を含む物質であることを特徴とする請求項１～５の何れかに記載の導体パターンの
電気検査用前処理方法。
【請求項７】
　前記プリント配線板用絶縁基板が、電子部品実装用フィルムキャリアテープ用絶縁基板
、ＦＰＣ用絶縁基板、又はリジッドＰＷＢ用絶縁基板であることを特徴とする請求項１～
６の何れかに記載の導体パターンの電気検査用前処理方法。
【請求項８】
　請求項１～７の何れかに従って前記導体パターンの電気検査用前処理を実施し、その後
、前記導体パターンを各ピース毎に電気検査して少なくとも前記不良導体パターンを検出
し、前記不良ピースに不良表示マークを形成することを特徴とする導体パターンの電気検
査方法。
【請求項９】
　プリント配線板用絶縁基板の少なくとも片面に設けられた導体パターンを各ピース毎に
電気検査するための前処理を行う導体パターンの電気検査用前処理装置であって、
　前記導体パターンを各ピース毎に外観検査して不良導体パターンを検出する不良導体パ
ターン検出手段と、前記不良導体パターン検出手段での検出結果に基づいて前記不良導体
パターンが検出された不良ピースについて前記不良導体パターンを構成する配線間を短絡
させるように導電性物質を付与する導電性物質付与手段とを具備することを特徴とする導
体パターンの電気検査用前処理装置。
【請求項１０】
　前記不良導体パターン検出手段は、前記不良ピースとして、短絡、断線又はそれらの虞
がある不良導体パターンを少なくとも検出するものであることを特徴とする請求項９に記
載の導体パターンの電気検査用前処理装置。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の不良導体パターン検出手段及び前記導電性物質付与手段と、
前記導体パターンを各ピース毎に電気検査して少なくとも前記不良導体パターンを検出す
る電気検査手段と、前記電気検査手段での検査結果に基づいて前記不良ピースに不良表示
マークを形成する不良表示マーク形成手段とを具備することを特徴とする導体パターンの
電気検査装置。
【請求項１２】
　プリント配線板用絶縁基板と、前記プリント配線板用絶縁基板の少なくとも片面に設け
られた導体パターンとを少なくとも具備し、前記導体パターンのピース群の中には、少な
くとも不良導体パターンを有する不良ピースが含まれ、且つ前記不良ピース内には、導電
性物質からなる短絡部が設けられ、前記短絡部によって前記不良導体パターンを構成する
配線間が短絡していることを特徴とする検査済みプリント配線板。
【請求項１３】
　プリント配線板用絶縁基板と、前記プリント配線板用絶縁基板の少なくとも片面に設け
られた導体パターンとを少なくとも具備し、前記導体パターンのピース群の中には、少な
くとも不良導体パターンを有する不良ピースが含まれ、且つ前記不良ピース内には、導電
性物質からなる短絡部が設けられ、前記短絡部によって前記不良導体パターンを構成する
配線間が短絡しており、前記不良ピースには、電気検査の結果に基づく不良表示マークが
形成されていることを特徴とする検査済みプリント配線板。
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【請求項１４】
　電子部品実装用フィルムキャリアテープ、ＦＰＣ、又はリジッドＰＷＢであることを特
徴とする請求項１２又は１３に記載の検査済みプリント配線板。
【請求項１５】
　請求項１２～１４の何れかに記載の検査済みプリント配線板の少なくとも正常な導電パ
ターンに対して電子部品が電気的に接続されたものであることを特徴とする検査済み半導
体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品を実装するために用いるＴＡＢ（Tape　Automated　Bonding）テー
プ、ＣＯＦ（Chip　On　Film）テープ、ＣＳＰ（Chip　Size　Package）テープ、ＢＧＡ
（Ball　Grid　Array）テープ、μ－ＢＧＡ（μ－Ball　Grid　Array）テープ、ＡＳＩＣ
（Application　Specific　Integrated　Circuit）テープ、２メタルテープ等の電子部品
実装用フィルムキャリアテープ（以下、単に「電子部品実装用フィルムキャリアテープ」
という）や、ＦＰＣ（Flexible　Print　Circuit）、あるいは絶縁基板がリジッドである
リジッドＰＷＢ（Printed　Wiring　Board）等の製造にそれぞれ用いられる長尺状の電子
部品実装用フィルムキャリアテープ用絶縁基板、シート状のＦＰＣ用絶縁基板、リジッド
ＰＷＢ用絶縁基板（以下、単に「絶縁基板」ともいう）の少なくとも片面に設けられた導
体パターンの電気検査用前処理方法、導体パターンの電気検査方法、導体パターンの電気
検査用前処理装置、導体パターンの電気検査装置、検査済みプリント配線板、及び検査済
み半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロニクス産業の発達に伴い、ＩＣ（集積回路）、ＬＳＩ（大規模集積回路）等
の電子部品を実装するプリント配線板の需要が急激に増加し、電子機器の小型化、高機能
化が要望され、プリント配線板の導体パターンが高密度化している。このプリント配線板
とは、一般的に、電気絶縁性基板の外層あるいは内層の少なくとも一方に電気良導体金属
で形成された電気配線図形を有するものである。
【０００３】
　ここで、このようなプリント配線板の１つである電子部品実装用フィルムキャリアテー
プは、例えば、ポリイミドからなる絶縁基板に、例えば、搬送用のスプロケットホール、
半田ボール又は金属バンプ搭載用のラウンド穴あるいはボンディング用のデバイスホール
等の打抜き穴を形成した後に、例えばスプロケットホールを用いて絶縁基板を搬送しなが
ら、絶縁基板の表面に設けられた銅箔をパターニングすることにより導体パターンを形成
し、その後、必要に応じて導体パターン上にソルダーレジスト層を形成する工程、導体パ
ターンの端子部に金属メッキ層を形成する工程等を経て製造される。また、ＢＧＡテープ
等の電子部品実装用フィルムキャリアテープでは、絶縁基板を打抜くことによりラウンド
穴等の打抜き穴を形成した後に、例えば、金属バンプ、半田ボール等をラウンド穴に搭載
することで配線パターンと電子部品とが接続されるようになっている。
【０００４】
　このような電子部品実装用フィルムキャリアテープ等のプリント配線板は、導体パター
ンに短絡や断線等の不良（欠陥）があると、製品の品質に対する信頼性が著しく損なわれ
てしまうため、例えば、製造途中に導体パターンの外観検査を行うのが一般的である。
【０００５】
　また、導体パターンの外観検査としては、目視検査が一般的であるが、この目視検査は
完全ではなく見落としがあるため、導体パターンを光学的に認識し、検査基準となる標準
パターンと比較して検査を行うＡＯＩ（自動外観検査装置）を用いる場合がある。
【０００６】
　このようなＡＯＩ、あるいは目視検査による外観検査の終了後には、通常、検査結果に
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基づいて、正常なピースと不良ピースとをその後に識別することができるようにするため
に、その不良ピースに対して、例えば、インキの塗布やパンチング等によって不良予備表
示マークを形成している（例えば、特許文献１参照）。また、このような外観検査の後に
電気検査を行う場合には、その検査結果に基づいて、例えば、半導体チップ（ＩＣチップ
）搭載予定部分等を打抜いて、不良表示マークを形成することも行われている。
【０００７】
　なお、このような不良表示マークについては、客先毎に、あるいは製品毎に異なる指定
がなされることもあるため、プリント配線板を製造する側では、例えば、外観検査等の検
査工程において統一した表示方法を用いて不良予備表示マークを形成し、それ以降に適宜
実施される電気検査等の後に指定された不良表示マークを最終工程で形成することが多い
。これは、外観検査等の検査工程後に実施される検査工程（例えば、電気検査工程等）に
おいて、客先又は製品に対応した不良表示マークを一括して形成することにより、合理的
に処理することができるからである。
【０００８】
　ここで、インキの塗布による不良予備表示マークは、その後に行う不良表示マークを形
成する工程において不良予備表示マークの有無を目視判断しなくてはならず、仮に外観検
査が完全であったとしても、その最終的な目視判断において不良予備表示マークを見落と
してしまう場合がある。
【０００９】
　一方、パンチングによる不良予備表示マークは、一般的に、打抜き装置（金型）を用い
、外観検査の検査結果に基づいて、スクリーン印刷法によるソルダーレジスト塗布工程に
おいてステージを汚す等のトラブルを避けるために、ソルダーレジスト塗布領域の外側の
領域において、不良ピースの一部を打抜いて、微小なパンチング孔を形成することで行わ
れる。しかしながら、このようなパンチングによる不良表示マークの形成方法では、微小
なパンチング孔を形成するため、パンチング時に、金属片が飛散したり、あるいは打抜き
カス（金属片を含むカス）が打抜きピンの先端面に付着し、そのまま絶縁基板の導体パタ
ーン側に持ち上げられてしまう、いわゆるカス上がりが発生したりしてしまう。なお、こ
のカス上がりは、パンチング孔の大きさが小さいほど発生し易い傾向にある。
【００１０】
　そして、これらの金属片や打抜きカスが、正常な導体パターンのピース内に飛散してし
まうと、その導体パターンが短絡してしまうという問題が発生する。このように外観検査
において正常として処理された導体パターンが、飛散した金属片や打抜きカスによって短
絡してしまうと、歩留まりが低下するだけでなく、検査に対する信頼性が低下してしまう
という問題がある。また、製品として出荷したプリント配線板に対する信頼性が低下し、
場合によっては、不良にもかかわらず正常として処理された導体パターンに対して半導体
チップ等の電子部品が実装されてしまうと、最終製品の品質に対する信頼性についても低
下してしまうという問題がある。
【００１１】
　また、金属片や打抜きカスが飛散した時点においては、導体パターンが短絡していなく
ても、その後に何らかの形で、金属片又は打抜きカスによって導体パターンが短絡してし
まう虞もあり、その短絡した時点が電子部品の実装後であると、製品不良又は故障という
最悪な結果となり、検査の信頼性及び製品の品質に対する信頼性が著しく低下してしまう
という問題もある。特に、このような打抜きカスによる短絡の問題は、近年、パターンの
高密度化に伴って急増している。
【００１２】
　なお、パンチング孔の縁部に打抜きカスが切れずに残ってしまう、いわゆるカス浮きが
生じた場合には、その残留打抜きカスが、後工程、例えば、ソルダーレジスト層を形成す
る工程等において欠落し、流出する虞もあり、この打抜きカスによって絶縁基板等に打痕
や傷等が形成され、製品の品質に対する信頼性が低下してしまうという問題が発生する。
また、このような打抜きカスが電子部品実装ラインまで残留していて、その段階で流出す
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ると、製品の品質に対する信頼性がさらに低下してしまうという問題もある。
【００１３】
【特許文献１】特開２００１－１６０５７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上述した事情に鑑み、検査の信頼性及び製品の品質に対する信頼性を高める
ことができる導体パターンの電気検査用前処理方法、導体パターンの電気検査方法、導体
パターンの電気検査用前処理装置、導体パターンの電気検査装置、検査済みプリント配線
板、及び検査済み半導体装置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】
【００１５】
　上記目的を達成するための第１の態様は、プリント配線板用絶縁基板の少なくとも片面
に設けられた導体パターンを各ピース毎に電気検査するための前処理を行う導体パターン
の電気検査用前処理方法であって、前記導体パターンを各ピース毎に外観検査して不良導
体パターンを検出し、前記不良導体パターンが検出された不良ピースについて前記不良導
体パターンを構成する配線間を短絡させるように導電性物質を付与することを特徴とする
導体パターンの電気検査用前処理方法にある。
【００１６】
　かかる第１の態様では、電気検査の前処理として不良導体パターンを強制的に短絡させ
ることにより、その後に行う電気検査において不良導体パターンを正確に検出することが
できる。したがって、検査の信頼性及び製品の品質に対する信頼性を高めることができる
。
【００１７】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記導体パターンの検査では、前記不良
ピースとして、短絡、断線又はそれらの虞がある不良導体パターンを少なくとも検出する
ことを特徴とする導体パターンの電気検査用前処理方法にある。
【００１８】
　かかる第２の態様では、電気検査において短絡、断線又はそれらの虞がある不良導体パ
ターンを正確に検出することができる。
【００１９】
　本発明の第３の態様は、第１又は２の態様において、前記導体パターンの検査として、
前記プリント配線板用絶縁基板の前記導体パターンに対応する領域に光を照射して前記導
体パターンからの反射光又は前記プリント配線板用絶縁基板を透過した透過光を光学的に
読み取って前記導体パターンの不良を各ピース毎に外観検査することを特徴とする導体パ
ターンの電気検査用前処理方法にある。
【００２０】
　かかる第３の態様では、導体パターンを光学的に読み取って検査基準となる標準パター
ンと比較することで、導体パターンの良否判定を正確に行うことができ、導体パターンの
検査に対する信頼性を高めることができる。
【００２１】
　本発明の第４の態様は、第３の態様において、前記導体パターンの表面に前記導体パタ
ーンよりも高い表面輝度を有するメッキ層が形成された状態で前記外観検査を行うことを
特徴とする導体パターンの電気検査用前処理方法にある。
【００２２】
　かかる第４の態様では、導体パターンの表面輝度をメッキ層によって高めることにより
、光学的に読み取れる導体パターンの表面積が広がるため、導体パターンの良否判定をよ
り正確に行うことができ、検査の信頼性及び製品の品質に対する信頼性をさらに高めるこ
とができる。
【００２３】
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　本発明の第５の態様は、第１～４の何れかの態様において、前記プリント配線板用絶縁
基板の前記導体パターン上に絶縁材料からなるソルダーレジスト層を形成する前に、前記
不良ピースに前記導電性物質を付与することを特徴とする導体パターンの電気検査用前処
理方法にある。
【００２４】
　かかる第５の態様では、導体パターン全体を検査対象とすることができ、検査の信頼性
及び製品の品質に対する信頼性をさらに高めることができる。
【００２５】
　本発明の第６の態様は、第１～５の何れかの態様において、前記導電性物質は、金属、
カーボン、導電ペースト又はこれら各材料の中から少なくとも１種を含む物質であること
を特徴とする導体パターンの電気検査用前処理方法にある。
【００２６】
　かかる第６の態様では、不良ピース内の導体パターンを比較的容易に且つ確実に短絡さ
せることができる。
【００２７】
　本発明の第７の態様は、第１～６の何れかの態様において、前記プリント配線板用絶縁
基板が、電子部品実装用フィルムキャリアテープ用絶縁基板、ＦＰＣ用絶縁基板、又はリ
ジッドＰＷＢ用絶縁基板であることを特徴とする導体パターンの電気検査用前処理方法に
ある。
【００２８】
　かかる第７の態様では、色々な種類のプリント配線板の製造時における導体パターンの
検査に適用することができる。
【００２９】
　本発明の第８の態様は、第１～７の何れかの態様に従って前記導体パターンの電気検査
用前処理を実施し、その後、前記導体パターンを各ピース毎に電気検査して少なくとも前
記不良導体パターンを検出し、前記不良ピースに不良表示マークを形成することを特徴と
する導体パターンの電気検査方法にある。
【００３０】
　かかる第８の態様では、電気検査の検査結果に基づいて不良表示マーク（例えば、打抜
きカスによるトラブルが発生し難い大きさのパンチング孔等）を形成することにより、そ
の後に、正常なピースと不良ピースとを比較的容易に識別することができる。
【００３１】
　本発明の第９の態様は、プリント配線板用絶縁基板の少なくとも片面に設けられた導体
パターンを各ピース毎に電気検査するための前処理を行う導体パターンの電気検査用前処
理装置であって、前記導体パターンを各ピース毎に外観検査して不良導体パターンを検出
する不良導体パターン検出手段と、前記不良導体パターン検出手段での検出結果に基づい
て前記不良導体パターンが検出された不良ピースについて前記不良導体パターンを構成す
る配線間を短絡させるように導電性物質を付与する導電性物質付与手段とを具備すること
を特徴とする導体パターンの電気検査用前処理装置にある。
【００３２】
　かかる第９の態様では、不良導体パターンを有する不良ピースに導電性物質付与手段に
よって導電性物質を付与して不良導体パターンを強制的に短絡させることにより、その後
に行う電気検査において不良導体パターンを正確に検出することができる。したがって、
検査の信頼性及び製品の品質に対する信頼性を高めることができる。
【００３３】
　本発明の第１０の態様は、第９の態様において、前記不良導体パターン検出手段は、前
記不良ピースとして、短絡、断線又はそれらの虞がある不良導体パターンを少なくとも検
出するものであることを特徴とする導体パターンの電気検査用前処理装置にある。
【００３４】
　かかる第１０の態様では、電気検査において短絡、断線又はそれらの虞がある不良導体
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パターンを正確に検出することができる。
【００３５】
　本発明の第１１の態様は、第９又は１０の態様の前記不良導体パターン検出手段及び前
記導電性物質付与手段と、前記導体パターンを各ピース毎に電気検査して少なくとも前記
不良導体パターンを検出する電気検査手段と、前記電気検査手段での検査結果に基づいて
前記不良ピースに不良表示マークを形成する不良表示マーク形成手段とを具備することを
特徴とする導体パターンの電気検査装置にある。
【００３６】
　かかる第１１の態様では、不良表示マーク形成手段によって不良ピースに不良表示マー
ク（例えば、パンチング孔等）を形成することにより、その後に、正常なピースと不良ピ
ースとを比較的容易に識別することができる。
【００３７】
　本発明の第１２の態様は、プリント配線板用絶縁基板と、前記プリント配線板用絶縁基
板の少なくとも片面に設けられた導体パターンとを少なくとも具備し、前記導体パターン
のピース群の中には、少なくとも不良導体パターンを有する不良ピースが含まれ、且つ前
記不良ピース内には、導電性物質からなる短絡部が設けられ、前記短絡部によって前記不
良導体パターンを構成する配線間が短絡していることを特徴とする検査済みプリント配線
板にある。
【００３８】
　かかる第１２の態様では、製品の検査及び品質に対する高い信頼性を得ることができる
と共に、電気検査によって不良導体パターン（不良ピース）を確実に検出することができ
る検査済みプリント配線板を実現することができる。
【００３９】
　本発明の第１３の態様は、プリント配線板用絶縁基板と、前記プリント配線板用絶縁基
板の少なくとも片面に設けられた導体パターンとを少なくとも具備し、前記導体パターン
のピース群の中には、少なくとも不良導体パターンを有する不良ピースが含まれ、且つ前
記不良ピース内には、導電性物質からなる短絡部が設けられ、前記短絡部によって前記不
良導体パターンを構成する配線間が短絡しており、前記不良ピースには、電気検査の結果
に基づく不良表示マークが形成されていることを特徴とする検査済みプリント配線板にあ
る。
【００４０】
　かかる第１３の態様では、製品の検査及び品質に対する高い信頼性を得ることができる
と共に、不良表示マークを識別する又は電気検査によって、不良導体パターン（不良ピー
ス）を確実に検出することができる検査済みプリント配線板を実現することができる。
【００４１】
　本発明の第１４の態様は、第１２又は１３の態様において、電子部品実装用フィルムキ
ャリアテープ、ＦＰＣ、又はリジッドＰＷＢであることを特徴とする検査済みプリント配
線板にある。
【００４２】
　かかる第１４の態様では、製品の検査及び品質に対する高い信頼性を得ることができる
と共に電気検査によって不良導体パターン（不良ピース）を確実に検出することができる
色々な種類の検査済みプリント配線板を実現することができる。
【００４３】
　本発明の第１５の態様は、第１２～１４の何れかの態様の検査済みプリント配線板の少
なくとも正常な導電パターンに対して電子部品が電気的に接続されたものであることをこ
とを特徴とする検査済み半導体装置にある。
【００４４】
　かかる第１５の態様では、半導体チップ（ＩＣチップ）等の電子部品を実装後に行う電
気検査において不良ピースを確実に検出することができると共に、正常な導体パターンと
電子部品とが良好に接続された検査済み半導体装置を比較的容易に実現することができる
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。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明によれば、電気検査の前処理として不良導体パターンの不良ピース内に導電性物
質を付与し、この導電性物質によって不良導体パターンを強制的に短絡させることにより
、その後に行う電気検査において不良導体パターン（不良ピース）を正確に検出すること
ができ、検査の信頼性及び製品の品質に対する信頼性を高めることができる。また、本発
明では、電気検査の検査結果に基づいて、例えば、客先が指定した最終不良表示マーク等
の不良表示マークを不良ピースに正確に付与することができ、製品の検査及び品質に対す
る高い信頼性を有する検査済みプリント配線板及び検査済み半導体装置を比較的容易に実
現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　以下、本発明に係る導体パターンの電気検査用前処理装置として、プリント配線板の１
つである電子部品実装用フィルムキャリアテープの製造ラインに導入した導体パターンの
電気検査前処理装置を例示して説明するが、本発明は、以下の実施形態に限定されるもの
ではなく、電子部品実装用フィルムキャリアテープの他、ＦＰＣや、ガラスエポキシ樹脂
等のリジッドな絶縁基板を用いたリジッドＰＷＢ等のプリント配線板についても対象とし
ている。
【００４７】
　（実施形態１）
　図１は、導体パターンの上面図及び本発明の実施形態１に係る導体パターンの電気検査
用前処理装置の概略構成図である。図２は、図１の電気検査用前処理装置の要部拡大図で
ある。ここで、電子部品実装用フィルムキャリアテープの製造においては、絶縁基板（絶
縁フィルム）の少なくとも片面に設けられた導体パターンの検査を行った後に、導体パタ
ーンの電気検査を行うが、本発明の電気検査用前処理装置は、この電気検査前に行われる
導体パターンの外観検査に適用されるものである。特に、高密度化された導体パターンに
おいては、このような製造途中に行う導体パターンの検査の必要性は非常に高い。
【００４８】
　具体的には、本発明の電気検査用前処理装置は、図１（ａ）に示すような長尺の絶縁基
板１０の片面に設けられた導体層１１をパターニングして形成された導体パターン１２を
各ピース毎に電気検査するための前処理を行う装置である。なお、絶縁基板１０の片面に
は、導体パターン１２がその長手方向に沿って複数ピース設けられ、絶縁基板１０の幅方
向両端部には、搬送用のスプロケットホール１３が長手方向に亘って複数個設けられてい
る。
【００４９】
　本発明の電気検査用前処理装置は、図１（ｂ）に示すように、導体パターン１２が少な
くとも片面に設けられた絶縁基板１０を巻き出す第１リール２０と、各導体パターン１２
を各ピース毎に検査して不良導体パターンを検出する不良導体パターン検出手段３０と、
外観検査において不良導体パターンが検出された不良ピース内に導電性物質を付与する導
電性物質付与手段４０と、第１リール２０から巻き出された絶縁基板１０を連続的に巻き
取る第２リール５０とで構成されている。
【００５０】
　そして、このような構成の電気検査用前処理装置では、絶縁基板１０を第１リール２０
から第２リール５０に向かって複数の案内ローラ６０を介して搬送しながら、これら第１
リール２０と第２リール５０との間に配置された不良導体パターン検出手段３０によって
導体パターン１２の検査を行うと共に導電性物質付与手段４０によって不良導体パターン
を有する不良ピース内に導電性物質を付与して不良導体パターンを強制的に短絡させる電
気検査の前処理を連続的に行うようになっている。
【００５１】
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　ここで、不良導体パターン検出手段３０としては、例えば、本実施形態では、絶縁基板
１０の導体パターン１２側から光を照射してその反射光を光学的に読み取って導体パター
ン１２の欠陥を検査することのできる自動外観検査装置を用いた。
【００５２】
　具体的には、この不良導体パターン検出手段３０である自動外観検査装置では、まず、
絶縁基板１０の検査対象となる導体パターン１２が設けられた片面を図中上方に向けた状
態で搬送ギア（図示なし）等により搬送し、搬送方向の上流側及び下流側に向かって所定
のテンションで引張り、その状態のまま、受け台３１の凹部３２に固定する（図２（ａ）
参照）。なお、図示しないが、絶縁基板１０を上流側及び下流側で図中上方からゴムロー
ラで受け台に対して押圧し、絶縁基板１０を一時的に固定するようにしてもよい。
【００５３】
　次に、絶縁基板１０の図中上方、すなわち、導体パターン１２が形成された片面側にＣ
ＣＤ（Charge Coupled Device）カメラ３３を囲むように配置された光源３４により、導
体パターン１２全体を照射し、この導体パターン１２から反射した反射光をＣＣＤカメラ
３３によって光学的に読み取る。そして、図示しない画像処理部により、例えば、読み取
った導体パターン１２と、検査基準となる標準パターンとを重ね合わせて照合することで
、不良導体パターンの有無を検査する。
【００５４】
　なお、本発明にかかる導体パターンの検査においては、基本的に、短絡、断線又はそれ
らの虞がある不良導体パターンの有無を検査するが、勿論これに限定されず、このような
導体パターンの電気的な不良だけでなく、電気検査では検出できない不良、例えば、絶縁
基板の折れ、染み、汚れ、異物付着、導体パターンの剥がれ等についても検査し、これら
を含めて、不良ピースとして検出するのが好ましい。
【００５５】
　一方、導電性物質付与手段４０は、不良導体パターン検出手段３０による外観検査の結
果に基づいて、不良導体パターンの不良ピース内に、導電性物質を付与するものである。
なお、本発明において、この導電性物質の付与には、例えば、導電性物質の塗布、転写、
噴射（吐出）、貼着等の行為が含まれる。このような導電性物質付与手段４０としては、
対象となる導体パターンに応じて適宜選択すればよく、例えば、シリンジやノズル等を用
いたディスペンサ装置、インクジェット等の印刷装置、あるいは、ローラやブラシ等によ
り導電性物質を塗布する装置、接着性と導電性とを有したシール又はリボン等を貼り付け
る装置、配線間スペース距離よりも大きな直径を持つ円柱状あるいは角柱状等の導電性を
有する固体物質（例えば、リベット）等を不良導体パターンにプレスで圧入して配線間を
短絡させる装置等が挙げられるが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００５６】
　例えば、本実施形態の導電性物質付与手段４０は、図２（ｂ）に示すように、上述した
不良導体パターン検出手段３０と同様に絶縁基板１０が凹部４２を介して受け台４１に固
定されるようになっており、絶縁基板１０の導体パターン１２側には、導電性物質を貯蔵
及び管理する貯蔵管理装置（例えば、タンク等）４３が配置されている。そして、この貯
蔵管理装置４３の絶縁基板１０に対向する位置には、不良ピース内に導電性物質を付与す
るための冶具（例えば、ノズル等）４４が設置されている。なお、絶縁基板１０の導体パ
ターン１２側とは反対側、すなわち、裏面側には、本実施形態では、絶縁基板１０を支持
する支持台４５が配置されている。これにより、絶縁基板１０の弛みがなくなり、不良ピ
ースの導体パターン１２に導電性物質を正確に付与することができる。
【００５７】
　また、このような導電性物質付与手段４０によって付与される導電性物質としては、特
に限定されないが、例えば、粉末状や繊維状などの、金、銀、銅、鉄、アルミニウム等の
金属の他、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）やカーボン等が含まれた速乾性の物質（例えば、
導電ペースト）が挙げられ、これらの中でも、比較的安価なカーボンが含まれた物質を用
いるのが量産性の点で好ましい。また、場合によっては、例えば、紫外線（ＵＶ）硬化型
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樹脂等の樹脂材料にこのような導電性物質を混合したものでもよい。これにより、例えば
、ＵＶ等の光照射によって、速乾性を担保できる。勿論、本発明はこれらに限定されず、
接着性と導電性とを有する金属箔、あるいは有機フィルムの片面に設けられた導電層等を
導電性物質として採用してもよい。なお、本実施形態では、導電性物質として、導電性樹
脂ペーストである「ＤＯＴＩＴＥ（ドータイト）：型番Ｄ－５５０（Ａｇ重量比率７０％
以上）」（藤倉化成株式会社製）を用いた。
【００５８】
　ここで、このような導電性物質を付与する対象となる不良導体パターンは、検査におい
て検出された短絡、断線又はそれらの虞がある導体パターンのことであり、その一例を図
３に示す。なお、図３は、不良導体パターンの要部拡大平面図である。例えば、図３（ａ
）に示すような不良導体パターン１２Ａは、導体パターン１２を構成する配線１２ａ間に
おいて、一方の配線１２ａから他方の配線１２ａに向かって伸びる金属突出部７０によっ
て、現状では短絡していないが、将来何らかの形（例えば、金属イオンマイグレーション
現象等の影響）で、短絡する虞がある。一方、図３（ｂ）に示すような不良導体パターン
１２Ｂは、導体パターン１２を構成する１つの配線１２ａの幅が部分的に狭くなった切り
欠き部８０が形成され、現状では断線していないが、将来何らかの形（例えば、折り曲げ
等の影響）で、断線する虞がある。
【００５９】
　このような不良導体パターン１２Ａ及び１２Ｂは、電気検査において短絡又は断線して
いなければ正常な導体パターン１２として処理されてしまい、この電気検査の後に短絡又
は断線してしまうと、検査の信頼性及び製品の品質に対する信頼性が著しく低下してしま
う。本発明の電気検査用前処理装置では、特にこのような短絡又は断線の虞がある不良導
体パターン１２Ａ及び１２Ｂを不良導体パターン検出手段３０によって検出し、導電性物
質付与手段４０によって不良導体パターン１２Ａ及び１２Ｂの不良ピース内に導電性物質
を付与し、これら不良導体パターン１２Ａ及び１２Ｂを強制的に短絡させることにより、
その後に行う電気検査において、不良導体パターン１２Ａ及び１２Ｂを正確に検出するこ
とができる。
【００６０】
　以下、図４及び図５を参照して、本実施形態の電気検査用前処理装置を外観検査に適用
したＣＯＦ（Chip　On　Film）フィルムキャリアテープの製造方法の一例について具体的
に説明する。なお、図４は、ＣＯＦフィルムキャリアテープの製造工程の一例を示す断面
図である。
【００６１】
　図４（ａ）に示すように、絶縁基板１０上に導体層１１を形成したＣＯＦ用積層フィル
ム９０を用意する。次に、図４（ｂ）に示すように、パンチング等によって、ＣＯＦ用積
層フィルム９０を貫通させてスプロケットホール１３を形成する。このスプロケットホー
ル１３は、ＣＯＦ用積層フィルム９０の導体層１１側の表面上から形成してもよく、また
、絶縁基板１０側の裏面から形成してもよい。次いで、図４（ｃ）に示すように、一般的
なフォトリソグラフィー法を用いて、導体層１１上の導体パターン１２が形成される領域
に亘ってフォトレジスト材料塗布溶液を塗布してフォトレジスト材料塗布層１００を形成
する。さらに、スプロケットホール１３内に位置決めピン（図示なし）を挿入してＣＯＦ
用積層フィルム９０の位置決めを行った後、フォトマスク１１０を介して露光し、その後
、現像することで、フォトレジスト材料塗布層１００をパターニングして、図４（ｄ）に
示すような導体パターン用レジストパターン１２０を形成する。
【００６２】
　次に、導体パターン用レジストパターン１２０をマスクパターンとして導体層１１をエ
ッチング液で溶解して除去し、さらに導体パターン用レジストパターン１２０をアルカリ
溶液等にて溶解除去することにより、図４（ｅ）に示すような導体パターン１２を形成す
る（図１（ａ）参照）。
【００６３】
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　以上が導体パターン１２を形成する製造プロセスである。次に、本実施形態では、図２
（ａ）及び図２（ｂ）に示す電気検査用前処理装置によって導体パターン１２の外観検査
を行うと共にこの外観検査によって検出された不良導体パターンについて電気検査のため
の前処理を行うようにした。
【００６４】
　具体的には、まず、不良導体パターン検出手段３０の光源３４により、導体パターン１
２に対して光を照射し、その反射光をＣＣＤカメラ３３によって読み取る。そして、予め
用意されている標準パターンと、ＣＣＤカメラ３３によって読み取った導体パターンとを
重ね合わせて照合し、導体パターン１２に不良があるか否かを検査する。
【００６５】
　次に、外観検査の結果に基づき、導電性物質付与手段４０によって不良導体パターンの
不良ピース内に導電性物質を付与する。具体的には、不良導体パターンを構成する配線間
を跨ぐように導電性物質を付与し、この導電性物質によって不良導体パターンを短絡させ
る。なお、本発明では、不良導体パターンが短絡するように導電性物質を付与すればよく
、導電性物質を付与する位置や、導電性物質の大きさ又は形状等については特に限定され
ないが、好ましくは、電気検査に支障がないように導電性物質を付与するのがよい。
【００６６】
　このように電気検査用前処理を行った後は、電気検査を直ぐに行ってもよいが、本実施
形態では、図４（ｆ）に示すように、例えば、スクリーン印刷法を用いて、導体パターン
１２上に、ソルダーレジスト材料を塗布し、所定の加熱処理を行うことで、ソルダーレジ
スト層１４を形成し、このソルダーレジスト層１４で覆われていない導体パターン１２の
面上にスズメッキ層１５を形成し、図示しないエンボススペーサを間に挟んでリールに巻
き取り、約８０～２００℃で加熱処理を行った。その後、図示しないが、導体パターン１
２の電気検査を行う。この電気検査では、例えば、導体パターン１２を構成する配線１２
ａに対して個別にプローブピンを接触させて行う。
【００６７】
　このような電気検査では、この電気検査前の外観検査後に不良導体パターンを強制的に
短絡させているので、不良導体パターンを正確に検出することができる。したがって、検
査の信頼性及び製品の品質に対する信頼性を高めることができる。
【００６８】
　また、本発明では、従来のように外観検査後にパンチングによって不良予備表示マーク
（パンチング孔）を形成する代わりに、不良導体パターンの不良ピース内に導電性物質を
付与し、その不良導体パターンを短絡させているので、外観検査後に金属片や打抜きカス
等は発生しない。すなわち、これら金属片や打抜きカスがその他の導体パターン１２の正
常なピース内に飛散することはなく、導体パターン１２が短絡してしまうのを確実に防止
することができる。また、従来のようにパンチング孔を形成しないため、パンチング孔の
縁部に打抜きカスが切れずに残ってしまう、いわゆるカス浮きが生じることもない。すな
わち、パンチング孔の縁部に残った打抜きカスによって、絶縁基板等に打痕や傷等が形成
されてしまうのを確実に防止することができる。したがって、検査の信頼性及び製品の品
質に対する信頼性をより高めることができ、歩留まりを向上することもできる。
【００６９】
　なお、従来のパンチング孔による不良予備表示マークでは、導体パターン上にソルダー
レジスト層を形成する場合において、パンチング孔がソルダーレジスト材料を塗布する塗
布領域に形成されていると、ソルダーレジスト材料がパンチング孔を通過して絶縁基板の
裏面に流れ、ソルダーレジスト塗布装置のステージ等が汚れてしまうことが考えられる。
本実施形態では、パンチング孔を形成する代わりに導電性物質を付与しているので、ソル
ダーレジスト塗布装置のステージ等が汚れることはない。
【００７０】
　（実施形態２）
　図５は、本発明の実施形態２に係る電気検査前処理装置を示す概略である。上述した実
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施形態１では、導電性物質として導電性樹脂ペーストを付与する電気検査用前処理装置を
例示して説明したが、本実施形態の電気検査用前処理装置は、図５（ａ）及び図５（ｂ）
に示すように、絶縁基板１０の表面側に配置された打抜き装置２１０によって金属箔３０
０を打抜き、その打抜いた金属箔３００Ａを不良ピースに貼り付ける貼り付け装置とした
。
【００７１】
　具体的には、本実施形態の電気検査用前処理装置は、絶縁基板１０の導体パターン１２
側に配置された打抜き装置２１０と、絶縁基板１０の裏面側に配置された支持装置２２０
とで構成されている。打抜き装置２１０は、金属箔３００を打抜くポンチ２１１と、この
ポンチ２１１が挿入される貫通孔２１２が設けられたダイ２１３とで構成され、ポンチ２
１１がダイ２１３の表面に設置される金属箔３００を打抜くようになっている。一方、支
持装置２２０は、絶縁基板１０を支持する支持板２２１と、この支持板２２１を絶縁基板
１０に対して上下に移動自在に保持する保持部２２２とで構成されている。
【００７２】
　そして、このような電気検査用前処理装置では、図５（ｂ）に示すように、打抜き装置
２１０のポンチ２１１によって打抜かれた金属箔３００Ａを、そのまま貫通孔２１２を介
して絶縁基板１０の表面に押し付けると共に、絶縁基板１０の金属箔３００Ａが押し付け
られた部分に対応する裏面を支持板２２１によって支持するようになっている。すなわち
、打抜かれた金属箔３００Ａは、支持板２２１により支持された絶縁基板１０の不良導体
パターン１２に対してポンチ２１１で押圧され、絶縁基板１０の不良導体パターン１２に
圧着されるようになっている。これにより、不良導体パターン１２に金属箔３００Ａが貼
り付けられ、短絡部が形成される。このような構造としても、上述した実施形態１と同様
の効果を得ることができる。なお、金属箔３００は、絶縁基板１０の不良導体パターン１
２に圧着される面側だけに接着性を有し、圧着によりその接着性を発揮する。本実施形態
では、金属箔３００をダイ２１３に対して圧着することなく打抜くようにした。このため
、金属箔３００がダイ２１３の上面に張り付くことはなく、打抜かれた金属箔３００Ａは
、不良導体パターン１２に圧着され、そのまま接着して剥がれることはない。また、この
打抜かれた金属箔３００Ａは、ポンチ２１１の先端面に張り付くこともない。
【００７３】
　（他の実施形態）
　以上、本発明を実施形態１及び２に基づいて説明したが、本発明は、上述した実施形態
１及び２に限定されるものではない。例えば、上述した実施形態１では、冶具（例えば、
ノズル等）４４によって不良ピース内に導電性物質を付与するようにしたが、勿論これに
限定されず、例えば、長尺状のフィルムの表面に導電性と接着性とを有する導電層が設け
られた転写用テープ（例えば、テープ幅約３～６ｍｍ）を用い、その導電層側を不良導体
パターンに押圧して転写し、不良導体パターンの配線間を跨ぐ短絡部を形成するようにし
てもよい。
【００７４】
　また、上述した実施形態１では、ＣＯＦフィルムキャリアテープの製造において、ソル
ダーレジスト層を形成する前に導体パターンの検査及び電気検査用前処理を行ったが、勿
論これに限定されず、ソルダーレジスト塗布工程後、あるいは、メッキ工程後等において
導体パターンの検査及び電気検査用前処理を行うようにしてもよい。
【００７５】
　さらに、上述した実施形態１では、ＣＯＦフィルムキャリアテープの製造途中に外観検
査及び電気検査用前処理、並びに電気検査を行ったが、勿論これに限定されず、電子部品
実装用フィルムキャリアテープの製造途中に外観検査及び電気検査用前処理を行い、これ
をもって出荷する製品とし、電気検査については、半導体チップ（ＩＣチップ）等をイン
ナーリード・ボンディングし、これを樹脂封止して半導体装置とする電子部品実装ライン
において行うようにしてもよい。
【００７６】
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　この場合でも、電子部品実装用フィルムキャリアテープ等のプリント配線板は、絶縁基
板と、この絶縁基板の少なくとも片面に設けられた導体パターンとを少なくとも具備し、
導体パターンのピース群の中には、不良導体パターンが含まれ、この不良導体パターンの
不良ピース内には、導電性物質からなる短絡部が設けられ、この短絡部によって不良導体
パターンを構成する配線間が短絡している。このため、本発明では、このような検査済み
プリント配線板について電子部品実装ラインで電気検査を行うことで、不良導体パターン
（不良ピース）を正確に検出することができる。すなわち、正常なピースと不良ピースと
を確実に区別することができる。これにより、正常な導体パターンに対して電子部品を正
確に実装することができる。なお、場合によっては、電気検査を電子部品実装後に行うよ
うにしてもよい。これにより、規格外品を確実に識別することができ、規格外品の半導体
装置を用いた電子機器等の不良による故障を防止することができる。すなわち、本発明で
は、上述した検査済みプリント配線板の少なくとも正常と判断された導電パターンに対し
て電子部品が電気的に接続された検査済み半導体装置についても電気検査の対象としてい
る。
【００７７】
　また、本発明は、上述した実施形態１で説明した電気検査用前処理装置を構成する少な
くとも不良導体パターン検出手段及び導電性物質付与手段と、導体パターンを各ピース毎
に電気検査して少なくとも不良導体パターンを検出すると共に不良ピース内に不良表示マ
ークを形成する不良表示マーク形成手段とで導体パターンの電気検査装置を構成してもよ
い。なお、不良表示マーク形成手段としては、打抜きカスによるトラブルが発生し難い大
きさ（寸法）、例えば、円形のパンチング孔の場合には、そのパンチング孔の大きさは、
約φ２～φ２０ｍｍ、好ましくは約φ２．５～φ１０ｍｍであり、例えば、矩形のパンチ
ング孔の場合には、そのパンチング孔の大きさは、幅約２～１５ｍｍ×長さ約１０～４０
ｍｍ、好ましくは幅約３～８ｍｍ×長さ約１５～３０ｍｍであるパンチング孔を形成する
打抜き装置（金型）が挙げられる。また、この他、インキを塗布する塗布装置等が挙げら
れ、この段階で塗布されるインクは、Ｓｎメッキ等の湿式工程後であるので、後工程にお
いて、このインクによる不良表示マークを明確に識別することができる。
【００７８】
　このような本発明の電気検査装置によれば、不良表示マーク形成手段によって不良ピー
スに不良表示マーク（例えば、パンチング孔やインキによるマーク等）を形成することに
より、その後に、正常なピースと不良ピースとを比較的容易に識別することができる。
【００７９】
　なお、上述した検査済みプリント配線板や検査済み半導体装置においては、不良表示マ
ークに重ねて、あるいはこれに加えて、所定の最終不良表示マーク、例えば、客先毎又は
製品毎に指定される最終不良表示マークがさらに形成されていてもよい。これらは、何れ
も、上述の不良予備表示マークのサイズと比較して十分大きく、打抜きカスのトラブルは
発生しない。なお、ここでの不良表示マークとは、客先毎又は製品毎に指定されたもの以
外に、プリント配線板を製造する側において、導体パターンの電気検査後に必要に応じて
形成される製造用不良表示マークも含まれる。
【００８０】
　さらに、上述した実施形態１では、導体パターンを形成した後に外観検査を行うように
したが、勿論これに限定されず、外観検査前に、例えば、導体パターンの表面に導体パタ
ーンよりも高い表面輝度を有するメッキ層を形成し、その後、外観検査を行うようにして
もよい。この場合には、外観検査において、導体パターンに対して光を照射すると共に導
体パターンから反射した光を画像認識する際に、導体パターンの表面輝度が特定のメッキ
層によって高められているので、導体パターン全体の形状を実物通りに読み取ることがで
きる。
【００８１】
　具体的には、図６（ａ）に示すように、例えば、銅からなる導体層をエッチングして導
体パターン１２を形成すると、通常、導体パターン１２の各配線１２ａの断面形状は、台
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形である。そして、導体パターン１２だけの構成では、導体パターン１２の各配線１２ａ
の線幅は上面Ａの幅で認識されてしまう。これに対し、図６（ｂ）に示すように、導体パ
ターン１２上に特定のメッキ層１５Ａ、例えば、スズメッキ層又はニッケルメッキ層等を
形成することで、導体パターン１２よりも表面輝度が高くなり、導体パターン１２の各配
線１２ａの線幅は全面Ｂで認識される。すなわち、光学的に読み取れる導体パターンの表
面積が実質的に大きくなり、導体パターン１２全体の形状を大きく読み取ることができる
。これにより、検査の信頼性及び製品の品質に対する信頼性をさらに高めることができる
。また、歩留まりについてもさらに向上することができる。なお、このように、画像認識
される範囲を大きくすることができるため、画像認識した導体パターン１２と標準パター
ンとを重ね合わせて両者を照合する際、許容範囲（面積）も大きくなり、検査時の作業性
を向上させることができる。
【００８２】
　また、このように導体パターン１２の表面に特定のメッキ層１５Ａを形成することで、
導体パターン１２の酸化による変色についても防止できる。このため、外観検査の際、導
体パターンの酸化による変色部分が擬似パターン欠陥として誤認識されてしまうのを確実
に防止することができる。
【００８３】
　なお、上述した実施形態１では、導体パターンに対して光を照射してその反射光を光学
的に読み取って検査する自動外観検査装置（反射型の検査装置）を用いたが、勿論これに
限定されず、絶縁基板の裏面から光を照射し、絶縁基板を透過した光を光学的に読み取っ
て検査する透過型の検査装置を用いてもよいし、反射型の検査装置と透過型の検査装置と
を併用してもよいし、場合によっては、目視検査でもよい。
【００８４】
　なお、上述した実施形態１では、ＣＯＦフィルムキャリアテープの製造途中の検査に本
発明の電気検査用前処理を適用した例を説明したが、勿論これに限定されず、ＣＯＦテー
プ以外の電子部品実装用フィルムキャリアテープ、例えば、ＴＡＢテープ、ＣＳＰテープ
、ＢＧＡテープ、μ－ＢＧＡテープ、ＡＳＩＣテープや２メタルテープ、及び、テープ以
外のＦＰＣ、リジッドＰＷＢ等の検査にも好適に適用することができる。
【００８５】
　また、例えば、上述した実施形態１では、導体パターン１２やスプロケットホール１３
等からなるキャリアパターンを１列設けた電子部品実装用フィルムキャリアテープを例示
して説明したが、これに限定されず、例えば、キャリアパターンを複数列並設した多条の
電子部品実装用フィルムキャリアテープであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の実施形態１に係る導体パターンの電気検査用前処理装置の概略構成を示
す図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る導体パターンの電気検査用前処理装置の要部拡大図で
ある。
【図３】不良導体パターンの要部拡大平面図である。
【図４】本発明の実施形態１に係る導体パターンの電気検査用前処理装置による外観検査
を適用したＣＯＦフィルムキャリアテープの製造工程の一例を示す断面図である。
【図５】本発明の実施形態２に係る電気検査前処理装置を示す概略である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る外観検査時の導体パターンの概略を示す斜視図であ
る。
【符号の説明】
【００８７】
　１０　電子部品実装用フィルムキャリアテープ用絶縁基板（絶縁基板）
　１２　導体パターン
　２０　第１リール
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　３０　不良導体パターン検出手段
　４０　導電性物質付与手段
　５０　第２リール
　６０　案内ローラ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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