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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
接合用金属と、この接合用金属が接合された被接合用金属との接合部に通電し、
前記接合用金属の電位を前記被接合用金属の電位を基準として測定し、
この電位の測定結果を解析することにより前記接合用金属と前記被接合用金属との接合
強度を算定する接合強度測定方法において、
電子回路基板に設けられた複数の被接合用金属と、半導体装置に設けられた複数の被接
合用金属と、を接合用金属でそれぞれ接合することにより、前記電子回路基板に前記半導
体装置を接合し、
複数の前記接合用金属の１つに、測定用の電流を入力する電流入力線を接続し、
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複数の前記接合用金属の他の１つに、測定用の電流を出力する電流出力線を接続し、
複数の前記接合用金属のいずれか２つに測定用配線をそれぞれ直接に接続し、
前記電流入力線から入力される電流を、前記半導体装置や前記電子回路基板の内部配線
を用いつつ複数の前記接合用金属の全てを通るように形成された通電経路を通って、前記
電流出力線から出力させ、
複数の前記接合用金属に直接に接続された前記２つの測定用配線を介して、１つの電位
測定回路により、前記測定用配線を接続された２つの前記接合用金属の電位を測定するこ
とを特徴とする接合強度測定方法。
【請求項２】
前記測定用配線が接続される２つの接合用金属と、これら２つの接合用金属が接続され
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る前記被接合用金属の少なくともいずれか一つの温度を計測して、計測された温度に基づ
いて、前記測定用配線が接続される２つの接合用金属の少なくとも一方の電位の測定結果
を補正することを特徴とする請求項１記載の接合強度測定方法。
【請求項３】
接合用金属と、この接合用金属が接合された被接合用金属との接合部に測定用の電流を
通電する通電手段と、
前記被接合用金属の電位を基準として前記接合用金属の電位を測定する電位測定手段と
、
この電位測定手段の測定結果を解析して前記接合用金属と前記被接合用金属との接合強
度を算定する解析手段を備えた接合強度測定装置において、
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電子回路基板に設けられた複数の被接合用金属と、半導体装置に設けられた複数の被接
合用金属と、を接合用金属でそれぞれ接合することにより、前記電子回路基板に前記半導
体装置を接合し、
前記通電手段は、複数の前記接合用金属の１つに接続した電流入力線に測定用の電流を
入力し、複数の前記接合用金属の他の１つに接続した電流出力線から測定用の電流を出力
させ、
前記電流入力線から入力される電流は、前記半導体装置や前記電子回路基板の内部配線
を用いつつ複数の前記接合用金属の全てを通るように形成された通電経路を通って、前記
電流出力線から出力するように構成されており、
前記電位測定手段は、測定用配線を複数の前記接合用金属のいずれか２つにそれぞれ直
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接に接続しており、これら２つの測定用配線を介して、１つの電位測定回路により、前記
測定用配線を接続された２つの前記接合用金属の電位を測定することを特徴とする接合強
度測定装置。
【請求項４】
前記測定用配線が接続される２つの接合用金属と、これら２つの接合用金属が接続され
る前記被接合用金属の少なくともいずれか一つの温度を計測する温度計測手段を設け、
前記解析手段では、前記温度計測手段での計測結果に基づいて、前記測定用配線が接続
される２つの接合用金属の少なくとも一方の電位の測定結果を補正するように構成したこ
とを特徴とする請求項３記載の接合強度測定装置。
【請求項５】
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被接合用金属に接合された接合用金属の接合強度が低下したことを検出する接合強度変
動検出器であって、
電子回路基板に設けられた複数の被接合用金属と、半導体装置に設けられた複数の被接
合用金属と、をそれぞれ接合する複数の接合用金属の接合強度が低下したことを検出する
にあたり、
複数の前記接合用金属の１つに接続した電流入力線に測定用の電流を入力し、複数の前
記接合用金属の他の１つに接続した電流出力線から測定用の電流を出力させる通電手段と
、
測定用配線を複数の前記接合用金属のいずれか２つにそれぞれ直接に接続しており、こ
れら２つの測定用配線を介して、１つの電位測定回路により、前記測定用配線を接続され
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た２つの前記接合用金属の電位を測定する電位測定手段と、
この電位測定手段の測定結果を解析して接合強度の低下を検出する検出手段とを備え、
前記電流入力線から入力される電流は、前記半導体装置や前記電子回路基板の内部配線
を用いつつ複数の前記接合用金属の全てを通るように形成された通電経路を通って、前記
電流出力線から出力するように構成されていることを特徴とする接合強度変動検出器。
【請求項６】
前記測定用配線が接続される２つの接合用金属と、これら２つの接合用金属が接続され
る前記被接合用金属の少なくともいずれか一つの温度を計測する温度計測手段を備えると
ともに、
前記解析手段では、前記温度計測手段での計測結果に基づいて、前記測定用配線が接続
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される２つの接合用金属の少なくとも一方の電位の測定結果を補正するように構成したこ
とを特徴とする請求項５記載の接合強度変動検出器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、接合用金属と、この接合用金属が接合された被接合用金属との接合部の接合
強度を測定する接合強度測定方法、及びこの方法を用いた接合強度測定装置、並びに接合
強度変動検出器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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従来、電子部品を実装基板に実装するための半田接合や、溶接による金属同士の接合で
は、接合される一方の金属と他方の金属とが所要の接合強度を有して接合される必要があ
り、所望の強度で接合していることを確認するために接合強度の様々な測定方法が提案さ
れている。
【０００３】
最も簡単には、第１の基体と第２の基体とを所要の接合方法で接合した後に、第１の基
体と第２の基体とを互いに反対方向に引っ張って引張り強度を測定し、この引張り強度を
接合強度とみなす方法が用いられている。
【０００４】
たとえば、実装基板に接合するための半田バンプを設けた電子部品における半田バンプ
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の接合強度の測定は、半田バンプを介して電子部品を実装基板に実装した後に、電子部品
を実装基板から引き剥がす際に加えた引張り強度の測定によって行われている。
【０００５】
ただし、半田バンプを用いた電子部品の実装基板への実装では、数十〜数百個の半田バ
ンプを用いて実装が行われており、電子部品を実装基板から引き剥がして強度測定を行う
場合には、各半田バンプの接合強度の総和しか測定することができず、半田バンプごとの
接合強度を測定できなかった。この場合における部分的な接合不良の有無判定は、強度に
よる判定ではなく、電子部品を実装基板から引き剥がした後の半田バンプの形状を目視観
察し、剥がれ具合のモードを判定することによって行っていた。
【０００６】
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すなわち、電子部品を実装基板から引き剥がした際に、半田バンプ部分で破壊が生じて
いた場合には、半田バンプが電子部品との接続界面及び実装基板との接続界面と十分な強
度で接合していたと判定でき、一方、電子部品との接続界面、または実装基板との接続界
面が露出するように破壊または分離が生じていた場合には、その界面では十分な強度で接
合されていなかったと判定していた。
【０００７】
昨今では、このような半田バンプの接合強度の判定において、１個ずつの半田バンプの
接合強度を数値的に測定して判定可能とするために、電子部品に装着した半田バンプを再
溶融させてプローブを接続し、このプローブを引っ張って引張り強度を測定することによ
って接合強度を測定可能とした測定装置も提案されている（例えば、特許文献１参照。）
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。
【０００８】
一方、スポット溶接などでは、引張り強度を接合強度とみなす測定方法ではなく、接合
した金属間の電気抵抗の大きさから接合界面の状態を推察し、接合強度に換算する方法も
提案されている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００９】
すなわち、接合用金属と、この接合用金属が接合された被接合用金属との接合部に所要
の測定用電流を通電して、被接合用金属の電位を基準として接合用金属の電位を測定し、
この電位の測定結果を解析することにより接合用金属と被接合用金属との接合強度を算定
しているものである。
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【特許文献１】特開平０８−１１１４１７号公報
【特許文献２】特開昭４８−０７９１４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかしながら、上記した引張り試験による接合部分の接合強度の測定では、接合面積の
影響や、引張りにともなう金属の変形の影響、さらには接合部分に作用する引張りの力の
不均一さの影響などが測定結果に含まれており、これらの影響を受けた間接的な数値とし
てしか接合強度を測定することができないという不具合があった。
【００１１】
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一方、電気抵抗を利用した接合強度の測定では、引張り強度の測定よりも直接的に接合
強度を測定可能とすることができるが、電気抵抗を測定するためには、測定用電流の通電
と、所要の２点間の電位差の測定が必要であって、半田バンプを用いた電子部品の実装基
板への装着などのように極めて微小な接合用金属と被接合用金属との接合強度の測定は極
めて困難であるという問題があった。
【００１２】
本発明者はこのような現状に鑑み、微小な接合用金属においても接合強度を精度よく測
定可能な接合強度測定方法及び接合強度測定装置を開発すべく研究をおこない、本発明を
成すに至ったものである。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
本発明の接合強度測定方法では、接合用金属と、この接合用金属が接合された被接合用
金属との接合部に通電し、接合用金属の電位を被接合用金属の電位を基準として測定し、
この電位の測定結果を解析することにより接合用金属と被接合用金属との接合強度を算定
する接合強度測定方法において、電子回路基板に設けられた複数の被接合用金属と、半導
体装置に設けられた複数の被接合用金属と、を接合用金属でそれぞれ接合することにより
、前記電子回路基板に前記半導体装置を接合し、複数の前記接合用金属の１つに、測定用
の電流を入力する電流入力線を接続し、複数の前記接合用金属の他の１つに、測定用の電
流を出力する電流出力線を接続し、複数の前記接合用金属のいずれか２つに測定用配線を
それぞれ直接に接続し、前記電流入力線から入力される電流を、前記半導体装置や前記電
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子回路基板の内部配線を用いつつ複数の前記接合用金属の全てを通るように形成された通
電経路を通って、前記電流出力線から出力させ、複数の前記接合用金属に直接に接続され
た前記２つの測定用配線を介して、１つの電位測定回路により、前記測定用配線を接続さ
れた２つの前記接合用金属の電位を測定することとした。
【００１４】
さらに、前記測定用配線が接続される２つの接合用金属と、これら２つの接合用金属が
接続される前記被接合用金属の少なくともいずれか一つの温度を計測して、計測された温
度に基づいて、前記測定用配線が接続される２つの接合用金属の少なくとも一方の電位の
測定結果を補正することにも特徴を有するものである。
【００１５】
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また、本発明の接合強度測定装置では、接合用金属と、この接合用金属が接合された被
接合用金属との接合部に測定用の電流を通電する通電手段と、被接合用金属の電位を基準
として接合用金属の電位を測定する電位測定手段と、この電位測定手段の測定結果を解析
して接合用金属と被接合用金属との接合強度を算定する解析手段を備えた接合強度測定装
置において、電子回路電子回路基板に設けられた複数の被接合用金属と、半導体装置に設
けられた複数の被接合用金属と、を接合用金属でそれぞれ接合することにより、前記電子
回路基板に前記半導体装置を接合し、前記通電手段は、複数の前記接合用金属の１つに接
続した電流入力線に測定用の電流を入力し、複数の前記接合用金属の他の１つに接続した
電流出力線から測定用の電流を出力させ、前記電流入力線から入力される電流は、前記半
導体装置や前記電子回路基板の内部配線を用いつつ複数の前記接合用金属の全てを通るよ
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うに形成された通電経路を通って、前記電流出力線から出力するように構成されており、
前記電位測定手段は、測定用配線を複数の前記接合用金属のいずれか２つにそれぞれ直
接に接続しており、これら２つの測定用配線を介して、１つの電位測定回路により、前記
測定用配線を接続された２つの前記接合用金属の電位を測定するように構成した。
【００１６】
さらに、前記測定用配線が接続される２つの接合用金属と、これら２つの接合用金属が
接続される前記被接合用金属の少なくともいずれか一つの温度を計測する温度計測手段を
設け、前記解析手段では、前記温度計測手段での計測結果に基づいて、前記測定用配線が
接続される２つの接合用金属の少なくとも一方の電位の測定結果を補正するように構成し
たことにも特徴を有するものである。
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【００１７】
また、本発明の接合強度変動検出器では、被接合用金属に接合された接合用金属の接合
強度が低下したことを検出する接合強度変動検出器であって、電子回路基板に設けられた
複数の被接合用金属と、半導体装置に設けられた複数の被接合用金属と、をそれぞれ接合
する複数の接合用金属の接合強度が低下したことを検出するにあたり、複数の前記接合用
金属の１つに接続した電流入力線に測定用の電流を入力し、複数の前記接合用金属の他の
１つに接続した電流出力線から測定用の電流を出力させる通電手段と、測定用配線を複数
の前記接合用金属のいずれか２つにそれぞれ直接に接続しており、これら２つの測定用配
線を介して、１つの電位測定回路により、前記測定用配線を接続された２つの前記接合用
金属の電位を測定する電位測定手段と、この電位測定手段の測定結果を解析して接合強度
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の低下を検出する検出手段とを備え、前記電流入力線から入力される電流は、前記半導体
装置や前記電子回路基板の内部配線を用いつつ複数の前記接合用金属の全てを通るように
形成された通電経路を通って、前記電流出力線から出力する。
【００１８】
さらに、前記測定用配線が接続される２つの接合用金属と、これら２つの接合用金属が
接続される前記被接合用金属の少なくともいずれか一つの温度を計測する温度計測手段を
備えるとともに、前記解析手段では、前記温度計測手段での計測結果に基づいて、前記測
定用配線が接続される２つの接合用金属の少なくとも一方の電位の測定結果を補正するよ
うに構成したことにも特徴を有するものである。
【発明の効果】
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【００１９】
請求項１記載の接合強度測定方法によれば、接合用金属と被接合用金属との接合部分に
確実に通電することができ、接合強度を精度よく測定できる。しかも、複数カ所の接合部
分の接合強度を同時に測定できるので、測定不良の検出を行いやすく、測定結果の信頼性
を向上させることができる。
【００２０】
請求項２記載の発明によれば、測定結果の信頼性をさらに向上させることができる。
【００２１】
請求項３記載の接合強度測定装置によれば、接合用金属と被接合用金属との接合部分に
確実に通電することができ、接合強度を精度よく測定可能な接合強度測定装置を提供でき
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る。特に、複数カ所の接合部分の接合強度を同時に測定できるので、接合強度測定装置で
は、誤測定の検出を可能とすることもできる。
【００２２】
請求項４記載の発明によれば、測定結果の信頼性を向上させることができ、高精度とし
た接合強度測定装置を提供できる。
【００２３】
請求項５記載の接合強度変動検出器によれば、目視では確認不可能な接合強度の低下を
、その発生の比較的早い段階で検出できるので、復旧不可能な状態となる前に補修などの
対応を実施可能とすることができる。
【００２４】
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請求項６記載の発明によれば、検出精度の高い接合強度変動検出器を提供可能とするこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
本発明の金属接合の接合強度測定方法、及びこの方法を用いた接合強度測定装置、並び
に接合強度変動検出器では、接合用金属と、この接合用金属が接合された被接合用金属と
の接合部分に電位測定用の通電を行って、接合部分の電位及び電位変動から接合強度及び
その推移を測定するものである。
【００２６】
特に、被接合用金属には第１の接合用金属と第２の接合用金属を接合して、第１の接合
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用金属から被接合用金属に測定用の電流を入力するとともに、第２の接合用金属から電流
を出力させて、第１の接合用金属の電位と第２の接合用金属の電位を測定している。
【００２７】
したがって、接合用金属と被接合用金属との接合部分に確実に通電することができるの
で、接合強度を精度よく測定できるとともに、少なくとも２カ所の接合部分の接合強度を
同時に測定できるので、測定不良の検出を行いやすくすることができる。
【００２８】
特に、電圧の測定とともに、第１の接合用金属と、第２の接合用金属と、被接合用金属
の少なくともいずれか一つの温度の計測を行って、計測された温度の値に基づいて第１の
接合用金属の電位及び／または第２の接合用金属の電位の測定結果を補正することによっ
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て、測定された電圧値の信頼性を向上させることができ、より正しい接合強度を測定する
ことができる。
【００２９】
以下において、説明の便宜上、金属接合が半田接合であって、電子部品のランド部分に
形成した半田バンプとランドとの接合強度の測定装置及び測定方法を実施形態に基づいて
説明する。
【００３０】
図１は、電子部品Ａの第１ランド11‑1に形成した第１半田バンプ12‑1と第１ランド11‑1
との接合強度、及び第２ランド11‑2に形成した第２半田バンプ12‑2と第２ランド11‑2との
接合強度を測定する測定装置の模式図である。なお、第１半田バンプ12‑1は、いわゆる半
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田ボールと呼ばれる球状半田を第１ランド11‑1部分で溶融させて形成し、また、第２半田
バンプ12‑2も、半田ボールを第２ランド11‑2部分で溶融させて形成している。
【００３１】
第１ランド11‑1及び第２ランド11‑2は、電子部品Ａの絶縁性基板10の底面に装着した絶
縁膜14の所定位置に円形状の開口を設けることにより内部配線となっている導通用金属13
を露出させて構成している。この導通用金属13が、接合用金属である半田に対する被接合
用金属である。
【００３２】
本実施形態では、絶縁性基板10はガラスエポキシ基板、導通用金属13は銅薄膜で構成し
ており、さらに、絶縁膜14に設けた開口を介して露出した導通用金属13からなる第１ラン
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ド11‑1及び第２ランド11‑2にはめっきなどによりニッケル被膜と金被膜を順次形成して半
田ボールを溶着することにより半田バンプ12を形成している。
【００３３】
特に、本実施形態の電子部品Ａでは、第１半田バンプ12‑1と第１ランド11‑1の接合強度
、及び第２半田バンプ12‑2と第２ランド11‑2の接合強度を測定するために、第１半田バン
プ12‑1が接合された導通用金属13は第２半田バンプ12‑2とも接合されるように、少なくと
も導通用金属13は第１ランド11‑1部分から第２ランド11‑2部分まで伸延させて配置してい
る。
【００３４】
さらに、導通用金属13の電位を基準電位として利用するために、電子部品Ａでは、第１
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半田バンプ12‑1及び第２半田バンプ12‑2が接合された導通用金属13の一部を露出させて、
導通用金属13に所要の配線を接続可能としている。
【００３５】
すなわち、本実施形態の電子部品Ａでは、第１ランド11‑1及び第２ランド11‑2とは別の
第３ランド11‑3部分の電位を基準電位としており、導通用金属13を第３ランド11‑3部分ま
で伸延させて配置している。
【００３６】
接合強度測定装置は、第１半田バンプ12‑1と導通用金属13の接合部、及び第２半田バン
プ12‑2と導通用金属13の接合部に所定の電流を通電する通電手段である通電部17と、第１
半田バンプ12‑1及び第２半田バンプ12‑2の電位を測定する電位測定手段である測定部18と
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、この測定部18での測定結果を解析して接合強度を算出する解析手段である解析部19を備
えている。
【００３７】
さらに、接合強度測定装置には、第１半田バンプ12‑1と導通用金属13との接合部分の温
度を計測する第１温度計測部15と、第２半田バンプ12‑2と導通用金属13との接合部分の温
度を計測する第２温度計測部16を設け、第１温度計測部15での計測結果、及び第２温度計
測部16での計測結果を解析部19に入力するように構成している。
【００３８】
第１温度計測部15及び第２温度計測部16は、本実施形態ではそれぞれ熱電対で構成して
おり、説明の便宜上、図１では、第１温度計測部15及び第２温度計測部16の検出部をそれ
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ぞれ導通用金属13の裏面側に接続しているが、第１半田バンプ12‑1と導通用金属13との接
合部分、及び第２半田バンプ12‑2と導通用金属13との接合部分の温度を計測することがで
きれば、第１温度計測部15及び第２温度計測部16の検出部はどこに接続してもよい。
【００３９】
特に、本実施形態のように、第１半田バンプ12‑1と第２半田バンプ12‑2とが極めて近接
されて配置される場合には、第１半田バンプ12‑1と導通用金属13との接合部分と、第２半
田バンプ12‑2と導通用金属13との接合部分との間での温度差は、導通用金属13によって緩
和されることにより極めて小さくなっているので、導通用金属13の温度を計測して、その
計測値を第１半田バンプ12‑1と導通用金属13との接合部分の温度、及び第２半田バンプ12
‑2と導通用金属13との接合部分の温度と見なし、第１温度計測部15と第２温度計測部16の
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いずれか一方だけを設けるようにしてもよい。
【００４０】
通電部17は、電流源回路17aと、この電流源回路17aにそれぞれ一端を接続した電流入力
線17bと電流出力線17cを備えており、電流入力線17bの他端は第１半田バンプ12‑1に接続
し、電流出力線17cの他端は第２半田バンプ12‑2に接続して、電流入力線17bと、第１半田
バンプ12‑1と、導通用金属13と、第２半田バンプ12‑2と、電流出力線17cとにより閉曲線
状の通電経路17dを形成している。
【００４１】
このように、第１半田バンプ12‑1に電流入力線17bを接続するとともに、第２半田バン
プ12‑2に電流出力線17cを接続することにより、第１半田バンプ12‑1と第１ランド11‑1の
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接合部、及び第２半田バンプ12‑2と第２ランド11‑2の接合部に確実に通電することができ
る。
【００４２】
特に、電流入力線17b及び電流出力線17cは、第１半田バンプ12‑1及び第２半田バンプ12
‑2を用いて接続することにより、第１半田バンプ12‑1及び第２半田バンプ12‑2を再溶融さ
せることにより容易に接続できる。
【００４３】
測定部18は、第１半田バンプ12‑1の電位を測定する第１電位測定回路18a‑1と、第２半
田バンプ12‑2の電位を測定する第２電位測定回路18a‑2を備え、第１電位測定回路18a‑1に
は、一端を第１半田バンプ12‑1に接続した第１測定用配線18b‑1と、一端を第３ランド11‑
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3に接続した基準接続用配線18cとを接続し、第２電位測定回路18a‑2には、一端を第２半
田バンプ12‑2に接続した第２測定用配線18b‑2と、一端を第３ランド11‑3に接続した基準
接続用配線18cとを接続している。
【００４４】
第１電位測定回路18a‑1と第２電位測定回路18a‑2に接続した基準接続用配線18cは、半
田などを用いて第３ランド11‑3に接続し、第３ランド11‑3の電位を基準電位として利用可
能としている。なお、基準接続用配線18cの第３ランド11‑3への電気的な接続は半田を用
いた接続に限定するものではなく、他の接合用金属や導通性接着材を用いてもよい。
【００４５】
あるいは、基準接続用配線18cは、第１測定用配線18b‑1や第２測定用配線18b‑2と同様
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に半田バンプを設けて接続してもよい。ただし、基準接続用配線18cの第３ランド11‑3と
の接続部分は、接続状態が変動すると第１電位測定回路18a‑1及び第２電位測定回路18a‑2
での測定のバラツキを生じさせることとなるので、接続状態ができるだけ経時変化が生じ
ないように接続することが望ましい。
【００４６】
解析部19は、測定部18の第１電位測定回路18a‑1及び第２電位測定回路18a‑2から出力さ
れた測定結果の電圧情報信号を解析する解析用回路を有し、この解析用回路では電圧情報
信号に基づいて接合強度に換算している。なお、解析用回路はパーソナルコンピュータな
どの電子計算機で構成してもよいし、電圧情報信号から得られた電圧値と接合強度とをあ
らかじめ対応付けした数式あるいはテーブルに基づいて接合強度を出力する単なる回路で
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構成してもよい。
【００４７】
特に、解析部19では、第１温度計測部15及び第２温度計測部16から入力されたそれぞれ
の接合部分近傍の温度情報に基づいて、第１電位測定回路18a‑1及び第２電位測定回路18a
‑2から出力された測定結果をそれぞれ補正した後に接合強度の換算を行っている。
【００４８】
この温度補正では、あらかじめ特定した補正係数αと、基準温度からの温度差ΔＴとの
積α×ΔＴで表される電位差の温度因子増分を差し引いて補正するようにしており、この
補正によってより正しい接合強度の測定を可能とすることができる。
【００４９】

30

しかも、このように接合用金属である第１半田バンプ12‑1及び第２半田バンプ12‑2と、
被接合用金属である導通用金属13との接合強度を接合部分の電位変動から判定することに
より、それぞれの接続部での接合状態を直接的に反映した測定を行うことができ、接合強
度を直接的に測定することができる。
【００５０】
特に、本実施形態のように、電流入力線17b及び電流出力線17cを、接合用金属である第
１半田バンプ12‑1及び第２半田バンプ12‑2を利用して接続することにより、第１半田バン
プ12‑1及び第２半田バンプ12‑2と導通用金属13とのそれぞれの接合部分に確実に通電する
ことができ、測定部18での電位測定の精度を向上させることができる。
【００５１】
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しかも、第１測定用配線18b‑1及び第２測定用配線18b‑2も、第１半田バンプ12‑1及び第
２半田バンプ12‑2を利用してそれぞれ接続することにより、第１測定用配線18b‑1及び第
２測定用配線18b‑2を第１半田バンプ12‑1及び第２半田バンプ12‑2にそれぞれ確実に接続
することができ、測定部18での電位測定の精度を向上させて、接合強度をより精度よく測
定できる。
【００５２】
電流入力線17b及び第１測定用配線18b‑1の第１半田バンプ12‑1への接続は、第１ランド
11‑1部分に形成した第１半田バンプ12‑1を再溶融させて行ってもよいし、第１ランド11‑1
部分で半田ボールを溶融させて第１半田バンプ12‑1を形成する際に同時に行ってもよく、
同様に、電流出力線17c及び第２測定用配線18b‑2の第２半田バンプ12‑2への接続は、第２
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ランド11‑2部分に形成した第２半田バンプ12‑2を再溶融させて行ってもよいし、第２ラン
ド11‑2部分で半田ボールを溶融させて第２半田バンプ12‑2を形成する際に同時に行っても
よい。
【００５３】
上記したように、第１半田バンプ12‑1に電流入力線17bを接続するとともに、第２半田
バンプ12‑2に電流出力線17cを接続し、さらに第１半田バンプ12‑1の電位を測定するとと
もに、第２半田バンプ12‑2の電位も測定可能としているので、第１半田バンプ12‑1と第１
ランド11‑1の接合部と、第２半田バンプ12‑2と第２ランド11‑2の接合部の接合強度を同時
に測定することができる。
【００５４】
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したがって、２カ所の接合部分の接合強度を同時に測定できるので、２つの測定結果を
比較することにより誤測定の検出を可能とすることができる。
【００５５】
本実施形態では、図１に示すように、第３ランド11‑3に接続した基準接続用配線18cは
、中途部で分岐させて第１電位測定回路18a‑1と第２電位測定回路18a‑2にそれぞれ接続す
るようにしているが、それぞれ別々の配線を用いて接続してもよい。また、測定部18には
、第１電位測定回路18a‑1と第２電位測定回路18a‑2の２つの電位測定回路を設けているが
、１つの電位測定回路のみを設けて、この電位測定回路に第１測定用配線18b‑1と第２測
定用配線18b‑2とを交互に接続して、第１半田バンプ12‑1の電位と第２半田バンプ12‑2の
電位を交互に測定して、第１半田バンプ12‑1と第１ランド11‑1の接合部と、第２半田バン
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プ12‑2と第２ランド11‑2の接合部の接合強度を交互にしてもよい。
【００５６】
次に、上記した解析部19での接合強度の換算に用いる基礎データの測定について説明す
る。図２は、上記した半田バンプとなる半田ボールと金属基板との接合界面における強度
評価の測定に用いた試験装置の概略図である。
【００５７】
この試験装置では、試験片20と、この試験片20に力学的負荷を加える負荷装置と、試験
片20に電流を通電する電流源装置21と、試験片20に装着した半田ボールの電位を測定する
電位測定装置と、この電位測定装置から出力された電圧情報信号を記録する記録部24とで
構成している。
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【００５８】
さらに、試験装置には、試験片20の所定位置における温度を計測する温度計測装置28a,
28bを設け、この温度計測装置28a,28bでの計測結果も記録部24に入力して記録するように
している。
【００５９】
試験片20は、本実施形態では銅板であって、中間部には細幅矩形状の試験領域20aを設
けるとともに、この試験領域20aの両端には試験領域20aよりも太幅とした把持領域20bを
設けている。ここでは、試験片20は、純度99.9％、厚さ１mmの銅板で構成し、特に長手方
向の長さ寸法を126mm、把持領域20bの幅寸法を30mm、試験領域20aの幅寸法を15mm、試験
領域20aの長手方向の長さ寸法を35mmとした。試験片20は、所定形状とした後に、800番か
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ら2000番の耐水研磨紙で機械研磨している。
【００６０】
試験領域20aに装着する半田ボールは、本実施形態では、日立金属株式会社製鉛フリー
半田ボール（Sn‑3Ag‑0.5Cu）で、平均粒径が758.92μｍのものを用い、フラックスには株
式会社日本スペリア社製有機酸系水溶性フラックスNS30を用いた。本実施形態では、試験
領域20aには第１半田ボール22aと第２半田ボール22bを約10mm間隔として装着した。
【００６１】
さらに、試験片20における第１半田ボール22aの装着部分の裏面側と、第２半田ボール2
2bの装着部分の裏面側には、それぞれ熱電対で構成した温度計測装置28の計測部を装着し
て、第１半田ボール22aと試験片20の接合部分、及び第２半田ボール22bと試験片20の接合
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部分の温度データを計測可能としている。
【００６２】
負荷装置は、本実施形態では、株式会社島津製作所製電気油圧式疲労試験機サーボパル
サーEHF‑FB01を用い、試験片20を上部把持部25aと下部把持部25bとで把持して引張応力を
繰返し作用させるようにしている。
【００６３】
電流源装置21は、電流入力線26aを介して第１半田ボール22aと接続するとともに、電流
出力線26bを介して第２半田ボール22bと接続して、第１半田ボール22aと第２半田ボール2
2bとの間の試験片20に測定用の電流を通電している。本実施形態では測定用の電流として
1.0アンペアの電流を流すようにしている。
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【００６４】
電位測定装置は、本実施形態では第１半田ボール22aの電位を測定する第１電位測定装
置23aと、第２半田ボール22bの電位を測定する第２電位測定装置23bとで構成しており、
第１電位測定装置23aには、一端を第１半田ボール22aに接続した第１測定用配線27aと、
一端を試験片20の把持領域20bに接続した基準接続用配線27cとを接続し、第２電位測定装
置23bには、一端を第２半田ボール22bに接続した第２測定用配線27bと、一端を試験片20
の把持領域20bに接続した基準接続用配線27cとを接続している。
【００６５】
基準接続用配線27cは、第１半田ボール22aと第２半田ボール22bとの間の通電経路から
離隔した位置に接続されていればよく、第１半田ボール22a及び第２半田ボール22bの電位

20

測定の基準電位として用いているものである。
【００６６】
記録部24は、本実施形態ではパーソナルコンピュータで構成し、第１電位測定装置23a
及び第２電位測定装置23bから出力された電圧情報信号、及び温度計測装置28a,28bから出
力された温度情報信号を記録可能としている。
【００６７】
上記した試験片20において、第１半田ボール22a及び第２半田ボール22bの試験片20への
装着は、図３に示す温度プロファイルに基づいてホットプレートにより試験片20を加熱し
て第１半田ボール22a及び第２半田ボール22bを溶融させて行っており、第１半田ボール22
a及び第２半田ボール22bの溶融時に、第１半田ボール22aには電流入力線26a及び第１測定
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用配線27aを接続し、第２半田ボール22bには電流出力線26bと第２測定用配線27bを接続し
ている。
【００６８】
図４は、上記した試験片20での第１半田ボール22a及び第２半田ボール22bの電位の経時
変化の結果を示している。なお、ここでは、温度による補正を行っていない補正前の電位
の経時変化を示している。
【００６９】
今回の試験では、最大応力180MPa、最小応力2MPa、周波数1.0Hzの片振り応力正弦波形
で、繰返し回数20,000サイクル、50,000サイクル、70,000サイクル、100,000サイクルで
引張り負荷を逐次中断する試験を行ったものである。引張り負荷の中断時には、試験片20

40

は試験装置に装着したままとしている。引張り負荷の中断時間は２４時間以上としている
。
【００７０】
図４に示すように、第１半田ボール22a及び第２半田ボール22bの電位は、時間の経過に
ともなって増加する傾向は見られるが、繰返し引張り負荷の有無による明瞭な違いは見ら
れなかった。
【００７１】
一方、温度計測装置28a,28bでそれぞれ計測した温度データに基づいて補正を行った電
位の経時変化の結果を図５に示す。図５に示すように、繰返し引張り負荷を与えていない
区間では所定の電位が維持される一方で、繰返し引張り負荷を与えている区間では電位が
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短調に増加していることが分かる。このことから、温度補正を行った補正電位の増分が、
接合用金属と被接合用金属との接合状態を反映していると考えることができることを知見
した。
【００７２】
さらに、試験後の第１半田ボール22a及び第２半田ボール22bの断面観察を行ったところ
、第１半田ボール22a及び第２半田ボール22bと試験片20との接合面部分にはき裂が生じて
いることを知見し、補正電位の増分が接合面部分のき裂の影響を反映しているものと考え
、き裂面積比に対する補正電位の増分の相関を調べたところ、図６に示す結果を得た。
【００７３】
この図６に示すき裂面積比と補正電位の増分との相関を利用することにより、補正電位
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の増分を検出することによって接合用金属と被接合用金属との接合界面に生じたき裂の大
きさを推定することができ、このき裂の大きさから接合強度を測定できる。
【００７４】
最後に、上記した接合強度測定装置を種々の電子部品が実装されるマザーボードなどの
実装基板に組み込んで、たとえば、実装基板に実装したＢＧＡ型半導体装置の半田バンプ
による接合の強度変動を検出可能とした接合強度変動検出器について説明する。
【００７５】
ここで、接合強度変動検出器が検出する接合強度の変動は、図７に示すように、ＢＧＡ
型半導体装置Ｃに設けたチップ側第１ランド31‑1及びチップ側第２ランド31‑2と、そのラ
ンド31‑1,31‑2にそれぞれ接合した第１半田バンプ32‑1及び第２半田バンプ32‑2との接合
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強度である。
【００７６】
ＢＧＡ型半導体装置Ｃのように多数の半田バンプが形成される電子部品では、矩形状の
半田バンプ配設面を有しており、この半田バンプ配設面に縦方向及び横方向にそれぞれ等
間隔で半田バンプが配置されている。
【００７７】
このようなＢＧＡ型半導体装置Ｃにおいて、半田バンプ配設面の四隅部分に位置した半
田バンプには、実装基板Ｄへの実装後に比較的大きな応力が作用しやすいことが知られて
いる。すなわち、ＢＧＡ型半導体装置Ｃは動作にともなって発熱し、発熱にともなってＢ
ＧＡ型半導体装置Ｃが膨張することにより、膨張の影響が最も大きくなる半田バンプ配設

30

面の四隅部分の半田バンプに大きな応力が作用するものであり、この応力によって半田バ
ンプが破損するおそれがあった。
【００７８】
したがって、半田バンプ配設面の四隅部分には敢えて半田バンプを設けない半田バンプ
の配設パターンが採用されることが多い。
【００７９】
そこで、通常はあまり使用されない半田バンプ配設面の四隅部分の半田バンプを用いて
半田バンプの接合強度の変動検出を行うものである。したがって、接合強度の変動検出に
用いる半田バンプは、電気信号の伝達や電源供給あるいはグランド供給などの機能を果た
すものではなく、接合強度の変動検出のためだけに設けているものである。

40

【００８０】
第１半田バンプ32‑1と、第２半田バンプ32‑2でそれぞれ接合強度を測定のための電位を
測定するために、第１半田バンプ32‑1及び第２半田バンプ32‑2が形成されるチップ側第１
ランド31‑1とチップ側第２ランド31‑2は内部配線33で接続している。
【００８１】
さらに、電位測定のための基準電位を得るために、ＢＧＡ型半導体装置Ｃでは、チップ
側第１ランド31‑1とチップ側第２ランド31‑2に隣接させて設けたチップ側第３ランド31‑3
において、チップ側第１ランド31‑1及びチップ側第２ランド31‑2に接続した内部配線33を
露出させ、この露出した内部配線33部分の電位を基準電位として用いている。
【００８２】
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そして、チップ側第１ランド31‑1には第１半田バンプ32‑1を形成し、チップ側第２ラン
ド31‑2には第２半田バンプ32‑2を形成し、チップ側第３ランド31‑3には、所要の配線を接
続するために用いる接続用半田32‑3を装着している。
【００８３】
一方、第１半田バンプ32‑1及び第２半田バンプ32‑2が接続される実装基板Ｄには、第１
半田バンプ32‑1及び第２半田バンプ32‑2に対応させて基板側第１ランド34‑1、基板側第２
ランド34‑2をそれぞれ設けている。図７中、35はチップ側絶縁膜、36は基板側絶縁膜であ
り、チップ側絶縁膜35及び基板側絶縁膜36は所定位置にそれぞれ開口を設けてチップ側第
１〜３ランド31‑1、31‑2,31‑3及び基板側第１ランド34‑1、基板側第２ランド34‑2を露出
させている。
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【００８４】
そして、実装基板Ｄには、チップ側第１ランド31‑1と第１半田バンプ32‑1の接合部、及
びチップ側第２ランド31‑2と第２半田バンプ32‑2の接合部に所定の電流を通電する通電部
37と、第１半田バンプ32‑1及び第２半田バンプ32‑2の電位を測定する測定部38と、この測
定部38での測定結果を解析して接合強度を算出する解析部39からなる接合強度変動検出器
Ｅを設けている。
【００８５】
さらに、接合強度変動検出器Ｅには温度計測部40を設け、この温度計測部40での温度デ
ータの計測結果を解析部39に入力している。
【００８６】

20

通電部37は、電流源回路37aと、この電流源回路37aにそれぞれ一端を接続した電流入力
線37bと電流出力線37cを備えており、電流入力線37bの他端は基板側第１ランド34‑1に接
続し、電流出力線37cの他端は基板側第２ランド34‑2に接続して、電流入力線37b→基板側
第１ランド34‑1→第１半田バンプ32‑1→チップ側第１ランド31‑1→内部配線33→チップ側
第２ランド31‑2→第２半田バンプ32‑2→基板側第２ランド34‑2→電流出力線37cからなる
閉曲線状の通電経路を形成している。
【００８７】
この通電部37によって、チップ側第１ランド31‑1と第１半田バンプ32‑1の接合部、及び
チップ側第２ランド31‑2と第２半田バンプ32‑2の接合部に所定の電流を通電可能としてい
る。
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【００８８】
測定部38は、第１半田バンプ32‑1の電位を測定する第１電位測定回路38a‑1と、第２半
田バンプ32‑2の電位を測定する第２電位測定回路38a‑2を備え、第１電位測定回路38a‑1に
は、一端を第１半田バンプ32‑1に接続した第１測定用配線38b‑1と、一端をチップ側第３
ランド31‑3に接続した基準接続用配線38cとを接続し、第２電位測定回路38a‑2には、一端
を第２半田バンプ32‑2に接続した第２測定用配線38b‑2と、一端をチップ側第３ランド31‑
3に接続した基準接続用配線38cとを接続している。
【００８９】
基準接続用配線38cのチップ側第３ランド31‑3への接続は、チップ側第３ランド31‑3に
設けた接続用半田32‑3を介して行っており、この接続用半田32‑3は、第１半田バンプ32‑1

40

及び第２半田バンプ32‑2の形成に用いた半田ボールよりも小径の半田ボールを溶融させて
凝固させたものである。
【００９０】
さらに、本実施形態では、温度計測部40における測定部を、チップ側第３ランド31‑3部
分の接続用半田32‑3を用いて内部配線33に接続し、内部配線33の温度を計測することによ
って、第１半田バンプ32‑1と内部配線33との接合部分、及び第２半田バンプ32‑2と内部配
線33との接合部分の温度を計測したものとみなすこととしている。
【００９１】
解析部39は、測定部38の第１電位測定回路38a‑1及び第２電位測定回路38a‑2から出力さ
れた測定結果の電圧情報信号を解析する解析用回路を有し、特に、この解析用回路は、温
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度計測部40から入力された温度情報信号に基づいて、入力された電圧情報信号から得られ
た電位の値を補正するようにしており、補正後の第１電位測定回路38a‑1または第２電位
測定回路38a‑2の測定結果の電位の値が所定の閾値電位の値を超えたかどうかを判定して
いる。
【００９２】
第１電位測定回路38a‑1または第２電位測定回路38a‑2の測定結果の電位が所定の閾値を
超えた場合には、接合強度変動検出器Ｅは接合強度が変動したことを通知する信号を出力
するようにしている。
【００９３】
このように、実装基板Ｄに接合強度変動検出器Ｅを設けることにより、ＢＧＡ型半導体
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装置Ｃの実装基板Ｄへの接合状態の異常を早期に検出することができ、ＢＧＡ型半導体装
置Ｃを内蔵した装置が復旧不可能な状態となる前に補修あるいは交換などの適宜な対応を
実施可能とすることができる。
【００９４】
なお、ＢＧＡ型半導体装置Ｃに装着された半田バンプは極めて微小な形状をしており、
この半田バンプに測定部38の第１測定用配線38b‑1、第２測定用配線38b‑2、及び基準接続
用配線38cを接続する作業は極めて困難である。
【００９５】
そこで、本実施形態の実装基板Ｄには、図８に示すように、第１測定用配線38b‑1が接
続されることとなる第１半田バンプ32‑1が接続される基板側第１ランド34‑1、及び第２測
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定用配線38b‑2が接続されることとなる第２半田バンプ32‑2が接続される基板側第２ラン
ド34‑2の上方位置にそれぞれ第１ワイヤ41‑1、及び第２ワイヤ41‑2をあらかじめ架設して
いる。
【００９６】
すなわち、第１ワイヤ41‑1は、基板側第１ランド34‑1に隣接して設けた第１内側補助ラ
ンド42‑1と第１外側補助ランド43‑1との間でワイヤボンディングすることにより基板側第
１ランド34‑1上に第１ワイヤ41‑1を架け渡している。
【００９７】
また、第２ワイヤ41‑2は、基板側第２ランド34‑2に隣接して設けた第２内側補助ランド
42‑2と第２外側補助ランド43‑2との間でワイヤボンディングすることにより、基板側第２
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ランド34‑2上に第２ワイヤ41‑2を架け渡している。
【００９８】
さらに、第２内側補助ランド42‑2に隣接させて第３内側補助ランド42‑3を設けるととも
に、第２外側補助ランド43‑2に隣接させて第３外側補助ランド43‑3を設けて、第３内側補
助ランド42‑3と第３外側補助ランド43‑3との間で第３ワイヤ41‑3のワイヤボンディングを
行って、第１ワイヤ41‑1及び第２ワイヤ41‑2と平行に第３ワイヤ41‑3を架設している。
【００９９】
ここで、本実施形態では、第１内側補助ランド42‑1、第２内側補助ランド42‑2、第３内
側補助ランド42‑3は、それぞれ電気的に独立させて終端としている。
【０１００】

40

さらに、第１外側補助ランド43‑1には図示しない内部配線により第１測定用配線38b‑1
を接続し、第２外側補助ランド43‑2には図示しない内部配線により第２測定用配線38b‑2
を接続し、第３外側補助ランド43‑3には図示しない内部配線により基準接続用配線38cを
接続している。
【０１０１】
このように、第１〜３ワイヤ41‑1,41‑2,41‑3を設けた実装基板ＤにＢＧＡ型半導体装置
Ｃを装着することにより、図９に示すように、ＢＧＡ型半導体装置Ｃの第１半田バンプ32
‑1に第１ワイヤ41‑1を接続するとともに、第２半田バンプ32‑2に第２ワイヤ41‑2を接続し
、さらに、接続用半田32‑3に第３ワイヤ41‑3を接続して、第１電位測定回路38a‑1及び第
２電位測定回路38a‑2への接続を行っている。
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【０１０２】
そして、図示しないが、接続用半田32‑3には、温度計測部40の測定部を接続して、内部
配線33の温度を計測可能としている。温度計測部40の測定部の接続用半田32‑3への接続は
、接続用半田32‑3を再溶融させて接続してもよいし、銀ペーストなどの導通製材料を用い
て接続してもよい。
【０１０３】
上記した実施形態では、チップ側第１ランド31‑1と第１半田バンプ32‑1の接合部、及び
チップ側第２ランド31‑2と第２半田バンプ32‑2の接合部における接合強度の変動を検出し
ているが、図１０に示すように、ＢＧＡ型半導体装置Ｃに通電用の内部配線を設けること
により、基板側第１ランド34‑1と第１半田バンプ32‑1の接合部、及び基板側第２ランド34
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‑2と第２半田バンプ32‑2の接合部における接合強度の変動を検出可能とすることもできる
。
【０１０４】
すなわち、基板側第１ランド34‑1と、基板側第２ランド34‑2と、基板側第３ランド34‑3
は基板内部配線44によって接続し、基板側第１ランド34‑1に接続した第１半田バンプ32‑1
には第１測定用配線38b‑1を接続し、基板側第２ランド34‑2に接続した第２半田バンプ32‑
2には第２測定用配線38b‑2を接続し、基板側第３ランド34‑3には基準接続用配線38cを接
続して、第１電位測定回路38a‑1で第１半田バンプ32‑1の電位を測定するとともに、第２
電位測定回路38a‑2で第２半田バンプ32‑2の電位を測定して、解析部39で接合強度の変動
の検出を行うようにしている。
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【０１０５】
さらに、基板側第３ランド34‑3には温度計測部40の測定部を接続して、内部配線33の温
度を計測可能としている。温度計測部40の測定部の基板側第３ランド34‑3への接続は半田
を用いてもよいし、銀ペーストなどの導通製材料を用いてもよい。
【０１０６】
一方、第１半田バンプ32‑1に接合されたチップ側第１ランド31‑1は、第１チップ内部配
線45‑1を介してチップ側第４ランド31‑4に接続するとともに、第２半田バンプ32‑2に接合
されたチップ側第２ランド31‑2は、第２チップ内部配線45‑2を介してチップ側第５ランド
31‑5に接続している。
【０１０７】
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チップ側第４ランド31‑4には第４半田バンプ32‑4を接合し、この第４半田バンプ32‑4は
基板側第４ランド34‑4とも接合させている。
【０１０８】
チップ側第５ランド31‑5には第５半田バンプ32‑5を接合し、この第５半田バンプ32‑5は
基板側第５ランド34‑5とも接合させている。
【０１０９】
そして、基板側第４ランド34‑4には通電部37の電流入力線37bを接続するとともに、基
板側第５ランド34‑5には通電部37の電流出力線37cを接続して、通電部37の電流源回路37a
によって、電流入力線37b→基板側第４ランド34‑4→第４半田バンプ32‑4→チップ側第４
ランド31‑4→第１チップ内部配線45‑1→チップ側第１ランド31‑1→第１半田バンプ32‑1→
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基板側第１ランド34‑1→基板内部配線44→基板側第２ランド34‑2→第２半田バンプ32‑2→
チップ側第２ランド31‑2→第２チップ内部配線45‑2→チップ側第５ランド31‑5→第５半田
バンプ32‑5→基板側第５ランド34‑5→電流出力線37cからなる閉曲線状の通電経路に電流
を通電している。
【０１１０】
このように、接合強度変動検出器Ｅでは、通電部37の電流入力線37b及び電流出力線37c
の接続先を適宜調整することにより、実装基板Ｄ側のランドと半田バンプとの接合強度の
変動、またはＢＧＡ型半導体装置Ｃ側のランドと半田バンプとの接合強度の変動のいずれ
か一方を検出できる。
【０１１１】
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そこで、たとえば１つのＢＧＡ型半導体装置Ｃの四隅のいずれか２カ所で実装基板Ｄ側
のランドと半田バンプとの接合強度の変動を検出するとともに、他の２カ所でＢＧＡ型半
導体装置Ｃ側のランドと半田バンプとの接合強度の変動を検出することによって、実装基
板Ｄ側のランドと半田バンプとの接合強度の変動と、ＢＧＡ型半導体装置Ｃ側のランドと
半田バンプとの接合強度の変動の両方を検出することができ、ＢＧＡ型半導体装置Ｃの実
装基板Ｄにおける接合状態の異常発生を速やかに検出可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本実施形態の接合強度測定装置の模式図である。
【図２】試験装置の概略模式図である。
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【図３】試験片への半田装着時に用いた温度プロファイルを示すグラフである。
【図４】試験装置による試験結果の説明図である。
【図５】試験装置による試験結果の説明図である。
【図６】試験装置による試験結果の説明図である。
【図７】接合強度変動検出器の概略模式図である。
【図８】半田バンプへのワイヤからなる配線接続の方法の説明図である。
【図９】半田バンプへのワイヤからなる配線接続の方法の説明図である。
【図１０】他の実施形態の接合強度変動検出器の概略模式図である。
【符号の説明】
【０１１３】
Ａ

電子部品

11‑1

第１ランド

11‑2

第２ランド

11‑3

第３ランド

12‑1

第１半田バンプ

12‑2

第２半田バンプ

13

導通用金属

14

絶縁膜

15

第１温度計測部

16

第２温度計測部

17

通電部

17a

第１電流源回路

17b

電流入力線

17c

電流出力線

18

測定部

20

30

18a‑1 第１電位測定回路
18a‑2 第２電位測定回路
18b‑1 第１測定用配線
18b‑2 第２測定用配線
18c

基準接続用配線

19

解析部
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【図１】

【図３】

【図４】

【図２】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】
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