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高精細&高分解能&高スループットを実現！
最新X線検査装置の豊富な機能
小谷 和範

ユーザーベネフィット

 高精細かつ広ダイナミックレンジな画像により、詳細な内部構造や欠陥を観察できます。
 透視撮影からCT撮影へのシームレスな切り替えにより、検査用途に応じた多様な観察ができます。
 検査をサポートする豊富な機能により、検査工数を削減できます。

はじめに

エレクトロニクス技術の飛躍的な進歩に伴い、スマート
フォンやタブレットをはじめとする高機能な電子機器が増
えています。この様な機器に搭載されている電子部品や実
装基板の性能評価・品質評価を行うために、マイクロ
フォーカスX線検査装置が使用されています。ここでは、当
社最新マイクロフォーカスX線検査装置Xslicer SMX-6010
（図1）の特⻑や主な機能を紹介します。

Xslicer SMX-6010は、当社製マイクロフォーカスX線発生
装置（開放管タイプ）、300万画素の高解像度フラットパ
ネル検出器および高速移動可能なXYステージを搭載してい
ます。図2にシステム構成を示します。
フラットパネル検出器

XYステージ

X線発生装置

図2
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XslicerTM SMXTM-6010

Xslicer SMX-6010の特⻑

Xslicer SMX-6010の仕様を表1に示します。
表1

仕様

X線出力

160 kV, 100μA（最大 16W）

X線検出器

フラットパネル検出器

透視画像空間分解能

1 μm（JIMAチャート分解能）

搭載可能サイズ

W470 × D420 × H100 mm 最大5 kg

透視検査ストローク

X: 460 mm Y: 410 mm Z: 100 mm
回転: ±180°傾動: 60°

CT撮影範囲

X: 350 mm Y: 350 mm

ラミノ角
（CT撮影角度）

45° または 60°

透視視野
（カーボン板上）

縦 0.75 mm × 横 1.3 mm
〜 縦 21 mm × 横 38 mm

CT視野
（カーボン板上）

3 mm 〜 30 mm （ラミノ角45°時）
3 mm 〜 14 mm （ラミノ角60°時）

システム構成

Xslicer SMX-6010には、大きく4つの特⻑があります。
（1）高精細かつ広ダイナミックレンジな画像
300万画素の高解像度フラットパネル検出器と当社独自
の画像処理機能（ハイダイナミックレンジ処理）により、
高精細かつ広ダイナミックレンジな画像を取得することが
できます。
（2）シンプルかつストレスフリーな操作
当社独自のユーザーインターフェースにより、オペレー
ターの熟練度に関わらず、シンプルかつストレスフリーな
操作で誰でも容易に検査可能です。透視撮影はわずか3ス
テ ッ プ （ STEP1 ： ワ ー ク セ ッ ト 、 STEP2 ： 検 査 開 始 、
STEP3：位置決め）で開始できます。さらにボタン一つで
透視撮影からCT撮影へシームレスに切り替え可能なため、
検査用途に応じた多様な観察ができます。
（3）検査をサポートする豊富な機能
連続的に透視撮影およびCT撮影を実現する機能（ティー
チング機能・ステップ送り機能など）や、取得した画像を
計測する機能（BGA計測・面積比率計測・寸法計測など）
を標準搭載することにより、オペレーターの検査をサポー
トし、検査にかかる工数の削減に貢献します。
（4）優れたメンテナンス性
従来、フィラメント交換後の調整作業は手動かつ煩雑で
したが、これを自動化することにより、調整作業の大幅な
簡略化を実現しています。
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主な機能

Xslicer SMX-6010の主な機能を4つ紹介します。

（1）透視撮影
BGAの透視画像を図3に示します。透視撮影を行うことで、
はんだボールのボイドやブリッジなど、はんだボールの接
合状態を短時間で観察できます。
ボイド

（3）計測機能（面積比率計測）
LEDのはんだ濡れ性を解析した結果を図9に示します。複
数のボイドが発生し、濡れ性が悪いことが分かります。こ
の様な状態では、製品の⻑時間動作における信頼性が大き
く低下するため、はんだ濡れ性に対する評価が必要とされ
ています。はんだ接合面（⻘枠内面積）に対するボイド
（⻩⾊で囲われた面積の合計）の面積比率を計測すること
で、定量的に検査、解析することが可能です。
はんだ接合面

3.6×4.2 mm

200 μm

図3

1.6×0.9 mm

0.6 ×0.3 mm

50 μm

図4 ボンディングワイヤーの透視画像
ICおよびコネクタピンの透視画像を図5、図6に示します。
当社独自のハイダイナミックレンジ処理により、透過性の
良い部分、悪い部分を一度に観察できます。
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図6
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コネクタピンの透視画像

0.071

（2）CT撮影
BGAの断面画像を図7に示します。構造が多層化すること
0.030
で電子部品が重なり、透視撮影では不良状態の観察が難し
い場合には、CT撮影が有効です。CT撮影を行うことで、
BGAの任意断面を観察できます。図8は、図7のCTデータを
三次元表示し、BGAの欠陥解析を行った画像です*1。これに
より、抽出されたボイドを直径や体積など項目別にカラー
マップ表示することが可能です。
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IGBTの連続CT撮影

最新マイクロフォーカスX線検査装置Xslicer SMX-6010で
は、高精細な画像・シンプルな操作性・豊富な機能により、
オペレーターの熟練度に関わらず、誰でも簡単に検査を行
うことができます。小型化が進む電子部品や高密度化が進
む実装基板の検査には、X線検査は必要不可欠であり、今
後も製造業における製品品質に関わるあらゆる場面で本装
置が活用できます。
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図7

面積比率
[%]

まとめ

直径[mm]

500 μm

4.884

（4）自動運転（ステップ送り機能）
パレットに並んだ25個のIGBTに対して、ステップ送り機
能を用いて連続的にCT撮影し、はんだ濡れ性を観察した事
例を図10に示します。ステップ送り機能では、開始位置、
XYステージの移動量、移動回数を指定することができます。
実行時には開始位置から設定に従って透視撮影またはCT撮
影を連続的に行うため、一定間隔で並んだワークを連続し
て観察する場合に有効です。全ての撮影を自動的に行うた
め、オペレーターが介入することなく効率良く検査を行う
ことができます。

*1 オプションソフトウェア VGSTUDIO MAXの欠陥/介在物解析を使用。
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BGAの透視画像
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ボンディングワイヤーの透視画像を図4に示します。300
万画素フラットパネル検出器を採用することにより、ボン
ディングワイヤーの接合状態を高精細に観察できます。

10.7×12.4 mm

ボイド

三次元表示画像（欠陥解析）
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