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内山 まさに原理的にも切りシロの生じない加工方法です。これは

行けそうだとなって、まず特許を出願し、公開を待って開発チーム

を編成しました。広範囲な特許の成立を目指していたこともあり、

社内でも少数しか知られず、もちろん社外にも一切情報を漏らさず、

まさにステルス状態で開発をスタートさせました。

ステルスダイシングという商品名も社内で付けたのですか？

内山 そうです。一般的なレーザ加工技術とはまったく異なるため、

単純にレーザダイシングという名称は付けたくありませんでした。

全く新しい技術であることを世の中に正しく認知してもらうために

は、新しい名前が必要と考えて付け

たものです。ステルスダイシングで

「表からでは切れていないが、実際

には中身は切れている」ということ

を意味しています。

いちばん難しかったところは

どこでしたか？

内山 制御すべき条件が広範囲に

わたるため、なかなか上手い具合に

いきませんでした。切ることはでき

ましたが、粗い技術を寄せ集めたバ

ラック状態です。お客様の要求はも

っと高いレベルにありましたから、

埋めるべきギャップは大きかった。

栗田 ある一部の条件や要求されるハードの精密さには超えがたい

壁がありました。切れないナイフはいっぱいあるけれど、切れるの

が一本もない感じ。単純に「切れる」という事実だけの状態、つま

り自分たちでも加工のコントロールができないレベルから、お客様

の要求に応える切れ味やハード面での精度を獲得するまで相当なパ

ラメータを追いかけましたね。そのおかげ

で膨大な量のSD加工条件のデータベース

を蓄積することができました。

福世 ガラスなどの透明なサンプルを使え

ば人間の眼でも内部の加工が見えました

が、シリコンなど不透明な素材を使うと、

割ってみるまで内部の加工がわかりませ

ん。加工を確認するだけでもかなりの時間

が必要でした。ある程度、切れるところま

でもってくると、次は機差の問題です。1

台目は期待通りに切れるけど、2台目、3台

目になると切れ味が変わってきてしまう。

栗田 機差を埋めるために部品の設計、調達から組立工程での調整

ノウハウなどの技術蓄積が必要となり、さらに市場は非常に高い信

頼性を求める業界ですから、24時間稼働にも耐えられる条件が課せ

られることになりました。

福満 そういう課題を解決しようと七転八倒する中から計測や分析、

シミュレーションなどの知識や技術を身に付け、お客様の要求レベ

ルを満たせるようになったのだと思っています。

スタートしてから、どのくらいで実用化レベルになったのですか？

内山 新聞発表から約2年半です。この間、東京精密様と業務提携し、

装置化のための課題克服に取り組みました。制御すべきパラメータ

の複雑さ以外にも開発を長引かせる要因がいくつかあったのです。

たとえば開発当初、回路パターンのないシリコンを切って開発を進

めていましたが、回路パターン付きのシリコンを切ってみると全く

事情が違っていた。

福満 そこで、半導体デバイスを扱う社内の固体事業部に協力を仰

ぎました。これがきっかけで実用的な技術へと進化し始めました。

同じ社内の他部門が半導体をやっていたのは幸いでしたね。他のメ

ーカーさんは装置を作ることしかやられていないけれど、当社は社

内にユーザを抱えているようなもの。全く新しい生産技術の開発を

進める中で、これは大きかった。

栗田 技術を完成させるために、

ウェーハの搬送やテープを貼っ

たりはがしたりといったダイシ

ング前後の技術開発でも、いろ

いろなメーカーさんにご協力い

ただきました。新聞発表を見て

興味を持っていただいたメーカ

ーさんたちです。

内山 というのも半導体の工程

がどんどん新しくなる中で、

「切る」というところだけ旧来のやり方が踏襲されていることに、多

くの方が「何とかならないものか」と思っていたからだと思います。

そこに私たちの新聞発表が出ましたから、大いに期待していただい

たのだと感じました。

新聞発表の反響は大きかったわけですね？

内山 直後の反響はすごかったです。開発パートナーを見つけるた

めの発表でしたが、エンドユーザ様からの引き合い件数は数百件に

ものぼり、「そんなことがあるはずはない」と驚いて電話を掛けてこ

られた方も。「もしそれが真実なら……」と半信半疑で来社され、テ

ストカットをご覧になり、顕微鏡で見て本当に切れていることを確

認すると、やっと納得してくださったという方がほとんどでした。

福満 ゴミが出ない、水を使わない、歩留まりも良くなるという良いこ

とだらけなので、かえって信じてもらえなかったのでしょう（笑）。

現在は市場でどのあたりの

ポジションなのですか？

内山 業界全体で見ると、まだ

まだこれからという位置付けで

すが、MEMSの量産工場ではほ

とんどステルスダイシング技術

を使っていただいています。

MEMS分野ではステルスダイシング周辺プロセスのみならず、前工程

（回路設計段階）から、ステルスダイシングによるダイシングを見込

んだ専用設計が始まっています。

福世 開発当初から知財部を中心に、計画的な知財戦略をとりまし

たので、まだ競合製品は出てきていない状態ですね。現在までに出

願した特許は登録済みのものも含め、国内外で174件に上ります。

福満 当初からステルスダイシング技術は薄いウェーハを対象に開

発を進めてきましたが、現在は、より市場の大きな、厚いウェーハ

に対してもスループットを上げようとしています。そのために新し

いレーザや光学系の開発を進めている段階です。

どうもありがとうございました。

密かに鮮やかにダイシングの常識を塗り替える

ステルスダイシング技術誕生秘話。
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〒438-0193静岡県磐田市下神増314-5
TEL：0539-62-5245（営業直通） FAX:0539-62-2205

電子管事業部 電子管営業部お問合せ先



発熱解析は、半導体の故障解析に広く利用されており、近年はプロセス

ルールの縮小によって解析精度の向上が期待されています。また、素子

から発生する熱は時間とともに拡散する性質であるにも関わらず、従来

の発熱解析には時間的要素が加味されておらず、位置特定能力にも課題

がありました。

この2つの課題に対して回答を提示するのが、発熱画像解析装置THEMOS。

半導体デバイスの内部で発生する熱を検出し、故障箇所を特定する半導

体故障解析装置です。

従来法（ダーク差分計測法）による計測画像
放射率の違いからDUTエッジ部分の輝度が高くなって
いる。また左下部分の発熱が高いことは確認できるが、
発熱位置の特定は困難。

サーマルロックイン計測された変調強度画像
左下発熱箇所がほぼ特定可能になっているほか、中央
下部に弱い発熱部位があることが確認できる。

サーマルロックイン計測された位相変調画像
左下発熱部位（ピンク表示）および中央下発熱部位が
明瞭に確認できている。

サーマルロックイン計測で高S/N計測を実現

最上位機種THEMOS-1000は、高感度赤外検出器、赤外に最適設計された

光学系、IRコンフォーカル顕微鏡から構成され、高感度かつ高精細な発熱

画像解析を得意としています。オプションであるOBIRCH機能やペルチェ

冷却InGaAsカメラの搭載により、発熱画像解析に加えてIR-OBIRCH解析

や発光解析も可能です。

オプション対応でIR-OBIRCH解析や発光解析も可能

半導体の発熱解析がさらに高精度に。
熱伝播の様子も観察できる

発熱画像解析装置THEMOS
テ ー モ ス

- 高感度赤外検出器（InSb）の採用

- 最適設計されたIR光学系

- IRコンフォーカル顕微鏡を搭載

- 裏面からの発熱画像解析

- 動作状態のデバイス解析

- 発熱像・OBIRCH像とのスーパーインポーズ

- InGaAsペルチェ冷却カメラの搭載による発光解析

THEMOS-1000の特長

デバイスから放射する発熱現象を画像化し、パターン像とスー
パーインポーズすることにより、次のような故障や欠陥に応用
可能です。

THEMOS-1000の応用

- メタル配線のショート

- コンタクトの抵抗異常

- 酸化膜のマイクロプラズマリーク

- 酸化膜破壊

- TFTのリーク箇所

- 有機ELのリーク箇所

THEMOSは計測ノイズを低減して検出精度を上げるために、熱解析にロ

ックイン手法を応用したサーマルロックイン計測を採用。サーマルロッ

クイン計測とは、測定対象に振幅変調した電圧印加を行う計測手法で、

計測後、この変調周波数帯域だけを検出することにより、ノイズ成分の

ような異周期データを検出せず、高S/Nでの計測を可能にします。また、

変調周波数より充分に高いサンプリング周波数で連続的に画像計測し、

必要な位相情報を取得。これにより、発熱強度や熱の放射率に依存しな

い画像を取得でき、熱伝播を可視化し熱源の特定を容易にしました。サーマルロックインユニット外観

電源ON、電源OFF時の経時変化

熱伝播の可視化

THEMOS-1000
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〒431-3196静岡県浜松市東区常光町812
TEL：053-431-0131（営業直通） FAX:053-433-8031 E-mail：sisales@sys.hpk.co.jp

システム事業部 半導体産業営業部お問合せ先
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〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-8-3 TEL：053-484-1301（営業直通） FAX：053-484-1302 E-mail：laser-g@lsr.hpk.co.jp

レーザーグループ レーザー営業部お問合せ先

電子管
事業部

レーザー
グループ

固体
事業部

〒435-8558 静岡県浜松市東区市野町1126-1 TEL：053-431-0201（営業直通） FAX：053-434-5184 E-mail：eigyo@ssd.hpk.co.jp

固体事業部 固体営業部　お問合せ先

小型紫外－可視S2D2ファイバ光源　
L10671

新開発の重水素ランプを搭載した、高安定・高出力のファイバ光源

小型重水素ランプ（S2D2ランプ）を採用した小型サイズの紫外－可視ファイバ

光源です。当社従来光源に比べ大幅に小型化（72mm×40mm×90mm）しながら

高出力を有し、高安定性（フラツキ：0.004％ [Typ.]）も実現しています。光源に

は、重水素ランプとともにタングステンランプを内蔵していますので、紫外から

近赤外（200nm～1600nm）までの光をファイバ出力します。また、ランプ交換

が容易であり、外部制御も可能です。

持ち運びが容易であり、低電圧駆動

も実現しておりますので、各種ポー

タブル装置：材料分析を行う分光光

度計、重金属・鉛などの水質や窒素

酸化物などの大気の環境計測、核酸

やアミノ酸などのバイオ関連の計

測、ウエハ膜表面の半導体検査、残

留農薬の検査に応用できます。

波長 (nm)

相
対
光
出
力
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0.01
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ライトガイド
A7969-08AS
コア径=   0.8 mm

量子カスケードレーザ 室温連続発振（国内初）の、中赤外域の極微量ガス計測向けレーザ

新たに開発したレーザ活性層構造（SPC構造）により、冷却装置を用いず室温で

の連続（CW）発振に国内で初めて成功した量子カスケードレーザです。CW発

振なうえ、ペルチェ素子で電気的に温度制御ができるため、出力と波長の安定性

に優れ、高いS/Nが実現できます。中赤外域の4から10マイクロメートル（μm）

にあるガスの強い吸収を利用したレーザ吸収分光計測の光源として用いると、10

億分の1の成分比であるppb単位の極微量検出が可能になります。また、レーザ構

造に回折格子をつくり込んだ分布帰還

型構造（DFB）を採用し、分解能0.005

ナノメートル（nm）の単一波長（シン

グルモード）化を実現しました。様々

なガス種を高感度に検出でき、共存ガ

スを避けられる高分解能な選択性に優

れた検出が可能です。非常に高い分解

能が要求され、かつppbオーダーの極微

量検出が要求される用途に最適です。 量子カスケードレーザの活性層のバンドダイアグラム

 

 

1周期

注入層

注入層

発光層

位置（nm）

巧妙に設計されたInGaAs/InAlAs超格子構造から成り、伝
導帯内の電子遷移によりレーザ発振に至ります。極めて高
精度な結晶成長技術が求められます。

0 20 40 60 80 100

ミニ分光器　RCシリーズ
C9407MA, C9408MA, C9409MA（OEMモデル）, 
C9410MA（OEMモデル）

超小型・低価格を実現したミニ分光器

ミニ分光器RCシリーズは、MEMS技術を使った反射型グレーティングと専

用設計した当社製CMOSイメージセンサをコンパクトにまとめた超小型の

分光器です。コンパクトなケース内にまとめたOEMモデルの「分光器ヘッ

ド」と、駆動回路を装備した「分光器モジュール」の2つのタイプを用意

しています。モバイルの分析機器、計測機器への組み込みが可能です。

C9408MA

C9407MA

分光器ヘッド
(OEMモデル)

分光器モジュール

タイプ インターフェース波長分解能
Max. (nm)型名 感度波長範囲 (nm)外形寸法 (mm)

C9410MA

C9409MA

75（W）×53 （D）×46（H）

75（W）×53（D）×46（H）

28（W）×28（D）×28（H）

35（W）×28（D）×20（H）

340～780

640～1050

340～780

640～1050

USB1.1

USB1.1

－

－

8

9

8

9

照度センサ　S10604 COB タイプ／小型パッケージの照度センサ

S10604は、視感度に近い分光感度特性をもったフォトICダイオードです。

省スペースアセンブリのニーズに応える小型パッケージを採用しました

（2.0mm × 1.25mm × 0.8mm）。チップ上には2つの受光部があり、電流ア

ンプ回路中で2つの受光部

の出力を減算し、ほぼ可視

域のみに感度をもたせてい

ます。また、従来品に比べ、

赤外リモコン光による感度

の影響を約1/4に低減して

います。携帯電話のバック

ライトの調光や、液晶パネ

ルの調光、大画面テレビな

どの省エネ用センサとして

お使いいただけます。

※Chip On Board
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比視感度

〒438-0193 静岡県磐田市下神増314-5 TEL：0539-62-5245（営業直通） FAX：0539-62-2205 E-mail：salespro@etd.hpk.co.jp

電子管事業部 電子管営業部お問合せ先
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ライトガイドは別売です

発光波長分布（代表例）

分光器ヘッド 分光器モジュール

※

1mm



下記のアンケートにお答えください。

「HAMA HOT !」について伺います。
Q. 掲載内容について
□知らない内容が多く面白かった
□知っている情報・興味のない情報ばかりでつまらなかった
□どちらとも言えない

Q. 今号の「HAMA HOT !」で興味を持たれた項目はどれですか？
□表紙　　　 □ステルスダイシング技術
□THEMOS □New Products（新製品ニュース）
□その他［ ］

Q. 「HAMA HOT !」で今後とりあげて欲しい情報や、
ご意見などありましたら、ご記入ください。

浜松ホトニクスについて伺います。
Q. 浜松ホトニクスの製品をお使いですか？
□はい　　　　□いいえ

Q. 浜松ホトニクス自体のイメージをお聞かせください
技術力がある □はい　□いいえ　□どちらとも言えない
顧客へのサービスが厚い □はい　□いいえ　□どちらとも言えない
信頼できる □はい　□いいえ　□どちらとも言えない
親しみが持てる □はい　□いいえ　□どちらとも言えない
融通が利く □はい　□いいえ　□どちらとも言えない
浜松の企業らしいと思う □はい　□いいえ　□どちらとも言えない

Q. 今後も引き続き「HAMA HOT !」の送付をご希望ですか？
□はい　　　　□いいえ

氏名（フリガナ）

ありがとうございました。

勤務先住所 〒

E-mail：

T E L：（ ） －　　　　

勤務先名：

部署名：

ア ン ケ ート に ご 協 力 く だ さ い

下記アンケートにお答えいただいた方、先着

100名様に、社名入りシャープペンシルをプレ

ゼントいたします。

浜松ホトニクスマガジン「HAMA HOT !」創刊号は

いかがだったでしょうか。

雑誌タイトルは一見駄洒落とも考えられるものです

が、浜松という地域からホットな話題を届けたいとい

う熱い思いから名付けられました。

弊社とお客様とを繋ぐ新たな媒体として、読者の皆様

のためになる情報を提供していけるように編集してい

きます。

不定期ではありますが、年2回発行の予定です。今後

ともよろしくお願いいたします。

編集後記

発熱画像解析装置　THEMOS mini 非接触型発熱解析のコンパクトモデル登場

発熱画像解析装置THEMOSは、半導

体デバイス内部で起こるメタル配線の

ショート、コンタクトホールの抵抗異

常、酸化膜のマイクロプラズマリーク、

酸化膜破壊等により発生する発熱を検

出し、その位置を特定する半導体故障

解析装置です。新開発のTHEMOS mini

は、InSb検出器を搭載した単機能・省スペース型の発熱画像解析装置です。

オプションとしてロックイン計測法を熱解析に応用した『サーマルロックイ

ン機能』を搭載可能です。『サーマルロックイン機能』は、ノイズ成分を分

離しS/Nを大幅に向上することにより検出精度を飛躍的に高めました。また

位相情報の取得により、熱伝播の可視化も行えます。THEMOS miniは、半導

体材料・PCボードなどマクロ視野観察から半導体素子のミクロ視野観察まで

多岐にわたる発熱解析のエントリーモデルとして最適です。

〒431-3196静岡県浜松市東区常光町812 TEL：053-431-0131（営業直通） FAX:053-433-8031 E-mail：sisales@sys.hpk.co.jp

システム事業部 半導体産業営業部お問合せ先

三次元形状計測装置　C10352-01 MEMSデバイスやハンダバンプなど微小領域での形状・断層・段差を
デジタルカメラを用い画面内を一括で高速・高精度計測

C10352-01は、白色干渉法を用いた非

接触の三次元形状計測装置です。

MEMSデバイス等の各面の平坦度や深

さ、形状、バンプ間隔などを高さ分解

能1nm、水平分解能0.2μmで画面内一

括計測することができます。また、高

精度計測を可能とする標準計測モード

に加え、独自のアルゴリズムにより計測時間を大幅に短縮する高速計測モー

ドを装備し、計測精度を大きく落とすことなく、26μm/sの高速走査で計測

を行うことも可能です。計測視野は、測定対象に合わせて対物レンズを変え

ることにより変更することができます。応用としては、Siエッチングの局所

的な深さ計測をはじめ、ICチップの反りやマウント位置のズレ、傾きなども

計測することが可能です。C10352-01は、微小なサンプルを傷つけることな

く、高速・高精度計測をしたいというユーザの要望に応えました。

システム
事業部

09 HAMA HOT!

〒431-3196静岡県浜松市東区常光町812 TEL：053-431-0150（営業直通） FAX:053-433-8031 E-mail：salesi@sys.hpk.co.jp

システム事業部 光計測営業部お問合せ先

個人情報のお取扱いについて
本アンケートによって集めた個人情報は、当社からのプレゼント送付や、より良い誌面づくりに反映するた
めに利用いたします。それ以外にも、当社の販売促進に関わる情報をお客様にお届けする場合、もしくは何
らかの理由でお客様に連絡をとる必要が生じた場合に利用いたします。



New Products

vol.1 
創刊号 

2007 冬浜松ホトニクスのHOTな情報マガジン［ハマホット］

photo:中田島砂丘（浜松市）と光電子増倍管（PMT）

Hot InterviewR&D

密かに鮮やかにダイシングの常識を塗り替える   

ステルスダイシング 技術誕生秘話。

［電子管事業部］小型紫外－可視S2D2ファイバ光源 L10671　　 ［レーザーグループ］量子カスケードレーザ

［固体事業部］　ミニ分光器 RCシリーズ / 照度センサ S10604　［システム事業部］三次元形状計測装置 C10352-01 / 発熱画像解析装置 THEMOS mini

In Focus

半導体の発熱解析がさらに高精度に。
熱伝播の様子も観察できる  

発熱画像解析装置THEMOS 
テ ー モ ス





〒430-8587 静岡県浜松市中区砂山町325-6 日本生命浜松駅前ビル　
TEL：053-452-2141 FAX：053-456-7889

http://jp.hamamatsu.com/

料金受取人払郵便

差出有効期間
平成21年10月
31日まで
（切手不要）

浜北支店承認

140

POST CARD

静岡県浜松市浜北区平口5000

浜松ホトニクス株式会社   行
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この印刷物は無塩素漂白（ECF）
パルプを使用しています。

この印刷物は大豆インキで
印刷しています。

発行元

STEALTH DICING/ステルスダイシング及び THEMOSは、浜松ホトニクス株式会社の登録商標です。




