
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】回路実装プリント基板の作動用入出力部
と、ノイズスキャンニング部と、ノイズ発生部及びデー
タ処理部とから構成され、前記ノイズスキャンニング部
には、回路実装プリント基板装着板面を備え、この基板
装着板面の下方に近接してノイズ印加用プローブを装着
し、また、前記データ処理部には誤動作分布図表示部を
備えてなる回路実装プリント基板の誤動作箇所検出装置
を用いて、回路実装プリント基板装着板面に装着された
被試験体の回路実装プリント基板をノイズ印加用プロー
ブ上でスキャンさせて局所的に放電させることで発生し
た全ての誤動作現象を、該回路実装プリント基板上の誤
動作分布状況図として、誤動作分布図表示部に表示する
ことを特徴とする回路実装プリント基板の誤動作箇所検
出法。

【請求項２】回路実装プリント基板の作動用入出力部
と、ノイズスキャンニング部と、画像入力部と、ノイズ
発生部及びデータ処理部とから構成され、前記ノイズス
キャンニング部には、回路実装プリント基板装着板面を
備え、この基板装着板面の下方に近接してノイズ印加用
プローブを装着し、また、前記画像入力部には回路実装
プリント基板上の実装回路パターンを取り込む画像入力
手段を備え、そしてまた、前記データ処理部には、画像
入力部から取り込まれた実装回路パターン図を表示する
回路実装パターン表示部と誤動作分布図表示部を備えて
なる回路実装プリント基板の誤動作箇所検出装置を用い
て、回路実装プリント基板装着板面に装着された被試験
体の回路実装プリント基板をノイズ印加用プローブ上で
スキャンさせて局所的に放電させることで発生した全て
の誤動作現象を、該回路実装プリント基板上の誤動作分
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布状況図として、誤動作分布図表示部に回路実装パター
ン表示部上に重ねて表示することを特徴とする回路実装
プリント基板の誤動作箇所検出法。
【請求項３】誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況
が多段階の濃淡明度として表示されることを特徴とする
請求項１又は２記載の回路実装プリント基板の誤動作箇
所検出法。
【請求項４】誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況
が異種カラーとして表示されることを特徴とする請求項
１又は２記載の回路実装プリント基板の誤動作箇所検出
法。
【請求項５】誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況
が誤動作電圧及び誤動作識別コードとして表示されるこ
とを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の回
路実装プリント基板の誤動作箇所検出法。
【請求項６】ノイズ印加用プローブとして、回路実装プ
リント基板に近接して設置した回路実装プリント基板よ
り小さなサイズの金属板を採用し、その金属板に静電気
放電を加えることで局所的なノイズを発生させることを
特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の回路実
装プリント基板の誤動作箇所検出法。
【請求項７】ノイズ印加用プローブにおいて、大きなサ
イズのプローブで広範囲にノイズを加えて回路実装プリ
ント基板全体のおおまかな誤動作分布を把握した上で、
ノイズに弱かった範囲に対してより小さなサイズのプロ
ーブで試験することにより、ノイズに弱い場所の絞り込
みを効率的に行うようにしたことを特徴とする請求項１
ないし６のいずれかに記載の回路実装プリント基板の誤
動作箇所検出法。
【請求項８】回路実装プリント基板の作動用入出力部
と、ノイズスキャンニング部と、ノイズ発生部及びデー
タ処理部とから構成され、
前記ノイズスキャンニング部は、回路実装プリント基板
装着板面を備え、この基板装着板面の下方に近接してノ
イズ印加用プローブを装着し、また、
前記データ処理部には誤動作分布図表示部を備えてなる
ことを特徴とする回路実装プリント基板の誤動作箇所検
出装置。
【請求項９】回路実装プリント基板の作動用入出力部
と、ノイズスキャンニング部と、画像入力部と、ノイズ
発生部及びデータ処理部とから構成され、
前記ノイズスキャンニング部は、回路実装プリント基板
装着板面を備え、この基板装着板面の下方に近接してノ
イズ印加用プローブを装着し、また、
前記画像入力部には回路実装プリント基板上の実装回路
パターンを取り込む画像入力手段を備え、そしてまた、
前記データ処理部には、画像入力部から取り込まれた実
装回路パターン図を表示する回路実装パターン表示部と
誤動作分布図表示部を備えてなることを特徴とする回路
実装プリント基板の誤動作箇所検出装置。

【請求項１０】誤動作分布図表示部には、誤動作分布状
況を多段階の濃淡明度として表示する表示機構を備えて
なることを特徴とする請求項８又は９記載の回路実装プ
リント基板の誤動作箇所検出装置。
【請求項１１】誤動作分布図表示部には、誤動作分布状
況を異種カラーとして表示する表示機構を備えてなるこ
とを特徴とする請求項８又は９記載の回路実装プリント
基板の誤動作箇所検出装置。
【請求項１２】誤動作分布図表示部には、誤動作分布状
況を誤動作電圧及び誤動作識別コードとして表示する表
示機構を備えてなることを特徴とする請求項８ないし１
１のいずれかに記載の回路実装プリント基板の誤動作箇
所検出装置。
【請求項１３】ノイズ印加用プローブとして、回路実装
プリント基板に近接して設置した回路実装プリント基板
より小さなサイズの金属板を採用してなることを特徴と
する請求項８ないし１２のいずれかに記載の回路実装プ
リント基板の誤動作箇所検出装置。
【請求項１４】ノイズ印加用プローブにおいて、大きな
サイズのプローブとより小さなサイズのプローブとを備
えてなることを特徴とする請求項８ないし１３のいずれ
かに記載の回路実装プリント基板の誤動作箇所検出装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は回路実装プリント基
板において、どの部品やパターンがノイズに弱いかま
た、どのような現象で誤動作するかを検出する回路実装
プリント基板誤動作箇所検出法及び検出装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、（ａ）電子機器に対する耐ノイズ
性試験法である国際規格（ＩＥＣ１０００－４－２等）
で、電子機器の筺体への直接放電や、水平結合板又は垂
直結合板に放電する間接放電等を行い、製品としての耐
ノイズ性の評価を行う方法。
（ｂ）衝撃磁界アダプタや衝撃電界アダプタを静電気放
電試験機の放電ガンに取り付け、供試体に近づけて印加
する方法。
（ｃ）ループアンテナ等を使用し、回路実装プリント基
板近傍でＸＹ軸方向にスキャンさせて局所的にノイズを
加えることで、誤動作の発生場所や発生メカニズムを解
析する方法。
（ｄ）ＥＭＳプローブを使用し、回路実装プリント基板
や配線の任意の部分に手動でプローブを近づけてノイズ
を印加するそして、ノイズ発生器の出力を加減すること
で一番弱い部分を探す。大まかな場所を素早く探し出す
ために平板の大きなプローブを使用し、小さなプローブ
に取り替え弱点を限定する方法。などがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら前記、
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（ａ）項の場合、製品としては試験できるが、装置のど
の部分がノイズに対して弱いかを特定するのは困難であ
る。
（ｂ）項の場合、ノイズに弱い大まかな場所は把握でき
ても、正確な位置合わせを行う機構がないため、試験の
再現性に乏しく、正確な場所や、分布、対策効果等を把
握することは困難である。
（ｃ）項の場合、印加するノイズレベルは一定で、誤動
作した場所を塗りつぶしたエラーマップとして表現する
ものであり、誤動作した、しなかった、という情報だけ
であり、最もノイズに弱い部分がどこであるのかを特定
するのは困難である。また、誤動作現象の情報がないた
め、複数の誤動作要因がある場合に、それぞれの現象が
どのような分布で生じているかを把握することは困難で
ある。
（ｄ）項の場合、前記（ｂ）項と同様にノイズに弱い部
分の大まかな場所は把握できても、正確な位置合わせを
行う機構がないため、試験の再現性に乏しく、正確な場
所や、分布、対策効果等を把握することは困難である。
なお、実際に誤動作を起こす電子回路（回路実装プリン
ト基板）は製品内部にあり、パネル面や筺体などからの
容量結合、電磁結合、外来電磁波などで誤動作すると考
えられている。また、回路実装プリント基板は、ＣＰＵ
の各種デバイスや、それらを結ぶパターンなどから構成
されているため、外来ノイズはデバイスに直接侵入した
り、パターンを受信アンテナとして侵入する場合があ
る。そこで、耐ノイズ性向上の方法（イミュニティ対
策）としては、電磁波の影響を受けやすい場所に対する
シールド板の追加、グランドの強化、ノイズ対策部品の
追加、パターン変更などを行う方法があるが、イミュニ
ティ対策を効果的に行うには、回路実装プリント基板の
どの部分がノイズに弱いのかを解明し、なぜ誤動作する
かを究明することが重要である。このため、本発明にお
いては回路実装プリント基板上の各座標における誤動作
電圧や、誤動作現象を把握することで回路実装プリント
基板において、どの部品やパターンがノイズに弱いか、ど
のような現象で誤動作するのかを容易に検出できる方法
や装置を提供する。
【０００４】
【課題を解決するための手段】上記に鑑み本発明者は鋭
意研究の結果、下記の手段により課題を解決した。
（１）回路実装プリント基板の作動用入出力部と、ノイ
ズスキャンニング部と、ノイズ発生部及びデータ処理部
とから構成され、前記ノイズスキャンニング部には、回
路実装プリント基板装着板面を備え、この基板装着板面
の下方に近接してノイズ印加用プローブを装着し、ま
た、前記データ処理部には誤動作分布図表示部を備えて
なる回路実装プリント基板の誤動作箇所検出装置を用い
て、回路実装プリント基板装着板面に装着された被試験
体の回路実装プリント基板をノイズ印加用プローブ上で

スキャンさせて局所的に放電させることで発生した全て
の誤動作現象を、該回路実装プリント基板上の誤動作分
布状況図として、誤動作分布図表示部に表示することを
特徴とする回路実装プリント基板の誤動作箇所検出法。
（２）回路実装プリント基板の作動用入出力部と、ノイ
ズスキャンニング部と、画像入力部と、ノイズ発生部及
びデータ処理部とから構成され、前記ノイズスキャンニ
ング部には、回路実装プリント基板装着板面を備え、こ
の基板装着板面の下方に近接してノイズ印加用プローブ
を装着し、また、前記画像入力部には回路実装プリント
基板上の実装回路パターンを取り込む画像入力手段を備
え、そしてまた、前記データ処理部には、画像入力部か
ら取り込まれた実装回路パターン図を表示する回路実装
パターン表示部と誤動作分布図表示部を備えてなる回路
実装プリント基板の誤動作箇所検出装置を用いて、回路
実装プリント基板装着板面に装着された被試験体の回路
実装プリント基板をノイズ印加用プローブ上でスキャン
させて局所的に放電させることで発生した全ての誤動作
現象を、該回路実装プリント基板上の誤動作分布状況図
として、誤動作分布図表示部に回路実装パターン表示部
上に重ねて表示することを特徴とする回路実装プリント
基板の誤動作箇所検出法。
（３）誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況が多段
階の濃淡明度として表示されることを特徴とする（１）
項又は（２）項記載の回路実装プリント基板の誤動作箇
所検出法。
（４）誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況が異種
カラーとして表示されることを特徴とする（１）又は
（２）項に記載の回路実装プリント基板の誤動作箇所検
出法。
（５）誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況が誤動
作電圧及び誤動作識別コードとして表示されることを特
徴とする（１）項ないし（４）項のいずれかに記載の回
路実装プリント基板の誤動作箇所検出法。
【０００５】（６）ノイズ印加用プローブとして、回路
実装プリント基板に近接して設置した回路実装プリント
基板より小さなサイズの金属板を採用し、その金属板に
静電気放電を加えることで局所的なノイズを発生させる
ことを特徴とする（１）項ないし（５）項のいずれかに
記載の回路実装プリント基板の誤動作箇所検出法。
（７）ノイズ印加用プローブにおいて、大きなサイズの
プローブで広範囲にノイズを加えて回路実装プリント基
板全体のおおまかな誤動作分布を把握した上で、ノイズ
に弱かった範囲に対してより小さなサイズのプローブで
試験することにより、ノイズに弱い場所の絞り込みを効
率的に行うようにしたことを特徴とする（１）項ないし
（６）項のいずれかに記載の回路実装プリント基板の誤
動作箇所検出法。
（８）回路実装プリント基板の作動用入出力部と、ノイ
ズスキャンニング部と、ノイズ発生部及びデータ処理部
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とから構成され、前記ノイズスキャンニング部は、回路
実装プリント基板装着板面を備え、この基板装着板面の
下方に近接してノイズ印加用プローブを装着し、また、
前記データ処理部には誤動作分布図表示部を備えてなる
ことを特徴とする回路実装プリント基板の誤動作箇所検
出装置。
（９）回路実装プリント基板の作動用入出力部と、ノイ
ズスキャンニング部と、画像入力部と、ノイズ発生部及
びデータ処理部とから構成され、前記ノイズスキャンニ
ング部は、回路実装プリント基板装着板面を備え、この
基板装着板面の下方に近接してノイズ印加用プローブを
装着し、また、前記画像入力部には回路実装プリント基
板上の実装回路パターンを取り込む画像入力手段を備
え、そしてまた、前記データ処理部には、画像入力部か
ら取り込まれた実装回路パターン図を表示する回路実装
パターン表示部と誤動作分布図表示部を備えてなること
を特徴とする回路実装プリント基板の誤動作箇所検出装
置。
（１０）誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況を多
段階の濃淡明度として表示する表示機構を備えてなるこ
とを特徴とする（８）項又は（９）項に記載の回路実装
プリント基板の誤動作箇所検出装置。
（１１）誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況を異
種カラーとして表示する表示機構を備えてなることを特
徴とする（８）項又は（９）項に記載の回路実装プリン
ト基板の誤動作箇所検出装置。
（１２）誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況を誤
動作電圧及び誤動作識別コードとして表示する表示機構
を備えてなることを特徴とする（８）項ないし（１１）
項のいずれかに記載の回路実装プリント基板の誤動作箇
所検出装置。
（１３）ノイズ印加用プローブとして、回路実装プリン
ト基板に近接して設置した回路実装プリント基板より小
さなサイズの金属板を採用してなることを特徴とする
（８）項ないし（１２）項いずれかに記載の回路実装プ
リント基板の誤動作箇所検出装置。
（１４）ノイズ印加用プローブにおいて、大きなサイズ
のプローブとより小さなサイズのプローブとを備えてな
ることを特徴とする（８）項ないし（１３）項のいずれ
かに記載の回路実装プリント基板の誤動作箇所検出装
置。
【０００６】
【発明の実施の形態】本発明における実施の形態を以下
の実施例により図に基づいて説明する。
【０００７】
【実施例】図１は、本発明実施例の機器構成を示す概要
説明図である。図において、Ｓはノイズスキャニング
部、Ｇは画像入力部、Ｋはノイズ発生部、Ｄはデータ処
理部、である。図２は、本発明実施例の機器構成を示す
模式図である。図において、１は基板装着板面、１′は

升目、２は印加用プローブ、３は放電ガン、４は回路実
装プリント基板、５は自動除電プローブ、６は静電気放
電試験機、７はパーソナルコンピュータ、８はＣＲＴデ
ィスプレイ、９はカラープリンタ、１０はデジタルカメ
ラである。まず、ノイズスキャニング部Ｓについて説明
する。ノイズスキャニング部Ｓは電磁波の影響を受けに
くい木製あるいは塩ビ製の箱を使用しており、その上面
を回路実装プリント基板装着板面１とし、該基板装着板
面１の中央部にノイズ印加用プローブ２を固定する。ま
た、前記基板装着板面１にはＸＹの座標を示す１ｃｍ間
隔の升目１′が全面に書いてある。回路実装プリント基
板４自体をスキャンさせることで回路実装プリント基板
４に対して局所的なノイズを加える。回路実装プリント
基板４のスキャンは、升目１′に沿って作業者が手動で
回路実装プリント基板４を移動して実現している。な
お、上記スキャンはパーソナルコンピュータによって指
示し、モータ制御ボードを介して自動的に行うようにし
てもよい。
【０００８】次に、ノイズ発生部Ｋについて説明する。
ノイズ発生部Ｋは、静電気放電試験機、放電ガン、ノイズ
印加用プローブ、自動除電プローブ、ＧＰ－ＩＢボード等
からなる（図１）今回の発生例ではノイズ発生源とし
て、 静電気放電試験機６を使用した。ノイズ印加用プ
ローブ２としては、１辺９ｃｍの正方形、一辺３ｃｍの
正方形、一辺１ｃｍの正方形の金属板（以下これらをそ
れぞれ９ｃｍ□プローブ、３ｃｍ□プローブ、１ｃｍ□
プローブと記す）を使用した（事例を後記図４～６に示
す）。この金属板３枚のうちの１枚を静電気放電試験機
６の放電ガン３に取り付け放電することにより、回路実
装プリント基板４に対して局所的なノイズとして印加さ
れる。
【０００９】次に、画像入力部Ｇについて説明する。デ
ジタルカメラ１０で回路実装プリント基板４の映像を撮
影し、パーソナルコンピュータ７に取り込んでおく、そ
して必要に応じてディスプレイ８に表示させる。
【００１０】データ処理部Ｄでは、静電気放電試験機６
の制御、各座標における誤動作電圧及び誤動作内容の記
録、解析結果の表示、印刷などを行う。各ポイントの誤
動作状況は、誤動作電圧に応じた６段階カラーの枠で表
示するとともに、誤動作電圧値、誤動作内容の識別コー
ドで表示する。また、この際プリント基板４の映像と重
ねて表示する。
【００１１】次に、上記構成による解析画面の構成の事
例を模式図によって示す。図３は本発明装置の実施例に
おける解析画面の構成を示す模式図である。画面は、前
記デジタルカメラ１０で回路実装プリント基板４の映像
を撮影し、パーソナルコンピュータ７に取り込んで、デ
ィスプレイ８に表示させたものである。すなわち、図の
左上にはファイル名、測定（Ｓ）、表示（Ｖ）、変換、
差分表示、の各記号、右上にはコメント：未対策、試験
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の条件（間隔１秒、繰り返し１０回、試験１回）が表示
され、また、右上矢印でＹ軸座標、左下矢印でＸ軸座標
及び、中央下矢印で供試体の映像をそれぞれ示してお
り、画面右の余白には測定日時、最大レベル（７．００
ｋｖ）、最小レベル（１．００ｋｖ）及び、矢印で誤動
作電圧レベル（７～１ｋｖ）とそれに対応する段階区分
が示されている。
【００１２】そして、その下方には、矢印で誤動作現象
一覧表（  RST7.5割り込み、  ＲＡＭ内容破壊、 レジ
スタ内容破壊、 リセット状態、  〃∩〃表示で停止、

RST6.5 5.5割り込み等)が表示されている。また、画
面内は、回路実装プリント基板上を前記ノイズ印加用プ
ローブとして９ｃｍ□プローブを使用した場合の事例で
１２区分されている。さらに、上記画面の区分内は誤動
作電圧６．０、識別コード 、等が表示されるととも
に、カラー枠（前記６色）で誤動作電圧レベルを示すよ
うになっている。  したがって、画面あるいは印刷され
たものを見ることにより容易に各種の要因を特定するこ
とができる。
【００１３】図４～図６は回路実装プリント基板の誤動
作分布を示す模式図である。回路実装プリント基板のあ
る領域に対して正方形のノイズ印加用プローブを使用し
た時の結果は、同じ領域について、より小さなサイズの
ノイズ印加用プローブで分割して試験した中の誤動作電
圧の最小値とほぼ一致か＋ｄの値を示しており、誤動作
現象もほぼ一致し、このノイズ印加用プローブを使用す
ると、印加した範囲内において最もノイズに弱い部分の
誤動作電圧や誤動作現象を特定できるため、大きなサイ
ズのプローブで広範囲にノイズを加えて回路実装プリン
ト基板全体のおおまかな誤動作分布を把握した上で、ノ
イズに弱かった範囲に対して、より小さなサイドのプロ
ーブで試験することでノイズに弱い場所の絞り込みを効
率的に行うことができる。下図は、大、中、小のプロー
ブを用いての試験結果で、上記の状態を示している。図
において、図４は９ｃｍ□プローブでの試験結果、図５
は３ｃｍ□プローブでの試験結果、図６は１ｃｍ□プロ
ーブでの試験結果、をそれぞれ示す。なお、上記図中の
区分内に表示されている数字は、前記図３で述べた誤動
作電圧及び識別コードで、例えば３．０、及び 等が上
下に表示されている。
【００１４】次に本発明装置の作動手順を説明する。試
験で使用するノイズ印加用プローブ２を基板装着板面１
の中央部に固定し、使用するプローブ２のサイズは、試
験の目的に応じて９ｃｍ□プローブ、３ｃｍ□プロー
ブ、１ｃｍ□プローブの中から選択する。試験する回路
実装プリント基板４を基板装着板面１にセットし、電
源、信号等を加え動作状態にしておく、基板映像は予め
デジタルカメラ１０で撮影し、画像ファイルとしてパソ
ナルコンピュータ７に取り込んでおく。次に放電電圧、
印加回数、最低印加電圧、最高印加電圧などの放電条

件、スキャン範囲、間隔、プローブサイズなどの試験条
件を入力する。
【００１５】試験を開始すると、ノイズ印加用プローブ
２の印加座標がディスプレイ８上に表示されるので、作
業者が手動で指定された座標に回路実装プリント基板４
をセットする。次にノイズ印加を開始する。ノイズは指
定された最低印加電圧で、指定された回数繰り返し印加
される。その結果、誤動作しなかった場合、指定された
最大印加電圧になるまで、指定された間隔で電圧を上昇
させながらノイズ印加を繰り返し行う。また、定期的に
自動除電プローブ５で回路実装プリント基板４に貯まっ
た電荷の除電を行う。さらに、誤動作判定は作業者の判
断で行い、誤動作したと判定された場合、ディスプレイ
８上に表示されている誤動作現象一覧表に誤動作内容を
登録するとともに、誤動作電圧及び誤動作内容を示す識
別コードを記録する。
【００１６】次に基板を試験するには、基板の回路実装
プリント基板４は、電源を入れ直すなどして再び正常動
作状態にしておく。ディスプレイ８上に次の印加座標が
表示されるので、指定された座標にプリント基板４をセ
ットし、先ほどと同様な試験を行う。誤動作した際、既
に誤動作現象一覧表に登録済みの誤動作現象であった場
合は、その識別コードを記録し、登録されていなかった
場合は、新たな誤動作現象として一覧表に追加登録し
て、その現象に割り振られた識別コードを記録する。各
ポイントの誤動作状況は、誤動作電圧に応じた６段階カ
ラーの枠で表示するとともに、誤動作電圧値、誤動作内
容の識別コードを表示する。この際、画像入力部より得
られる回路実装プリント基板４の映像と重ね表示するこ
とで、基板上のどの部品やパターンがノイズに弱いか、
どのような現象で誤動作するかを容易に特定することが
できる。
【００１７】
【発明の効果】以上のとおり、本発明の回路実装プリン
ト基板の誤動作箇所検出法及び検出装置によれば、下記
の優れた効果が発揮される。
１、固定したノイズ印加用プローブに近接して、上方に
回路実装プリント基板を装着し、移動軸を制御して回路
実装プリント基板をスキャンさせて局所的なノイズを加
え、各座標における誤動作電圧と誤動作現象を、回路実
装プリント基板上の誤動作分布図として表示部に表示
し、さらに、回路実装プリント基板の映像とを重ねて表
示することにより、ノイズに弱い部品や、パターンを特
定できるので、部品の選定やパターンの見直し等のノイ
ズ対策をより効率的に解決することができる。
２、誤動作分布図表示部には、誤動作分布状況が多段階
の濃淡明度又は、異種カラーとして表示されまた、誤動
作電圧及び誤動作識別コードとして表示されるので、誤
動作現象の区分分布を容易に把握することができる。
３、ノイズ印加用プローブとして、回路実装プリント基
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板より小さなサイズの金属板に静電気放電を加えること
で、局所的なノイズを発生させることができ、試験に際
し、正確な場所や、分布、対策効果等を効率よく把握す
ることができる。
４、大きなサイズのプローブで広範囲にノイズを加えて
回路実装プリント基板全体のおおまかな誤動作分布を把
握した上で、ノイズに弱かった範囲に対して、より小さ
なサイドのプローブで試験することで、ノイズに弱い場
所の絞り込みを効率的に行うことができる。以上述べた
ように本発明によれば、回路実装プリント基板における
ノイズ対策を効率的に実施することができるため、その
効果は産業上に大いに貢献するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明装置の実施例における機器の構成を示す
概要説明図。
【図２】本発明装置の実施例における機器の構成を示す
模式図。
【図３】本発明装置の実施例における解析画面の構成を
示す模式図。
【図４】回路実装プリント基板の誤動作分布を示す模式

図で９ｃｍ□プローブでの試験結果図。
【図５】回路実装プリント基板の誤動作分布を示す模式
図で３ｃｍ□プローブでの試験結果図。
【図６】回路実装プリント基板の誤動作分布を示す模式
図で１ｃｍ□プローブでの試験結果図。
【符号の説明】
Ｓ：ノイズスキャニング部                Ｇ：画像入
力部
Ｋ：ノイズ発生部                        Ｄ：データ
処理部
１：基板装着板面                        １′：升目
２：ノイズ印加用プローブ                ３：放電ガ
ン
４：回路実装プリント基板                ５：自動除
電プローブ
６：静電気放電試験機                    ７：パソコ
ン本体
８：ディスプレイ                        ９：カラー
プリンタ
１０：デジタルカメラ

【図２】 【図４】
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【図１】
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【図３】

【図５】
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【図６】
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