
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント基板に所定種類の部品を実装する第１の部品実装工程と、第１の部品実装工程
を経た基板に対し、この工程で実装しなかった位置に部品を実装する第２の部品実装工程
との 実行される検査方法であって、
　前記第１の部品実装工程を経た

第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域に、第１の部品実装工程で実
装される部品が含まれていないかどうかを検査することを特徴とする基板検査方法。
【請求項２】
　プリント基板に所定種類の部品を実装する第１の部品実装工程と、第１の部品実装工程
を経た基板に対し、この工程で実装しなかった位置に部品を実装する第２の部品実装工程
との 実行される検査方法であって、
　前記第１の部品実装工程を経た基板を受け付ける都度、その基板を撮像する処理と、得
られた画像について、前記第１の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域にその部
品の画像が含まれているかどうかを判別する第１検査と、前記第２の部品実装工程での部
品実装位置に対応する領域に前記第１の部品実装工程で実装される部品の画像が含まれて
いないかどうかを判別する第２検査
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間に配備される基板検査装置で
基板を撮像し、得られた画像中の前記第２の部品実装工

程での部品実装位置に対応する領域において、部品の候補画像を検出するための２値化処
理を実行し、この２値化により部品の候補画像が検出されたとき、この候補画像の特徴量
を、前記第１の部品実装工程で実装される各部品のモデルの特徴量と順に比較することに
より、

間に配備される基板検査装置で

とを実行し、



　

ことを特徴とする基板検査方法。
【請求項３】
　プリント基板に所定種類の部品を実装する第１の部品実装工程と、第１の部品実装工程
を経た基板に対し、この工程で実装しなかった位置に部品を実装する第２の部品実装工程
との 実行される検査方法であって、
　前記第１の部品実装工程を経た基板を受け付ける都度、その基板を撮像する処理と、得
られた画像について、前記第１の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域にその部
品の画像が含まれているかどうかを判別する第１検査とを実行するとともに、この第１検
査において所定の領域内に部品の画像が正しく含まれていないと判別したとき、第２の部
品実装工程での部品実装位置に対応する領域に前記第１の部品実装工程で実装される部品
の画像が含まれていないかどうかを判別する第２検査を実行することを特徴とする基板検
査方法。
【請求項４】
　プリント基板に所定種類の部品を実装する第１の部品実装工程と、第１の部品実装工程
を経た基板に対し、この工程で実装しなかった位置に部品を実装する第２の部品実装工程
との 実行される検査方法であって、
　 を受け付ける都度、その基板を撮像する処理と、得
られた画像について、前記第１の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域にその部
品の画像が含まれているかどうかを判別する第１検査とを

　 以後に受け付ける所定数の基板に対し、前記撮像処
理および第１検査とともに、前記第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域に
前記第１の部品実装工程で実装される部品の画像が含まれていないかどうかを判別する第
２検査を実行することを特徴とする基板検査方法。
【請求項５】
　プリント基板に所定種類の部品を実装する第１の部品実装工程と、第１の部品実装工程
を経た基板に対し、この工程で実装しなかった位置に部品を実装する第２の部品実装工程
との 実行される検査方法であって、
　 を受け付ける都度、その基板を撮像する処理と、得
られた画像について、前記第１の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域にその部
品の画像が含まれているかどうかを判別する第１検査とを

　 以後に受け付ける所定数の基板に対し、前記撮像処
理および第１検査とともに、前記第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域に
前記第１の部品実装工程で実装される部品の画像が含まれていないかどうかを判別する第
２検査を実行することを特徴とする基板検査方法。
【請求項６】
　前記第１の部品実装工程は、チップ部品を実装する工程である請求項１～５のいずれか
に記載された基板検査方法。
【請求項７】
　前記第２の部品実装工程は、異形部品を実装する工程である請求項１～６のいずれかに
記載された基板検査方法。
【請求項８】
　プリント基板に所定種類の部品を実装する第１の部品実装工程と、第１の部品実装工程
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前記第２検査では、前記画像中の前記第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する
領域において、部品の候補画像を検出するための２値化処理を実行し、この２値化により
部品の候補画像が検出されたとき、この候補画像の大きさを、前記第１の部品実装工程で
実装される部品のサイズ毎に設定された判定基準値と順に比較する、

間に配備される基板検査装置で

間に配備される基板検査装置で
前記第１の部品実装工程を経た基板

実行するとともに、この第１検
査において、前記第１の部品実装工程で使用される部品吸着用の器具の消耗時期が近づい
たことを示す情報の入力を受け付けることができるように設定しておき、

前記情報の入力を受け付けたとき、

間に配備される基板検査装置で
前記第１の部品実装工程を経た基板

実行するとともに、この第１検
査において、前記第１の部品実装工程に送り込まれる基板のはんだの印刷状態が劣化して
いる旨を示す情報の入力を受け付けることができるように設定しておき、

前記情報の入力を受け付けたとき、



を経た基板に対し、この工程で実装しなかった位置に部品を実装する第２の部品実装工程
との間に配備され、前記第１の部品実装工程を経た基板の部品実装状態を検査する装置で
あって、
　検査対象の基板を撮像するための撮像手段と、
　前記撮像手段により 画像について、前記第１の部品実装工程での部品実装位置
に対応する領域にその部品の画像が含まれているか否かを判別する第１検査を実行するた
めの検査データと、前記第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域に前記第１
の部品実装工程で実装される部品の画像が含まれていないかどうかを判別する第２検査を
実行するための検査データとを格納するための
　前記撮像手段により得られた画像を、

検査実行手段と、
　前記検査実行手段による検査の結果を出力する出力手段
　

　

基板検査装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、部品が実装されたプリント基板（以下、「部品実装基板」または単に「基板
」という。）を検査する技術分野に属する。特に、この発明は、部品の実装処理が２段階
に分けて実行される製造ラインにおいて、第１の部品実装工程と第２の部品実装工程との
間に実行される検査方法、およびこの検査方法を実施する機能を具備する装置に関連する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、高密度の部品実装を自動化するために、「マウンタ」と呼ばれる部品実装機が
使用されている。従来のマウンタには、チップ部品のような小型の部品を高速で実装する
機能を具備するもの（一般に「高速マウンタ」と呼ばれる。）と、ＢＧＡ，ＣＳＰ，ＩＣ
などの異形部品を実装するためのもの（一般に「異形マウンタ」と呼ばれる。）とがある
。
【０００３】
従来の一般的な基板製造ラインでは、まず、はんだ印刷機において、ベア基板にクリーム
はんだを印刷する処理が行われた後、この基板を、高速マウンタ、異形マウンタに順に送
り込んで、前記した各種部品を実装する。さらに、部品実装後の基板は、リフロー炉に送
られて、はんだ付け処理が施される。
【０００４】
また、各マウンタの後段には、適宜、基板検査装置が配備される。この基板検査装置では
、基板上のクリームはんだの印刷状態や、各部品実装位置に部品が正しく実装されている
かなどを検査し、この検査を通過した基板のみをリフロー炉に送るようにしている。
【０００５】
たとえば、この種の検査方法を示す従来技術として、下記特許文献１に記載のものが存在
する。この特許文献１では、検査対象の基板を撮像して得られた画像から、部品の本体部
に印刷されている文字列の画像を抽出してその文字を認識することにより、正しい部品が
実装されているかどうかを判別するようにしている。
【０００６】
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得られた

記憶手段と、
前記記憶手段に格納された各検査データを用いて

処理することにより、前記第１検査および第２検査を実行する
とを具備し、

前記記憶手段には、第２検査のための検査データとして、部品の候補画像を検出するた
めの２値化しきい値が格納されるとともに、２値化により検出された部品の候補画像の大
きさについて、前記第１の部品実装工程で実装される部品のサイズ毎に設定された判定基
準値が格納され、

前記検査実行手段は、第２検査において、前記検査データ中の２値化しきい値を用いて
前記第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域内の画像を２値化し、この２値
化により部品の候補画像が検出されたとき、この候補画像の大きさを前記部品のサイズ毎
の判定基準値と順に比較する、



【特許文献１】
特開２００２－１８３７１２号　公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
前記高速マウンタは、吸着ノズルにより部品供給装置からの供給部品を吸着する処理、吸
着した部品を部品実装位置まで搬送する処理、前記部品実装位置で部品の吸着を解除する
処理などを、高速で繰り返し実行するが、この処理の過程で、部品が本来の実装位置とは
異なる場所に飛ばされてしまうおそれがある（以下、この現象を「部品飛び」という。）
。
【０００８】
部品が飛ばされるのには、様々な要因がある。最も可能性の高い要因として、吸着ノズル
の消耗によって、部品が不安定な状態で吸引され、実装位置に到着するまでに落ちてしま
うことが考えられる。また、２個の部品が吸着ノズルに同時に吸着され、そのうちの１個
が本来の実装位置とは異なる場所に落とされたり、吸着ノズルが部品を搬送する間や部品
を実装する際に、他の部品に接触し、その部品が他の場所に飛んでしまうこともある。
【０００９】
さらに、部品を吸引する際のエアー圧や吸引時間の設定に誤りがあって、部品の吸着を解
除するタイミングが狂った場合や、部品供給装置への部品補充ミスなどのために、部品の
サイズがノズルの径に合わない状態になった場合にも、部品飛びが起こる可能性がある。
【００１０】
さらに、はんだ印刷機側で、マスクが目詰まりしたり、スキージが消耗するなどして、ク
リームはんだが不足すると、はんだの粘着力が弱くなるため、部品実装後、つぎの工程に
搬送される際にその搬送の勢いで部品が飛んでしまう可能性がある。
【００１１】
このように、高速マウンタで部品飛びが生じ、その飛ばされた部品が異形部品の実装位置
に落ちた状態で、基板が異形マウンタに送り込まれると、飛ばされた部品の上から異形部
品が搭載されてしまい、不良が生じるおそれがある。
【００１２】
この発明は上記問題に着目してなされたもので、第１の部品実装工程が終了した後に、こ
の工程において実装される部品が第２の部品実装工程での部品実装位置に飛ばされていな
いかどうかを検査することにより、この種の部品飛びを速やかに検出して、第２の部品実
装工程に影響が及ばないようにすることを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　この発明にかかる基板検査方法は、プリント基板に所定種類の部品を実装する第１の部
品実装工程と、第１の部品実装工程を経た基板に対し、この工程で実装しなかった位置に
部品を実装する第２の部品実装工程との 実行されるもので
ある。この発明にかかる第１の検査方法では、前記第１の部品実装工程を経た基板に対し
、前記第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域に、前記第１の部品実装工程
で実装する部品が含まれていないどうかを検査するようにしている。
【００１４】
　前記検査 を撮像し、得られた画像 前記第２の
部品実装工程での部品実装位置に対応する領域

【００１５】
上記の方法によれば、第１の部品実装工程において、つぎに実行される第２の部品実装工
程での部品実装位置に部品が飛ばされた場合には、その部品を検出することができる。し
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間に配備される基板検査装置で

では、第１の部品実装工程を経た基板 中の
において、部品の候補画像を検出するため

の２値化処理を実行し、この２値化により部品の候補画像が検出されたとき、この候補画
像の特徴量を、前記第１の部品実装工程で実装される各部品のモデルの特徴量と順に比較
することにより、第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域に、第１の部品実
装工程で実装される部品が含まれていないかどうかを検査する。



たがって、飛ばされた部品を取り除いたり、不良基板を識別しておいて、後で選別するな
どの対応をとることができ、部品飛びによる不良の発生が見逃されるのを回避することが
できる。
【００１６】
つぎに、この発明にかかる第２の基板検査方法では、第１の部品実装工程を経た基板を受
け付ける都度、その基板を撮像する処理と、得られた画像について、前記第１の部品実装
工程での部品実装位置に対応する領域にその部品の画像が含まれているかどうかを判別す
る第１検査と、第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域に前記第１の部品実
装工程で実装される部品の画像が含まれていないかどうかを判別する第２検査とを、実行
するようにしている。
【００１７】
　

【００１８】
第１検査では、「部品あり」の判断は、検査結果が「良」であることを意味する。これに
対し、第２検査では、「部品あり」の判断は、検査結果が「不良」であることを意味する
。第１検査、第２検査ともに、良判定が得られたとき、検査対象の基板は良品であると判
断することができる。
【００１９】
上記の検査方法によれば、第１の部品実装工程を経たすべての基板に対し、この工程での
対象部品が正しく実装されたかどうかを検査する際に、第２の部品実装工程の処理対象領
域に部品飛びが生じていないかどうかを検査することになる。したがって、予測できない
要因で部品飛びが生じた場合でも、これを精度良く検出することができる。
【００２０】
なお、上記のように、第１検査と第２検査とを実行する場合、たとえば、第１検査を実行
した後に第２検査を実行するなど、各検査を順番に実行することができる。しかしながら
、検査のために撮像位置を変えながら複数回の撮像を行う場合には、撮像の都度、その画
像内に含まれる第１検査の対象領域と第２検査の対象領域とを、適当な順序で処理するの
が望ましい。これは、後記する第４，第５の検査方法でも同様である。
【００２１】
第３～５の基板検査方法では、所定の条件が成立したときに第２検査を実行するようにし
ている。まず、第３の基板検査方法では、前記第１の部品実装工程を経た基板を受け付け
る都度、その基板を撮像する処理と、前記したのと同様の第１検査とを実行するとともに
、この第１検査において所定の領域内に部品の画像が正しく含まれていないと判別したと
き、第２検査を実行するようにしている。
【００２２】
上記の方法は、吸着ノズルの不備により、部品が搬送の途中で落とされたり、部品が適切
に実装されずに、近隣の第２の部品実装工程で部品が実装される場所に飛んだ場合などに
、対応することができる。この方法によれば、たとえば、第１検査により、第１の部品実
装工程での部品実装位置における部品の欠落が検出されたとき、第２検査を実行すること
ができるので、欠落した部品が第２の部品実装工程で部品が実装される場所に飛んだ場合
には、その不良を検出することができる。よって、頻度の高い要因により生じる部品飛び
を、効率良く、かつ高い精度で検出して、対応することが可能となる。
【００２３】
　第４の検査方法 を受け付ける都度、その基板を撮
像する処理と、得られた画像について、前記第１の部品実装工程での部品実装位置に対応
する領域にその部品の画像が含まれているかどうかを判別する第１検査とを
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第２検査では、前記画像中の前記第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域
において、部品の候補画像を検出するための２値化処理を実行し、この２値化により部品
の候補画像が検出されたとき、この候補画像の大きさを、前記第１の部品実装工程で実装
される部品のサイズ毎に設定された判定基準値と順に比較する。

では、第１の部品実装工程を経た基板

実行するとと
もに、この第１検査において、前記第１の部品実装工程で使用される部品吸着用の器具の



以後に受け付ける所定数の基板に対し、前記撮像
処理および第１検査とともに、前記第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域
に前記第１の部品実装工程で実装される部品の画像が含まれていないかどうかを判別する
第２検査を実行する。
【００２４】
　上記において、部品 用の器具は、前記第１の部品実装工程を実行するマウンタの吸
着ノズル、またはこれに準じた器具である。この器具の消耗時期を示す情報は、マウンタ
からの送信情報として得るのが望ましい。マウンタでは、たとえば、前回ノズルが交換さ
れてからの使用回数を数えるなどの方法により、吸着ノズルの使用頻度を把握することが
できるので、ノズルの交換時期を精度良く判別して検査装置側への送信を行うことができ
る。
　ただし、情報の入力は、これに限定されるものではなく、たとえば、吸着ノズルの使用
頻度を判断した係員が手入力した情報を、受け付けるようにしてもよい。
【００２５】
　上記の検査方法によれば、 情報が入
力されるまでは、毎時供給される基板に対し、第１検査のみを実行するが、情報が入力さ
れると、この状態を切り換え、以後に供給される所定数の基板に対し、第１検査および第
２検査の双方を実行するようになる。この種の情報が される状態になっているときは
、マウンタでは、部品の吸着やその解除に不備が生じる可能性がきわめて高くなっている
から、部品飛びが生じる可能性も高いと考えることができる。よって、この第４の検査方
法によれば、このような器具の消耗に起因した部品飛びを、効率良く、かつ高い精度で検
出することができる。
【００２７】
　 検査をより確実なものとするには、マウンタから前記部品 用の器具の交換が
完了した旨を示す情報の送信を受け、少なくとも、この情報を受信するまでの間に供給さ
れる基板には、第１検査と第２検査とを実行するのが望ましい。また、前記器具の交換が
完了した旨の情報は、ユーザーが器具の交換後に、部品の吸着力などが適正であることを
確認した上で、マウンタに対して交換完了操作を実行したときに、その操作に応じて出力
されるのが望ましい。より好ましくは、さらにその情報を受信した時点でマウンタと検査
装置との間に置かれている可能性のある枚数分の基板に対し、第１検査および第２検査の
両方を実行するとよい。
【００２８】
　この発明にかかる第５の基板検査方法 を受け付け
る都度、その基板を撮像する処理と、前記第１検査とを実行する

以後に受け付ける所定数の基板に対し、前記撮像処理および第１検査
とともに、前記第２検査を実行する。
【００２９】
この第５の検査方法は、はんだ印刷工程におけるはんだ印刷の不備によりチップ飛びが生
じる可能性がある場合に対応できるようにしたものである。この方法で入力される情報は
、たとえば、はんだ印刷機から、前記したスキージやマスクなどの器具の交換時期を予告
する信号として送信することができる。
【００３０】
なお、この第５の検査方法でも、前記第４の検査方法と同様に、情報が入力されてから、
あらかじめ想定した数分の基板に対し、または想定した時間が経過するまでに供給された
基板に対し、第１検査と第２検査とを実行するように設定することができる。しかしなが
ら、より精度の高い検査を実行するには、前記器具の交換が完了した旨の情報も入力する
ようにして、この情報が入力されるまで、より好ましくは、情報入力から所定数の基板が
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消耗時期が近づいたことを示す情報の入力を受け付けることができるように設定する。そ
して前記情報の入力を受け付けたとき、

吸着

部品吸着用の器具の消耗時期が近づいたことを示す

入力

上記の 吸着

では、第１の部品実装工程を経た基板
とともに、この第１検査

において、前記第１の部品実装工程に送り込まれる基板のはんだの印刷状態が劣化してい
る旨を示す情報の入力を受け付けることができるように設定する。そして前記情報の入力
を受け付けたとき、



供給されるまでの間、供給された各基板に対し、第１検査と第２検査とを実行するように
設定するとよい。また、器具の交換が完了した旨の信号は、ユーザーが、器具の交換後の
はんだ印刷状態が適正であることを確認した上で、はんだ印刷機に交換完了操作を行った
とき、その操作に応じて出力されるのが望ましい。
【００３１】
上記した各検査方法では、第１の部品実装工程として、チップ部品を実装する工程を設定
することができる。また、第２の部品実装工程としては、異形部品を実装する工程を設定
することができる。
第１の部品実装工程は高速マウンタにより、第２の部品実装工程は異形マウンタにより、
それぞれ実行することができる。ただし、各部品実装工程では、「モジュラー型マウンタ
」と呼ばれるタイプのマウンタを使用することもできる。特に、第１の部品実装工程では
、高速マウンタと同様の処理を行うために、複数台のモジュラー型マウンタを使用する場
合があるが、この場合には、上記検査方法は、第１の部品実装工程中の最終のマウンタを
通過した基板に対して実行するのが望ましい。
【００３２】
また、第１の部品実装工程では、チップ部品のほか、トランジスタ、メルフ、タルタルコ
ンデンサなどの小型部品を実装することもできる。また、第２の部品実装工程が対象とす
る異形部品は、前記したＢＧＡ，ＣＳＰ，ＩＣに限らず、フィルター、コネクタ、コイル
、ＰＬＣＣ（プラスチック製ＩＣパッケージ）、個片基板、シールドケース、アースバネ
など、形状や大きさの異なる複数種の部品を実装することができ、また場合によっては、
チップ部品を実装することもできる。
【００３４】
　つぎに、この発明にかかる基板検査装置は、前記した第１の部品実装工程と第２の部品
実装工程との間に配備され、前記第１の部品実装工程を経た基板の部品実装状態を検査す
るためのものである。この装置には、検査対象の基板を撮像するための撮像手段と、前記
撮像手段により 画像について、前記第１検査を実行するための検査データと、前
記第２検査を実行するための検査データとを格納するための 前記撮像手段に
より得られた画像を、

検査実行手段と、前記検査実行手段による検
査の結果を出力する出力手段とが、設けられる。
【００３５】
このほか、この検査装置には、検査対象の基板を支持するステージや、照明用の光源など
が設けられるのが望ましい。また、撮像手段と基板との相対位置関係を変動できるように
、撮像手段もしくはステージ、またはこれら双方の位置を調整する機構（ＸＹテーブルな
ど）を設けるのが望ましい。
さらに、この検査装置では、前記第４，５の検査方法を実行する場合には、マウンタやは
んだ印刷機などの外部装置と通信を行うための手段を設け、第１の部品実装工程で使用さ
れる部品実装用の器具の消耗時期を示す情報や、第１の部品実装工程に送り込まれる基板
のはんだの印刷状態が劣化している旨を示す情報の送信を受けるようにするのが望ましい
。
【００３６】
　前記撮像手段は、カラー画像を生成するものであるのが望ましいが、これに限らず、モ
ノクロ画像を生成するカメラを使用することもできる。
　検査用データを記憶するための記憶手段は、コンピュータ内のメモリに設定することが
できる。この記憶手段

【００３７】
　検査実行手段は、
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得られた
記憶手段と、

前記記憶手段に格納された各検査データを用いて処理することによ
り、前記第１検査および第２検査を実行する

には、第２検査のための検査データとして、部品の候補画像を検出
するための２値化しきい値が格納されるとともに、２値化により検出された部品の候補画
像の大きさについて、前記第１の部品実装工程で実装される部品のサイズ毎に設定された
判定基準値が格納される。

第２検査において、前記検査データ中の２値化しきい値を用いて前記



【００３９】
出力手段は、この検査実行手段から検査結果を受け渡されて、外部装置や表示装置などに
出力するインターフェース回路とすることができる。なお、前記外部装置を基板の搬送用
のコンベヤとして、前記出力手段を、検査結果が「不良」のときに、前記コンベヤに停止
信号を出力する手段として構成することもできる。
【００４０】
また、出力手段は、所定の記憶媒体に検査結果を格納する手段や、検査結果が「不良」で
ある場合に、警報を鳴らすなどの警告処理を実行する手段として、構成することもできる
。
【００４７】
【発明の実施の形態】
図１は、この発明が適用された基板製造ラインにおける処理の流れを示す。
この実施例の基板製造ラインでは、４段階の工程Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄにより、部品実装基板を
完成させるとともに、工程Ｂ，Ｃ，Ｄの後で、それぞれ検査ａ，ｂ，ｃを実行するように
している。
【００４８】
最初の工程Ａでは、はんだ印刷機により、プリント基板にクリームはんだを印刷する。つ
ぎの工程Ｂでは、このはんだ印刷後の基板を高速マウンタに供給して、チップ部品を実装
する。さらに、工程Ｃでは、工程Ｂを経た基板を異形マウンタに供給して、ＢＧＡ，ＣＳ
Ｐ，ＩＣなどの異形部品を実装する。最後の工程Ｄでは、部品実装処理を終えた基板をリ
フロー炉に送り込んで加熱し、各部品を基板上に固定する。
【００４９】
検査ａ，ｂ，ｃは、いずれも、コンピュータを制御主体とする基板検査装置により行われ
る。工程Ｂと工程Ｃとの間で実行される検査ａでは、工程Ｂで実装された各チップ部品に
ついて、はんだの印刷状態や部品実装状態の適否を判別する検査（以下、「実装部品検査
」という。）を行うほか、後記する部品飛び検査を実行する。工程Ｃと工程Ｄとの間で実
行される検査ｂでは、工程Ｃで実装された異形部品に対する実装部品検査を実行する。さ
らに工程Ｄの後の検査ｃでは、各部品のはんだ付け部位について、はんだの形状や傾斜状
態などの適否を判別する検査（はんだ検査）を実行する。このはんだ検査で良判定を得た
基板が最終製品として出荷されることになる。
【００５０】
なお、検査ａや検査ｂで不良判定がなされた場合には、その不良基板を回収するために、
ラインを一時停止することができる。この場合、回収された基板は、不良部位に対する修
正が施された後、再度、同じ検査装置に供給されるか、または係員による修正確認後に、
下流工程に流される。
【００５１】
図２は、前記検査ａを実行するための基板検査装置の構成を示す。この基板検査装置１は
、検査対象の基板７を撮像して得た画像を用いて検査を行うもので、撮像部２、投光部３
、ＸＹテーブル部４、基板支持部５、制御処理部６などにより構成される。
【００５２】
　前記 部４は、検査対象の基板７に対する撮像位置を調整するためのもので
、撮像部２および投光部３を支持しつつ、これらをＸ軸方向（図の左右方向）およびＹ軸
方向（図１の紙面に直交する方向）に沿って移動させる。基板支持部５は、基板７を搬出
入するためのコンベヤ５１を具備する。なお、このコンベヤ５１は、検査対象の基板のサ
イズに合わせて幅を調整できるように構成されている。
【００５３】
前記投光部３は、異なる径を有する２個の円環状光源３１，３２により構成される。上方

10

20

30

40

50

(8) JP 3966189 B2 2007.8.29

第２の部品実装工程での部品実装位置に対応する領域内の画像を２値化し、この２値化に
より部品の候補画像が検出されたとき、この候補画像の大きさを前記部品のサイズ毎の判
定基準値と順に比較する。

ＸＹテーブル



の光源３１は赤色光を、下方の光源３２は白色光を、それぞれ発光するもので、観測位置
の真上位置に中心を合わせることにより、前記基板７の支持面から見て、異なる仰角に対
応する方向に位置するように配備される。
【００５４】
前記撮像部２は、カラー画像生成用のＣＣＤカメラであって、その光軸が各光源の中心に
対応し、かつ鉛直方向に沿うように位置決めされる。
なお、この基板検査装置１では、基本的には下方の光源３２による白色照明のみで撮像を
行うが、はんだの印刷パターンなど、傾斜面の観測を行う必要がある場合には、上方の光
源３１も点灯させることで、はんだを赤く光らせた画像を生成し、その赤色パターンの形
状や大きさを観測するようにしている。
【００５５】
制御処理部６は、ＣＰＵ６０１を制御主体とするコンピュータであって、画像入力部６０
２、メモリ６０３、撮像コントローラ６０４、ＸＹテーブルコントローラ６０５、Ｗ軸コ
ントローラ６０６、画像処理部６０７、検査部６０８、基板検査データ記憶部６０９、入
力部６１０、ＣＲＴ表示部６１１、プリンタ６１２、送受信部６１３、外部メモリ装置６
１４などを構成として含む。
【００５６】
画像入力部６０２は、撮像部２からのＲ，Ｇ，Ｂの各画像データを受け付ける入力ポート
などを備える。メモリ６０３には、Ｒ，Ｇ，Ｂ毎のディジタル画像データや、これら画像
データを２値化処理して得られる２値画像などが格納されるほか、前記した高速マウンタ
からの送信情報や検査の途中結果などを一時保存するために用いられる。
【００５７】
撮像コントローラ６０４は、撮像部２および投光部３をＣＰＵ６０１に接続するインター
フェースなどを備え、ＣＰＵ６０１からの命令に基づき投光部３の各光源３１，３２の点
灯、消灯動作を制御したり、光量の調整などを行う。
【００５８】
ＸＹテーブルコントローラ６０５は、前記ＸＹテーブル部４をＣＰＵ６０１に接続するイ
ンターフェースなどを含み、ＣＰＵ６０１からの指令に基づき、ＸＹテーブル部４の移動
動作を制御する。Ｗ軸コントローラ６０６は、前記基板支持部５のコンベヤ５１の幅を調
整するためのもので、同様に、ＣＰＵ６０１の指令に基づく制御を実行する。
【００５９】
基板検査データ記憶部６０９は、基板の種類毎に設定された基板検査データを登録するた
めのメモリである。各基板検査データは、それぞれ、所定のファイル名を付したデータフ
ァイル（以下では、「検査データファイル」という。）に、対応する基板に前段の高速マ
ウンタで実装されたチップ部品の部品検査データを格納した構成のものである。さらに、
この実施例の検査データファイルには、つぎの異形マウンタで実装される予定の異形部品
の実装位置にチップ部品が飛んでいないかどうかを判別する検査（これが、前記した部品
飛び検査である。）のための検査データ（以下、「部品飛び検査用データ」という。）が
格納される。この部品飛び検査用データの詳細については、後記する。
【００６０】
画像処理部６０７は、メモリ６０３に格納されたＲ，Ｇ，Ｂの各画像データより、Ｒ，Ｇ
，Ｂの各階調、およびこれら階調の総和により表される明度を画素単位で抽出する。さら
に、検査の際には、画像処理部６０７は、各部品毎に、その部品検査データや部品飛び検
査データに基づき、検査ウィンドウを設定し、そのウィンドウ内において、部品の色彩に
対応する画像（以下、「（部品の）候補画像」という。）を抽出する処理や、抽出した候
補画像の特徴量を算出する処理を実行する。
【００６１】
検査部６０８は、部品毎に、前記検査ウィンドウ内で抽出された特徴量を判定基準値と比
較するなどして、良否判定を行い、この判定結果を、ＣＰＵ６０１に出力する。ＣＰＵ６
０１は、各検査ウィンドウ毎の判定結果に基づき、基板７が良品か否かを最終判定する。
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この最終的な判定結果は、ＣＲＴ表示部６１１やプリンタ６１２、あるいは送受信部６１
３に出力される。
【００６２】
前記入力部６１０は、検査のための各種条件や検査情報などを入力するためのもので、キ
ーボードやマウスなどにより構成される。ＣＲＴ表示部６１１（以下、単に「表示部６１
１」という。）は、ＣＰＵ６０１から、画像データ、検査結果、前記入力部６１０からの
入力データなどの供給を受けて、これを表示画面上に表示する。またプリンタ６１２は、
ＣＰＵ６０１から検査結果などの供給を受け、これを予め定められた形式でプリントアウ
トする。
【００６３】
送受信部６１３は、外部装置との間でデータのやりとりを行うためのものである。なお、
外部装置としては、前後段の各マウンタや、図示しない基板搬送ラインの制御装置などを
設定することができる。
【００６４】
外部メモリ装置６１４は、フレキシブルディスク、ＣＤ－Ｒ、光磁気ディスクなど、所定
の記憶媒体用のリーダライタであって、前記検査結果を保存したり、検査に必要なプログ
ラムや設定データを外部から取り込むために用いられる。
【００６５】
なお、上記構成において、画像処理部６０７および検査部６０８は、上記した各処理を実
行するためのプログラムを組み込んだ専用のプロセッサにより構成される。ただし、必ず
しも、専用のプロセッサを設ける必要はなく、メインの制御を行うＣＰＵ６０１に画像処
理部６０７および検査部６０８の機能を付与するようにしてもよい。また、メモリ６０３
と基板検査データ記憶部６０９とについても、物理上は個別に設定する必要はなく、同一
のメモリ装置（ハードディスク装置など）内に設定することができる。
【００６６】
上記の基板検査装置１において、前記チップ部品にかかる部品検査データには、対応する
部品の座標、実装方向（所定の基準方向に対する部品の傾きにより示す。）、検査ウィン
ドウの設定用データ、チップ部品の色彩を抽出するのに必要な２値化しきい値（Ｒ，Ｇ，
Ｂの各階調および明度毎に設定される。）、前記２値化しきい値により抽出された部品の
候補画像が確かに部品を示すものであるかどうかを判断するための判定基準値、などが含
まれる。
【００６７】
前記した部品飛び検査用データも、チップ部品の部品検査データと同様に、検査ウィンド
ウの設定データ、２値化しきい値、判定基準値などを含む。ただし、この場合の検査ウィ
ンドウは、各異形部品の実装位置や大きさに対応するものとなる。また２値化しきい値は
、基板に実装される各種チップ部品を抽出できるように、これらの部品に共通に適合する
しきい値として、または部品毎に個別のしきい値として、設定される。また、判定基準値
は、検査ウィンドウ内に部品の画像があるか否かを判定する処理に使用されるもので、こ
の実施例では、部品の大きさを表す数値が設定される。
【００６８】
図３は、検査ウィンドウの設定例を示す。図中のｗ１は、部品の本体に対応する部品本体
ウィンドウであって、本来の実装部品検査において、部品の有無の確認などの目的で使用
されるものである。一方、ｗ２は、部品飛び検査用のウィンドウであって、前記部品本体
ウィンドウｗ１をもとに設定される。
【００６９】
図４は、前記検査ウィンドウの分布例を示す。図中、細線で描いた小さな矩形８１は、チ
ップ部品に対する実装部品検査用のウィンドウであって、各チップ部品に対する部品本体
ウィンドウｗ１により構成される。これに対し、太線で描いた矩形８２は、前記部品飛び
検査用のウィンドウであって、異形部品用の部品本体ウィンドウｗ１を拡大させたウィン
ドウｗ２により、構成される。
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なお、この実施例の部品飛び検査用データには、部品位置の確認などのために、前記ウィ
ンドウｗ２とともに、ウィンドウｗ１の設定データも含めるようにしているが、これに限
らず、ウィンドウｗ２の設定データのみを含むにとどめてもよい。
【００７０】
図５は、部品飛び検査において、部品の大きさによる判定処理を行うための判定基準値の
設定例を示す。
部品飛びが生じた場合、その飛ばされたチップ部品は、任意の方向を向いた状態にある。
そこで、この実施例では、２値化しきい値により抽出された部品の候補画像に対し、図５
（２）に示すように外接矩形ＲＴを設定し、この矩形ＲＴの長い方の辺の長さＷにより、
部品の大きさを表すようにしている（以下、このＷを、「部品幅Ｗ」という。）。
【００７１】
また、この実施例では、前記部品幅Ｗに対する判定基準値を、図５（１）に示す長さＬに
対する比率により表している。このＬは、チップ部品の画像における対角線の長さであり
、あらかじめ、モデルのチップ部品の画像を計測して得られたものである。なお、このＬ
に対する比率は、飛ばされた部品の向きにより変化するので、この実施例では、その変動
する数値範囲の最小値Ｌ１および最大値Ｌ２を、判定基準値として設定するようにしてい
る。すなわち、前記検査ウィンドウ内で抽出された部品の候補画像がチップ部品であれば
、その部品幅Ｗは、Ｌ１≦Ｗ≦Ｌ２の条件を満たすものとしている。
【００７２】
また、この実施例では、前記判定基準値として、部品の面積の範囲を示す数値も設定する
ようにしている。なお、この面積については、最大値Ｓ m a xのみを設定し、検査ウィンド
ウ内の部品の候補画像がチップ部品であれば、その面積Ｓは、Ｓ≦Ｓ m a xの条件を満たす
ものとしている。なお、部品飛び検査では、上記の部品幅Ｗ，面積Ｓにかかる条件がとも
に満たされるとき、候補画像はチップ部品を表しているものと判断するものとしている。
【００７３】
なお、基板に実装されるチップ部品には、複数のサイズがあるので、サイズ毎に、前記部
品幅および面積にかかる判定基準値を設定するのが望ましい。この場合、部品飛び検査で
は、２値化により抽出された候補画像の特徴量をサイズ毎の判定基準値と順に比較してい
くことになる。また、１つの検査ウィンドウ内で複数の候補画像が抽出された場合には、
各候補毎に、その特徴量を判定基準値と比較する処理を実行する必要がある。
【００７４】
同様に、２値化しきい値についても、チップ部品の種類によって複数種の色彩があるため
、これらの色彩毎に２値化しきい値を設定し、検査の際に、これら２値化しきい値により
、各色彩に対応する候補画像を順に抽出するのが望ましい。また、前記部品幅Ｗや面積Ｓ
の抽出のために、チップ部品の全体像を抽出できるように、各種チップ部品につき、それ
ぞれボディ抽出用の２値化しきい値と、電極部分抽出用の２値化しきい値とを、設定する
のが望ましい。
【００７５】
つぎに、前記部品飛び検査は、必ずしもすべての基板に対して行う必要はなく、部品飛び
が生じていることが明らかな場合、または部品飛びが生じる可能性が高いときに実行する
だけとしてもよい。ここで、部品飛びが生じていることが明らかな場合とは、本来の実装
部品検査において、チップ部品の欠落が検出された場合と考えることができる。また、部
品飛びが生じる可能性が高い場合とは、高速マウンタ側の吸着ノズルが消耗し、部品の吸
着や解除に誤動作が生じやすくなっている場合と考えることができる。
【００７６】
そこで、この実施例では、前記基板検査装置に部品飛び検査を行うための条件として、つ
ぎの条件１，２，３を設定し、ユーザーに、これらの条件の中から基板製造ラインの実情
に合うものを選択させ、その選択された条件が成立したときに、部品飛び検査を実行する
ようにしている。
【００７７】

10

20

30

40

50

(11) JP 3966189 B2 2007.8.29



条件１：実装部品検査で部品の欠落が検出されたとき。
条件２：高速マウンタ側の吸着ノズルの交換時期が近づいたとき。
条件３：すべての基板を検査対象とする。
【００７８】
上記において、条件１は、前記確実に部品飛びが生じている場合に、条件２は、部品飛び
が生じている可能性が高い場合に、それぞれ対応する。ただし、条件１では、吸着ノズル
が２個の部品を吸着した場合など、本来、実装されるべき部品以外の部品が飛ばされた場
合には対応できない。また条件２でも、吸着ノズルが消耗していないのに、誤動作を起こ
して、部品飛びが生じた場合には、対応できないことになる。
【００７９】
これに対し、条件３では、条件を限定せずに、検査対象のすべての基板について部品飛び
検査を行うことにするので、最も確実に部品飛びを検出することができる。したがって、
部品飛びの要因を特定できるユーザーは、条件１または条件２を選択して、効率の良い検
査を行うことができる。また、部品飛びの要因を特定できないユーザーであれば、条件３
を選択することにより、検査時間は長くなるが、部品飛びによる不良を高い確度で検出す
る、という安全策をとるのが望ましい。
【００８０】
なお、この実施例では、条件２が選択された場合、上流の高速マウンタから、吸着ノズル
の交換時期が近いことを示す信号（以下、「警告信号」という。）や、吸着ノズルの交換
が終了したことを示す信号（以下、「解除信号」という。）を取り込んで、条件２が成立
するかどうかを判断するようにしている。警告信号は、高速マウンタで吸着ノズルの使用
回数をカウントし、そのカウント値が所定数に達したときに出力される。一方、解除信号
は、吸着ノズルの交換後、係員が部品の吸着状態などを確認して交換完了操作を行ったと
き、その操作に応じて出力される。
【００８１】
つぎに、図６，７を用いて、上記基板検査装置において実行される処理の手順を説明する
。なお、図６は、基板検査データの作成・登録にかかる手順であり、各ステップ（ＳＴ）
を１００番台の数字により示す。また、図７は、検査時の手順であり、各ステップを２０
０番台の数字により示す。
【００８２】
まず、基板検査データの作成については、各チップ部品が正しい位置に実装されたモデル
の基板（以下、この基板を「基準基板」という。）を用いて行われる。図６の手順は、オ
ペレータが所定のファイル名を入力する操作などに応じて開始されるもので、ＳＴ１０１
では、前記メモリ６０３に、入力されたファイル名を付した空の検査データファイルを設
定する。つぎに、オペレータが前記基準基板を所定位置にセットして開始操作を行うと、
ＳＴ１０２において、基準基板が基板支持部５上に搬入され、続くＳＴ１０３において、
撮像部２による撮像が開始される。
【００８３】
前記撮像部２からの画像は、画像入力部６０２やＣＰＵ６０１を介して表示部６１１に出
力される。オペレータは、この表示部６１１における画像表示を確認しながら、被検査部
位毎に、検査ウィンドウ、２値化しきい値、判定基準値を、順に設定する（ＳＴ１０４，
１０５，１０６）。なお、ここで、被検査部位がチップ部品の実装位置である場合は、Ｓ
Ｔ１０４～１０６では、実装されるチップ部品に固有の検査データが設定される。一方、
被検査部位が異形部品の実装位置である場合には、ＳＴ１０４～１０６では、前記した部
品飛び検査のために、複数種の色彩を抽出するための２値化しきい値や、複数種のサイズ
に対応する判定基準値が設定される。
【００８４】
このようにして、入力画像中のすべての検査部位について、前記３種類の検査データの設
定が順に行われる。なお、ＳＴ１０４～１０７のループが繰り返される間、設定された各
データは、メモリ６０３に一時保存された検査データファイルに格納される。
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【００８５】
すべての被検査部位に対する設定が終了し、設定終了操作が行われると、ＳＴ１０７が「
ＹＥＳ」となってＳＴ１０８に進み、前記検査データファイルを基板検査データ記憶部６
０９に登録して、処理を終了する。
【００８６】
なお、ＳＴ１０５で２値化しきい値を設定する場合、被検査部位がチップ部品であれば、
オペレータが画像上のチップ部品を指定する操作に応じて、その指定位置の色彩に対応す
るＲ，Ｇ，Ｂおよび明度の値からしきい値を自動設定することができる。一方、被検査部
位が異形部品である場合には、検査ウィンドウ内には指定すべき色彩がないので、一時的
に検査ウィンドウ外のチップ部品を指定する操作を受け付けるようにしてもよい。この場
合、ＣＰＵ６０１は、複数種のチップ部品に対する指定を順に受け付け、各指定位置の画
像データから、すべてのチップ部品に適合する２値化しきい値を設定し、その値を検査ウ
ィンドウにリンクさせることができる。
【００８７】
また、上記検査データの設定処理において、まず実装部品検査用の検査データの設定を完
了し、つぎに部品飛び検査用の検査データの設定を行うようにすれば、各種チップ部品の
実装部品検査について設定した２値化しきい値から、部品飛び検査に適合する２値化しき
い値を設定することが可能になる。同様に、判定基準値についても、実装部品検査におけ
る設定値を利用することができる。
【００８８】
さらに、上記図６の手順では、オペレータの操作に応じて各種検査データの設定を行って
いるが、あらかじめ、部品毎に、標準的な検査データを設定して登録しておき、この登録
データを、ＣＡＤデータのような基板設計データとリンクさせる方法により、検査データ
ファイルを作成することも可能である。
【００８９】
つぎに、この実施例における検査の手順について説明する。
検査開始時に、オペレータは、検査対象の基板の種類を基板名などにより指定する。図７
の手順は、この指定操作に応じて開始されるもので、まず、最初のＳＴ２０１で、この指
定された基板の基板検査データを読み出して、メモリ６０３にセットする。さらに、この
実施例では、つぎのＳＴ２０２において、前記した部品飛び検査のための条件の入力を受
け付ける。なお、この入力は、前記表示部６１１に、条件１，２，３を表示し、各条件に
対応する選択肢（たとえば数字の１，２，３により示す。）を入力させる方法により行う
ことができる。
【００９０】
ここで、条件２が選択されたとき、すなわち、高速マウンタ側の吸着ノズルの交換時期が
近いことを条件に部品飛び検査を行う旨が指定されたときは、ＳＴ２０３が「ＹＥＳ」と
なり、つぎのＳＴ２０４において、高速マウンタからの送信信号の有無を確認し、さらに
、信号が送信されている場合は、その内容を確認する。なお、他の条件１または条件３が
選択されている場合には、ＳＴ２０３は「ＮＯ」となり、ＳＴ２０４はスキップされる。
【００９１】
この状態下で検査開始操作が行われると、ＳＴ２０５で最初の基板の搬入を受け付け、続
くＳＴ２０６で、撮像部２による撮像を開始する。
ここで、前記ＳＴ２０２において、条件３が選択されているものとすると、つぎのＳＴ２
０７が「ＹＥＳ」となってＳＴ２０８に進み、実装部品検査および部品飛び検査の両方の
処理を実行する。
【００９２】
なお、このＳＴ２０８では、画像上の各被検査部位に任意の順序で着目し、それぞれの部
位に対応する検査を実行することになる。すなわち、着目した部位がチップ部品の実装位
置であれば、チップ部品の実装部品検査を実行し、着目した部位が異形部品の実装位置で
あれば、部品飛び検査を実行することになる。実際の基板検査では、撮像位置を変更しな
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がら複数回の撮像を行う場合が多いが、上記のように、２種類の検査を取り混ぜて実行す
る処理によれば、同じ画像に含まれる検査ウィンドウをすべて処理してから、つぎの画像
入力を行うことができ、効率の良い検査を行うことができる。
【００９３】
すべての被検査部位に対する検査が終了すると、ＳＴ２０８からＳＴ２０９に進み、前記
表示部６１１や送受信部６１３に、その検査結果を出力する。つぎのＳＴ２１０では、検
査対象の基板を異形マウンタ側のラインへと搬出する。この後、つぎの検査対象の基板が
ある場合には、ＳＴ２０３に戻り、つぎの基板に対する検査手順に入る。なお、ＳＴ２０
９～２１１、およびＳＴ２１１からＳＴ２０３に戻る手順については、他の条件１または
条件２が選択されている場合でも同様である。
【００９４】
このように、条件３が選択された場合には、基板が搬入される都度、実装部品検査および
部品飛び検査の両方が実行されることになる。
一方、条件１が選択された場合には、ＳＴ２０５で基板を搬入し、ＳＴ２０６で撮像を開
始した後は、ＳＴ２０７，２１２がともに「ＮＯ」となってＳＴ２１４に進み、チップ部
品の実装部品検査のみを実行する。この検査が終了すると、つぎのＳＴ２１５では、上記
の検査において部品の欠落が検出されたかどうかをチェックする。この判断が「ＮＯ」で
あれば、ＳＴ２１５から前記ＳＴ２０９へと進むが、部品の欠落が検出された場合には、
ＳＴ２１５が「ＹＥＳ」となってＳＴ２１６に進み、部品飛び検査を実行し、しかる後に
ＳＴ２０９に進む。
【００９５】
よって、条件１が選択された場合には、基板が搬入される都度、まず、チップ部品の実装
部品検査が実行され、この検査で部品の欠落が検出されたときに、部品飛び検査が実行さ
れることになる。
【００９６】
つぎに、条件２が選択された場合には、ＳＴ２０５，２０６の各ステップを実行した後に
、ＳＴ２０７が「ＮＯ」、ＳＴ２１２が「ＹＥＳ」となって、ＳＴ２１３に進み、条件２
に適合する状態かどうかを判別する。このＳＴ２１３の判定処理は、基板を搬入する前の
ＳＴ２０４において、高速マウンタから送信された信号の内容に基づき行われることにな
る。
【００９７】
ここで、高速マウンタから警告信号を受けるまでの間は、ＳＴ２１３は「ＮＯ」となり、
条件１の場合と同様に、検査対象の各基板に対し、ＳＴ２１４でチップ部品の実装部品検
査を実行することになる。なお、この実施例では、条件２を選択した場合にも、実装部品
検査の後は、ＳＴ２１５で部品の欠落が検出されたかどうかをチェックし、部品の欠落が
検出された場合には、ＳＴ２１６の部品飛び検査を実行するようにしている。
【００９８】
所定の時点で、高速マウンタからの警告信号を受けると、前記ＳＴ２１３の判定が「ＹＥ
Ｓ」となる。このように、ＳＴ２１３で「ＹＥＳ」の判定がなされた場合には、ＳＴ２０
８に進み、条件３が選択されたときと同様に、実装部品検査と部品飛び検査とを並列で実
行する。
【００９９】
このようにして、警告信号を受けた直後の基板に対する検査を終了した後は、つぎに搬入
される基板に対しても、ＳＴ２１３では「ＹＥＳ」と判定される。なお、この実施例では
、高速マウンタで信号を出力した際には、すでに、このマウンタから基板検査装置までの
ライン上に所定数の基板が存在している可能性を考慮して、警告信号を受信した後は、ノ
ズルの交換が完了した旨を示す解除信号を受け、さらに、この信号受信時に前記高速マウ
ンタとの間のラインを搬送されている可能性のある枚数分の基板の検査が終了するまで、
ＳＴ２１３の「ＹＥＳ」判定を続けるようにしている。この「ＹＥＳ」判定が続く間、毎
時搬入される基板には、実装部品検査と部品飛び検査の両方が実行されることになる。
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【０１００】
前記解除信号の受信を受け、さらに前記高速マウンタとの間のライン上を搬送されている
可能性のある枚数分の基板の処理が終了すると、つぎの基板を受け付けたときのＳＴ２１
３の判定は「ＮＯ」となる。よって、ＳＴ２１３の判定処理後は、再びＳＴ２１４に進む
ようになり、以下では、部品の欠落が見つからない限り、チップ部品の実装部品検査のみ
が実行される。
【０１０１】
よって、条件２が選択された場合には、高速マウンタ側で吸着ノズルを交換する必要のあ
る期間に実装処理を受けた基板に対し、実装部品検査と部品飛び検査との両方が実行され
ることになる。
【０１０２】
なお、上記の３種類の条件に加えて、「はんだ印刷機において、マスクやスキージなどの
器具を交換する必要のある期間に部品飛び検査を行う。」という条件を設けてもよい。こ
のような条件を設定した場合には、はんだ印刷機から、前記高速マウンタと同様の警告信
号や解除信号を受けるようして、条件２の場合と同様の手順により検査を進めるのが望ま
しい。
【０１０３】
また、上記の実施例では、部品飛び検査の検査対象領域を、異形部品の実装位置に対応す
る領域に限定しているが、これに限らず、チップ部品の実装位置を除く画像全体を対象と
して、部品飛び検査を行うようにしてもよい。
【０１０４】
ところで、図１に示した製造ラインでは、チップ部品を実装する工程Ｂを高速マウンタに
より、異形部品を実装する工程Ｃを異形マウンタにより、それぞれ実行するようにしてい
るが、これに限らず、各工程Ｂ，Ｃは、モジュラー型マウンタにより実行することも可能
である。この場合、高速処理を要する工程Ｂに２台のマウンタを使用する一方、工程Ｃは
１台のマウンタにより行うなど、複数台のモジュラー型マウンタを工程Ｂに割り振った製
造ラインを設定することができる。このような製造ラインにおいても、工程Ｂの最終段の
マウンタを通過した基板に対し、上記実施例と同様の検査を実行することができる。
【０１０５】
【発明の効果】
この発明によれば、第１の部品実装工程が終了した後に、この工程で実装された部品が、
つぎの第２の部品実装工程での部品実装位置に飛ばされていないかどうかを検査すること
ができるから、この部品飛びの生じた基板が第２の部品実装工程に流れるのを防止するこ
とができ、部品飛びによる不良の発生を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明が適用された基板製造ラインの処理の流れを示す図である。
【図２】基板検査装置の電気構成を示すブロック図である。
【図３】検査ウィンドウの設定例を示す図である。
【図４】検査ウィンドウの分布状態を示す図である。
【図５】部品飛び検査に使用する判定基準値の設定例を示す図である。
【図６】基板検査データの登録処理にかかる手順を示すフローチャートである。
【図７】基板検査における手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　基板検査装置
２　撮像部
６　制御処理部
７　基板
６０１　ＣＰＵ
６０７　画像処理部
６０８　検査部
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６０９　基板検査データ記憶部
６１１　ＣＲＴ表示部
６１３　送受信部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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