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(57)【要約】
【課題】電子部品の処理効率の向上に有効な処理装置を
提供する。
【解決手段】電子部品の処理装置１は、電子部品Ｗを保
持する保持部１２を有し、保持部１２を円軌道ＣＲ１に
沿って移動させる回転搬送部１０と、電子部品Ｗを保持
する保持部３２を有し、保持部１２との間で電子部品Ｗ
の受け渡しが可能な受渡領域ＴＡを通る円軌道ＣＲ２に
沿って保持部３２を移動させる回転搬送部３０と、受渡
領域ＴＡにおける保持部３２の位置を調節する位置調節
部４０，４４と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品を保持する第１保持部を有し、前記第１保持部を第１円軌道に沿って移動させ
る第１回転搬送部と、
　前記電子部品を保持する第２保持部を有し、前記第１保持部との間で前記電子部品の受
け渡しが可能な受渡領域を通る第２円軌道に沿って前記第２保持部を移動させる第２回転
搬送部と、
　前記受渡領域における前記第２保持部の位置を調節する位置調節部と、を備える電子部
品の処理装置。
【請求項２】
　前記位置調節部は、前記受渡領域における前記第２保持部の位置を調節するように前記
第２回転搬送部の位置を変更する、請求項１記載の電子部品の処理装置。
【請求項３】
　前記位置調節部は、前記受渡領域における前記第２保持部の位置を調節するように、前
記第２回転搬送部における前記第２保持部の位置を変更する、請求項１又は２記載の電子
部品の処理装置。
【請求項４】
　前記第２回転搬送部における前記第２保持部の姿勢を調節する姿勢調節部を更に備える
、請求項１～３のいずれか一項記載の電子部品の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電子部品の処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、電子部品を保持しながら回転と停止を１サイクルとして繰り返して間
欠的に回転搬送するターンテーブルと、ターンテーブルの外周に設けられた工程処理機構
と、ターンテーブルから電子部品を受取り工程処理機構に搬送し、工程処理機構からター
ンテーブルに電子部品を戻す衛星テーブルとを備える電子部品の処理装置が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３０６６１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、電子部品の処理効率の向上に有効な処理装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の一側面に係る電子部品の処理装置は、電子部品を保持する第１保持部を有し、
第１保持部を第１円軌道に沿って移動させる第１回転搬送部と、電子部品を保持する第２
保持部を有し、第１保持部との間で電子部品の受け渡しが可能な受渡領域を通る第２円軌
道に沿って第２保持部を移動させる第２回転搬送部と、受渡領域における第２保持部の位
置を調節する位置調節部と、を備える。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示によれば、電子部品の処理効率の向上に有効な処理装置を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
【図１】電子部品の処理装置を模式的に示す平面図である。
【図２】図１の処理装置の側面図である。
【図３】第２回転搬送部の変形例を示す模式図である。
【図４】コントローラの機能的な構成を例示するブロック図である。
【図５】コントローラのハードウェア構成を例示するブロック図である。
【図６】搬送制御手順を例示するフローチャートである。
【図７】第１側の処理制御手順を例示するフローチャートである。
【図８】第２側の処理制御手順を例示するフローチャートである。
【図９】第２側の処理制御手順の変形例を示すフローチャートである。
【図１０】搬送制御手順の変形例を示すフローチャートである。
【図１１】第２側の処理制御手順の変形例を示すフローチャートである。
【図１２】処理装置の変形例を示す平面図である。
【図１３】第２側の処理制御手順の変形例を示すフローチャートである。
【図１４】回転搬送部の配置の変形例を示す側面図である。
【図１５】回転搬送部の配置の他の変形例を示す側面図である。
【図１６】回転搬送部の配置の他の変形例を示す側面図である。
【図１７】第２回転搬送部の他の変形例を示す模式図である。
【図１８】処理装置の他の変形例を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。説明において、同一要素
又は同一機能を有する要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【０００９】
〔処理装置〕
　本実施形態に係る電子部品の処理装置１は、所謂ダイソータであり、ダイシングなどの
前工程で形成された電子部品Ｗを搬送しながら、外観検査、電気特性検査、マーキング等
の処理を施した上でテープ、コンテナチューブ等に梱包する装置である。
【００１０】
　図１及び図２に示すように、処理装置１は、回転搬送部１０，３０と、位置調節部４０
とを備える。回転搬送部１０（第１回転搬送部）は、電子部品Ｗを円軌道ＣＲ１（第１円
軌道）に沿って移動させる。搬送対象の電子部品Ｗは、互いに平行な二か所の主面Ｗａ，
Ｗｂと、主面Ｗａ，Ｗｂを囲む外周面Ｗｃとを有する。回転搬送部１０は、ターンテーブ
ル１１と、複数の保持部１２と、回転駆動部１３と、複数の昇降駆動部２１とを有する。
ターンテーブル１１は、鉛直な軸線Ａｘ１まわりに回転可能となるように設けられている
。
【００１１】
　複数の保持部１２（第１保持部）は、軸線Ａｘ１を中心とする円周に沿って等間隔に配
置されており、ターンテーブル１１に固定されている。複数の保持部１２のそれぞれは、
電子部品Ｗを保持する。保持部１２はいかなる方式で電子部品Ｗを保持してもよい。電子
部品Ｗを保持する方式の具体例としては、真空吸着、静電気式の吸着、及び把持等が挙げ
られる。例えば保持部１２は、ターンテーブル１１に直交する方向（軸線Ａｘ１に平行な
方向）の一方側から主面Ｗａ，Ｗｂの何れかを真空吸着する。
【００１２】
　例えば保持部１２は、吸着ロッド１５と、ホルダ１６と、スプリング１７とを有する。
吸着ロッド１５は、電子部品Ｗの主面Ｗａ，Ｗｂのいずれかを上方から吸着する。例えば
吸着ロッド１５は、ターンテーブル１１に垂直に配置され、その下端部に主面Ｗａ，Ｗｂ
のいずれかを吸着する。ホルダ１６は、ターンテーブル１１の外周部に固定され、吸着ロ
ッド１５を昇降可能に保持する。スプリング１７は、その弾力により、吸着ロッド１５の
下降に抗する。スプリング１７は、吸着ロッド１５の上端部に下向きの外力を付与された
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場合には吸着ロッド１５の下降に応じて弾性変形し、下向きの外力がなくなると弾性復帰
して吸着ロッド１５を下降前の高さに押し戻す。保持部１２は、制御信号の入力に応じて
吸着ロッド１５による真空吸着のオン・オフを切り替えるためのバルブ（不図示）を更に
有する。バルブの具体例としては、電磁バルブ等が挙げられる。
【００１３】
　回転駆動部１３は、例えば電動モータ等の動力源を用いて、ギヤを介さないダイレクト
ドライブによって軸線Ａｘ１まわりにターンテーブル１１を回転させる。これにより、軸
線Ａｘ１を中心とする水平な円軌道ＣＲ１まわりに複数の保持部１２が移動する。回転駆
動部１３は、隣り合う保持部１２同士の角度ピッチ（軸線Ａｘ１まわりの角度ピッチ）に
て、ターンテーブル１１の回転と停止とを繰り返すように制御される。以下、回転駆動部
１３がターンテーブル１１を停止させる際に複数の保持部１２がそれぞれ配置される複数
の位置を「複数の停止位置ＳＰ１」という。
【００１４】
　複数の昇降駆動部２１は、複数の保持部１２の吸着ロッド１５を個別に昇降させる。複
数の昇降駆動部２１は、複数の停止位置ＳＰ１の上方にそれぞれ設けられている。昇降駆
動部２１は、その下方に保持部１２が位置する状態にて、例えば電動モータ又はエアシリ
ンダ等の動力源によって吸着ロッド１５の上端部に下向きの力を付与する。これにより、
吸着ロッド１５が下降する。吸着ロッド１５の上端部に下向きの力を付与した状態を昇降
駆動部２１が解除すると、スプリング１７の弾力によって吸着ロッド１５が上昇する。
【００１５】
　回転搬送部３０（第２回転搬送部）は、回転搬送部１０から電子部品Ｗを受け取って円
軌道ＣＲ２（第２円軌道）に沿って移動させる。円軌道ＣＲ２は、円軌道ＣＲ１の外に位
置している。円軌道ＣＲ２の直径は、円軌道ＣＲ１の直径より小さくてもよい。回転搬送
部３０は、衛星テーブル３１と、複数の保持部３２と、回転駆動部３３とを有する。衛星
テーブル３１は、鉛直な軸線Ａｘ２まわりに回転可能となるように設けられている。
【００１６】
　複数の保持部３２（第２保持部）は、軸線Ａｘ２を中心とする円周に沿って等間隔に配
置されており、衛星テーブル３１に固定されている。複数の保持部３２のそれぞれは、保
持部１２から電子部品Ｗを受け取って保持する。保持部３２はいかなる方式で電子部品Ｗ
を保持してもよい。電子部品Ｗを保持する方式の具体例としては、真空吸着、静電気式の
吸着、及び把持等が挙げられる。電子部品Ｗにおいて、保持部１２が保持する部分（第１
部分）と、保持部３２が保持する部分（第２部分）とは互いに離れている。例えば第１部
分と第２部分とは、電子部品Ｗにおいて反対向きであってもよい。一例として、保持部１
２が主面Ｗａを保持し、保持部３２が主面Ｗｂを保持する。保持部１２が主面Ｗｂを保持
し、保持部３２が主面Ｗａを保持してもよい。例えば保持部３２は、ターンテーブル１１
に直交する方向の一方側から主面Ｗａ，Ｗｂの何れかを真空吸着する。例えば保持部３２
は、電子部品Ｗの主面Ｗａ，Ｗｂのいずれかを下方から吸着する。保持部３２は、制御信
号の入力に応じて真空吸着のオン・オフを切り替えるためのバルブ（不図示）を更に有す
る。バルブの具体例としては、電磁バルブ等が挙げられる。回転搬送部３０が有する保持
部３２の数は、回転搬送部１０が有する保持部１２の数より少なくてもよい。
【００１７】
　回転駆動部３３は、例えば電動モータ等の動力源によって軸線Ａｘ２まわりに衛星テー
ブル３１を回転させる。これにより、軸線Ａｘ２を中心とする水平な円軌道ＣＲ２に沿っ
て複数の保持部３２が移動する。回転駆動部３３は、隣り合う保持部３２同士の角度ピッ
チ（軸線Ａｘ２まわりの角度ピッチ）にて、衛星テーブル３１の回転と停止とを繰り返す
ように制御される。以下、回転駆動部３３が衛星テーブル３１を停止させる際に複数の保
持部３２がそれぞれ配置される複数の位置を「複数の停止位置ＳＰ２」という。
【００１８】
　円軌道ＣＲ２は、保持部１２との間で電子部品Ｗの受け渡しが可能な受渡領域ＴＡを通
る。受渡領域ＴＡは、いずれか一箇所の停止位置ＳＰ１と、いずれか一箇所の停止位置Ｓ
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Ｐ２とを含む。以下、これらの停止位置ＳＰ１，ＳＰ２を「受け渡し用の停止位置ＳＰ１
，ＳＰ２」という。電子部品Ｗの受け渡しに際しては、受渡領域ＴＡにおいて保持部１２
と保持部３２とが電子部品Ｗを挟んで対向する。
【００１９】
　より具体的に、衛星テーブル３１はターンテーブル１１よりも下に設けられている。軸
線Ａｘ２は円軌道ＣＲ１の外に位置している。鉛直上方から見て、円軌道ＣＲ２は、受け
渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２において円軌道ＣＲ１に外接している。受渡領域ＴＡに
おいては、保持部１２の下端部（吸着ロッド１５の下端部）と保持部３２の上端部とが対
向する。保持部１２の吸着ロッド１５を下降させることによって、吸着ロッド１５の下端
部を保持部３２の上端部に近接させることが可能である。
【００２０】
　位置調節部４０は、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の位置を調節する。例えば位置調
節部４０は、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の位置を調節するように回転搬送部３０を
移動させる。回転搬送部３０が移動することにより、円軌道ＣＲ１に対する円軌道ＣＲ２
の位置が変わり、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の位置も変わる。位置調節部４０は、
受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２における保持部１２，３２の対向方向に交差（例え
ば直交）する面に沿って回転搬送部３０を移動させる。本実施形態においては、受け渡し
用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２における保持部１２，３２の対向方向が鉛直方向であるため
、位置調節部４０は、水平面に沿って回転搬送部３０を移動させる。
【００２１】
　例えば位置調節部４０は、二つの電動式のリニアアクチュエータ４１，４２を有する。
リニアアクチュエータ４１は、円軌道ＣＲ１，ＣＲ２が並ぶ方向（図示Ｙ軸方向）に沿っ
て回転搬送部３０を移動させる。リニアアクチュエータ４２は、円軌道ＣＲ１，ＣＲ２が
並ぶ方向に直交する方向（図示Ｘ軸方向）に沿って回転搬送部３０を移動させる。リニア
アクチュエータ４１，４２により回転搬送部３０を移動させることによって、受け渡し用
の停止位置ＳＰ１に対する受け渡し用の停止位置ＳＰ２の相対位置を調節することが可能
である。
【００２２】
　処理装置１は、複数の処理部５１を更に備える。複数の処理部５１は、少なくとも供給
部５２と、回収部５３と、中間処理部５４とを含む。供給部５２は、ダイシングテープ又
はパーツフィーダ等から電子部品Ｗを取り出していずれか一つの停止位置ＳＰ１に供給す
る。以下、供給部５２が電子部品Ｗを供給する停止位置ＳＰ１を「供給用の停止位置ＳＰ
１」という。供給用の停止位置ＳＰ１においては、供給部５２により供給された電子部品
Ｗを保持部１２が保持する。
【００２３】
　回収部５３は、いずれか一つの停止位置ＳＰ１において保持部１２から電子部品Ｗを回
収し、テープ、コンテナチューブ等に梱包する。以下、回収部５３が電子部品Ｗを回収す
る停止位置ＳＰ１を「回収用の停止位置ＳＰ１」という。この構成において、ターンテー
ブル１１は、供給用の停止位置ＳＰ１から回収用の停止位置ＳＰ１にいたる搬送経路ＤＲ
に沿って電子部品Ｗを搬送することとなる。以下においては、搬送経路ＤＲにおける供給
用の停止位置ＳＰ１側を「上流側」といい、搬送経路ＤＲにおける回収用の停止位置ＳＰ
１側を「下流側」という。上述した受け渡し用の停止位置ＳＰ１は、搬送経路ＤＲにおい
て供給用の停止位置ＳＰ１と回収用の停止位置ＳＰ１との間に位置している。
【００２４】
　中間処理部５４（第１処理部）は、供給用、回収用、及び受け渡し用の停止位置ＳＰ１
以外のいずれかの停止位置ＳＰ１において、保持部１２が保持する電子部品Ｗに処理を施
す。処理の具体例としては、電気特性検査、外観検査及びマーキング（例えばレーザマー
キング）等が挙げられる。
【００２５】
　処理装置１は、複数の中間処理部５４を備えてもよい。複数の中間処理部５４は、受け
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渡し用の停止位置ＳＰ１よりも上流側の停止位置ＳＰ１において電子部品Ｗに処理を施す
上流側の中間処理部５４と、受け渡し用の停止位置ＳＰ１よりも下流側の停止位置ＳＰ１
において電子部品Ｗに処理を施す下流側の中間処理部５４とを含んでいてもよい。下流側
の中間処理部５４の数は、上流側の中間処理部５４の数より多くてもよい。
【００２６】
　上流側の中間処理部５４は、外観検査部５４Ａを含んでいてもよい。外観検査部５４Ａ
は、画像情報等に基づいて、電子部品Ｗの外観状態を検出する。また、外観検査部５４Ａ
（位置ずれ検出部）は、保持部１２に対する電子部品Ｗの位置ずれを検出する。保持部１
２に対する電子部品Ｗの位置ずれとは、保持部１２による電子部品Ｗの理想上の保持位置
に対する位置ずれを意味する。位置ずれは、保持部１２に対する電子部品Ｗの傾き（理想
上の保持位置に対する電子部品Ｗの傾き）を含んでいてもよい。
【００２７】
　処理装置１は、保持部３２が保持する電子部品Ｗに処理を施す処理部６１を更に備えて
もよい。処理部６１（第２処理部）は、受け渡し用の停止位置ＳＰ２以外のいずれかの停
止位置ＳＰ２において、保持部３２が保持する電子部品Ｗに処理を施す。処理の具体例と
しては、電気特性検査、外観検査及びマーキング（例えばレーザマーキング）等が挙げら
れる。処理装置１は、複数の処理部６１を備えてもよい。
【００２８】
　処理装置１は、回転搬送部３０における保持部３２の姿勢を調節する姿勢調節部を更に
備えてもよい。例えば図３に示すように、処理装置１は、複数の保持部３２にそれぞれ対
応する複数の姿勢調節部３４を備えてもよい。各姿勢調節部３４は、衛星テーブル３１に
固定され、保持部３２の上端面に直交する軸線Ａｘ３まわりに保持部３２の傾き角度を調
節する。姿勢調節部３４は、例えば電動モータ等の動力源によって軸線Ａｘ３まわりに保
持部３２を回転させる。
【００２９】
　コントローラ１００は、予め設定された制御手順で回転搬送部１０、回転搬送部３０、
位置調節部４０、供給部５２、回収部５３、中間処理部５４、及び処理部６１を制御する
。この制御において、コントローラ１００は、処理部６１による処理前の電子部品Ｗを保
持部１２から保持部３２に移し、処理部６１による処理後の電子部品Ｗを保持部３２から
保持部１２に移すように回転搬送部１０，３０を制御することを実行するように構成され
ている。コントローラ１００は、保持部１２から保持部３２に移る前における上記位置ず
れ（保持部１２に対する電子部品Ｗの位置ずれ）に比較して、保持部３２から保持部１２
に移った後の上記位置ずれが小さくなるように、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の目標
位置を算出することと、受渡領域ＴＡにおいて保持部３２を目標位置に配置するように位
置調節部４０を制御することと、を更に実行するように構成されていてもよい。
【００３０】
　図４に例示するように、コントローラ１００は、機能上の構成（以下、「機能モジュー
ル」という。）として、第１搬送制御部１１１と、第２搬送制御部１１２と、持替制御部
１１３と、位置ずれ情報取得部１１４と、位置ずれ情報保持部１１５と、目標位置算出部
１１６と、受渡位置制御部１１７と、処理位置制御部１１８と、処理制御部１２１，１２
２とを有する。
【００３１】
　第１搬送制御部１１１は、隣り合う保持部１２同士の角度ピッチ（軸線Ａｘ１まわりの
角度ピッチ）にて、ターンテーブル１１の回転と停止とを繰り返すように回転駆動部１３
を制御する。これにより、上述の停止位置ＳＰ１における保持部１２の停止と、停止位置
ＳＰ１から隣の停止位置ＳＰ１への保持部１２の移動とが繰り返される。
【００３２】
　第２搬送制御部１１２は、隣り合う保持部３２同士の角度ピッチ（軸線Ａｘ２まわりの
角度ピッチ）にて、衛星テーブル３１の回転と停止とを繰り返すように回転駆動部３３を
制御する。これにより、上述の停止位置ＳＰ２における保持部３２の停止と、停止位置Ｓ
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Ｐ２から隣の停止位置ＳＰ２への保持部３２の移動とが繰り返される。第２搬送制御部１
１２は、回転駆動部１３がターンテーブル１１の回転を停止させている期間に衛星テーブ
ル３１を回転させるように回転駆動部３３を制御してもよい。
【００３３】
　持替制御部１１３は、処理部６１による処理前の電子部品Ｗを保持部１２から保持部３
２に移し、処理部６１による処理後の電子部品Ｗを保持部３２から保持部１２に移すよう
に、受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２の保持部１２，３２と昇降駆動部２１とを制御
する。電子部品Ｗを保持部１２から保持部３２に移す際に、持替制御部１１３は、吸着ロ
ッド１５を昇降駆動部２１により下降させることと、保持部１２による電子部品Ｗの吸着
を解除させて保持部３２による電子部品Ｗの吸着を開始させることと、吸着ロッド１５を
上昇させることとを順に実行する。持替制御部１１３は、保持部１２による電子部品Ｗの
吸着の解除と、保持部３２による電子部品Ｗの吸着の開始とを同時に実行してもよいし、
いずれかを先にしてこれらの間に時間差をつけてもよい。
【００３４】
　電子部品Ｗを保持部３２から保持部１２に移す際に、持替制御部１１３は、吸着ロッド
１５を昇降駆動部２１により下降させることと、保持部３２による電子部品Ｗの吸着を解
除させて保持部１２による電子部品Ｗの吸着を開始させることと、吸着ロッド１５を上昇
させることとを順に実行する。持替制御部１１３は、保持部３２による電子部品Ｗの吸着
の解除と、保持部１２による電子部品Ｗの吸着の開始とを同時に実行してもよいし、いず
れかを先にしてこれらの間に時間差をつけてもよい。
【００３５】
　位置ずれ情報取得部１１４は、保持部１２に対する電子部品Ｗの位置ずれの検出結果を
外観検査部５４Ａから取得する。位置ずれ情報保持部１１５は、保持部１２に対する電子
部品Ｗの位置ずれの情報を位置ずれ情報取得部１１４から取得し、保持部１２の識別情報
に対応付けて記憶する。目標位置算出部１１６は、保持部１２から保持部３２に移る前の
上記位置ずれに比較して、保持部３２から保持部１２に移った後の上記位置ずれが小さく
なるように、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の目標位置（受け渡し用の停止位置ＳＰ２
の目標位置）を算出する。例えば目標位置算出部１１６は、補正対象の位置ずれの情報を
位置ずれ情報保持部１１５から取得し、補正対象の位置ずれを縮小するように受渡領域Ｔ
Ａにおける（電子部品Ｗの受け渡しにおける）保持部３２の目標位置を算出する。補正対
象の位置ずれは、受け渡し用の停止位置ＳＰ１に配置された保持部１２に対する電子部品
Ｗの位置ずれである。
【００３６】
　保持部３２の位置調節は、保持部１２から保持部３２への電子部品Ｗの受け渡し、及び
保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しのいずれにおいても実行可能である
。保持部１２から保持部３２への電子部品Ｗの受け渡しにおいて保持部３２の位置調節が
行われる場合、目標位置算出部１１６は、上記位置ずれと同方向に同量でずれた位置を保
持部３２の目標位置とする。保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しにおい
て保持部３２の位置調節が行われる場合、目標位置算出部１１６は、上記位置ずれと逆方
向に同量で基準位置からずれた位置を保持部３２の目標位置とする。
【００３７】
　目標位置算出部１１６は、保持部１２から保持部３２に移る前の電子部品Ｗの傾き（保
持部１２に対する電子部品Ｗの傾き）に比較して、保持部３２から保持部１２に移った後
の電子部品Ｗの傾きが小さくなるように、電子部品Ｗの受け渡しにおける保持部３２の目
標姿勢を更に算出してもよい。保持部１２から保持部３２への電子部品Ｗの受け渡しにお
いて保持部３２の位置調節が行われる場合、目標位置算出部１１６は、上記傾きと同方向
に同量で傾いた姿勢を保持部３２の目標姿勢とする。保持部３２から保持部１２への電子
部品Ｗの受け渡しにおいて保持部３２の位置調節が行われる場合、目標位置算出部１１６
は、上記傾きと逆方向に同量で傾いた姿勢を保持部３２の目標姿勢とする。
【００３８】
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　受渡位置制御部１１７は、受渡領域ＴＡにおいて保持部３２を目標位置に配置するよう
に位置調節部４０を制御する。例えば、受渡位置制御部１１７は、保持部３２を目標位置
に移動させるように位置調節部４０により回転搬送部３０を移動させる。保持部３２の位
置調節は、保持部１２から保持部３２への電子部品Ｗの受け渡し、及び保持部３２から保
持部１２への電子部品Ｗの受け渡しのいずれにおいても実行可能である。これらいずれの
場合においても、受渡位置制御部１１７は、電子部品Ｗの受け渡しの実行前に保持部３２
を目標位置に移動させる。また、受渡位置制御部１１７は、保持部３２を目標姿勢にする
ように、姿勢調節部３４により保持部３２を傾けさせてもよい。
【００３９】
　処理制御部１２１は、停止位置ＳＰ１に保持部１２が配置されるのに応じて、予め設定
された処理を実行するように各処理部５１を制御する。また、処理制御部１２１は、処理
部５１による処理に合わせて吸着ロッド１５を昇降させるように昇降駆動部２１を制御す
る。例えば処理制御部１２１は、供給用の停止位置ＳＰ１に保持部１２が配置されるのに
応じて、吸着ロッド１５を下降させるように昇降駆動部２１を制御することと、電子部品
Ｗを停止位置ＳＰ１に供給するように供給部５２を制御することと、供給部５２により供
給された電子部品Ｗを吸着するように保持部１２を制御することと、吸着ロッド１５を上
昇させるように昇降駆動部２１を制御することとを実行する。
【００４０】
　また、処理制御部１２１は、停止位置ＳＰ１に保持部１２が配置されるのに応じて、吸
着ロッド１５を下降させるように昇降駆動部２１を制御することと、吸着ロッド１５が保
持する電子部品Ｗに予め設定された処理を施すように中間処理部５４を制御することと、
吸着ロッド１５を上昇させるように昇降駆動部２１を制御することとを実行する。更に、
処理制御部１２１は、回収用の停止位置ＳＰ１に保持部１２が配置されるのに応じて、吸
着ロッド１５を下降させるように昇降駆動部２１を制御することと、電子部品Ｗの吸着を
解除するように保持部１２を制御することと、保持部１２が解放した電子部品Ｗを回収し
、テープ、コンテナチューブ等に梱包するように回収部５３を制御することと、吸着ロッ
ド１５を上昇させるように昇降駆動部２１を制御することとを実行する。
【００４１】
　処理制御部１２２は、停止位置ＳＰ２に保持部３２が配置されるのに応じて、保持部３
２が保持する電子部品Ｗに予め設定された処理を施すように処理部６１を制御する。
【００４２】
　コントローラ１００は、処理位置制御部１１８を更に有してもよい。処理位置制御部１
１８は、電子部品Ｗに対する処理部６１による処理位置を調節するように、位置調節部４
０により回転搬送部３０を移動させる。処理位置制御部１１８は、電子部品Ｗに対する処
理部６１による処理位置を処理中に変えるように位置調節部４０により回転搬送部３０を
移動させてもよい。なお、処理位置を処理中に変えるとは、必ずしも処理と同時進行で処
理位置を変えることを意味するわけではない。例えば、同一の処理部６１が同一の電子部
品Ｗに対して複数の処理ステップを実行する場合に、処理ステップ同士の間に処理位置を
変えることも、処理位置を処理中に変えることに含まれる。
【００４３】
　図５は、コントローラ１００のハードウェア構成を例示するブロック図である。図５に
示すように、回路１９０は、一つ又は複数のプロセッサ１９１と、メモリ１９２と、スト
レージ１９３と、入出力ポート１９４と、サーボドライバ１９５を含む。ストレージ１９
３は、例えば不揮発性の半導体メモリ等、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体
を有する。ストレージ１９３は、予め設定された制御手順で回転搬送部１０、回転搬送部
３０、位置調節部４０、供給部５２、回収部５３、中間処理部５４、及び処理部６１を制
御することをコントローラ１００に実行させるためのプログラムを記憶している。このプ
ログラムは、処理部６１による処理前の電子部品Ｗを保持部１２から保持部３２に移し、
処理部６１による処理後の電子部品Ｗを保持部３２から保持部１２に移すように回転搬送
部１０，３０を制御することを実行することをコントローラ１００に実行させるように構
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成されている。このプログラムは、保持部１２から保持部３２に移る前における上記位置
ずれに比較して、保持部３２から保持部１２に移った後の上記位置ずれが小さくなるよう
に、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の目標位置を算出することと、受渡領域ＴＡにおい
て保持部３２を目標位置に配置するように位置調節部４０を制御することと、を更にコン
トローラ１００に実行させるように構成されていてもよい。例えばストレージ１９３は、
上述した各機能モジュールを構成するためのプログラムを記憶している。
【００４４】
　メモリ１９２は、ストレージ１９３の記憶媒体からロードしたプログラム及びプロセッ
サ１９１による演算結果を一時的に記憶する。プロセッサ１９１は、メモリ１９２と協働
して上記プログラムを実行することで、コントローラ１００の各機能モジュールを構成す
る。入出力ポート１９４は、プロセッサ１９１からの指令に従って、保持部１２，３２、
回転駆動部１３，３３、昇降駆動部２１、姿勢調節部３４、位置調節部４０、処理部５１
，６１及び外観検査部５４Ａとの間で電気信号の入出力を行う。サーボドライバ１９５は
、プロセッサ１９１からの指令（例えば速度指令、位置指令等）に追従するように、回転
駆動部１３，３３、昇降駆動部２１、姿勢調節部３４及び位置調節部４０を駆動する。な
お、回路１９０は、必ずしもプログラムにより各機能を構成するものに限られない。例え
ば回路１９０は、専用の論理回路又はこれを集積したＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）により少なくとも一部の
機能を構成してもよい。
【００４５】
〔処理装置の制御手順〕
　続いて、電子部品の処理方法の一例として、コントローラ１００が実行する制御手順を
例示する。この制御手順は、回転搬送部１０，３０の搬送制御手順と、第１側における処
理部５１の処理制御手順と、第２側における処理部６１の処理制御手順とを含む。第１側
とは、回転搬送部１０（第１回転搬送部）側を意味する。第２側とは、回転搬送部３０（
第２回転搬送部）側を意味する。以下、各手順を詳細に例示する。
【００４６】
（搬送制御手順）
　搬送制御手順は、処理部６１による処理前の電子部品Ｗを保持部１２から保持部３２に
移し、処理部６１による処理後の電子部品Ｗを保持部３２から保持部１２に移すように回
転搬送部１０，３０を制御することと、保持部１２から保持部３２に移る前における上記
位置ずれ（保持部１２に対する電子部品Ｗの位置ずれ）に比較して、保持部３２から保持
部１２に移った後の上記位置ずれが小さくなるように、受渡領域ＴＡにおける保持部３２
の目標位置を算出することと、受渡領域ＴＡにおいて保持部３２を目標位置に配置するよ
うに位置調節部４０を制御することと、を含む。
【００４７】
　図６に示すように、コントローラ１００は、まずステップＳ０１，Ｓ０２を実行する。
ステップＳ０１では、第１搬送制御部１１１が、隣り合う保持部１２同士の角度ピッチに
て、回転駆動部１３によりターンテーブル１１の回転と停止とを実行する。ステップＳ０
２では、目標位置算出部１１６が、補正対象の位置ずれの情報を位置ずれ情報保持部１１
５から取得し、補正対象の位置ずれを縮小するように電子部品Ｗの受け渡しにおける保持
部３２の目標位置を算出する。また、ステップＳ０２では、受渡位置制御部１１７が、保
持部３２を目標位置に移動させるように位置調節部４０により回転搬送部３０を移動させ
る。ステップＳ０２において、受渡位置制御部１１７は、位置調節部４０による位置調節
に加えて、保持部３２を目標姿勢にするように、姿勢調節部３４により保持部３２を傾け
させてもよい。
【００４８】
　次に、コントローラ１００はステップＳ０３，Ｓ０４，Ｓ０５を実行する。ステップＳ
０３では、持替制御部１１３が、受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２において、吸着ロ
ッド１５を昇降駆動部２１により下降させる。ステップＳ０４では、持替制御部１１３が
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、受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２において、保持部１２による電子部品Ｗの吸着を
解除させて保持部３２による電子部品Ｗの吸着を開始させる。これにより、電子部品Ｗが
保持部１２から保持部３２に移る。ステップＳ０５では、持替制御部１１３が、受け渡し
用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２において、吸着ロッド１５を昇降駆動部２１により上昇させ
る。
【００４９】
　次に、コントローラ１００はステップＳ０６，Ｓ０７を実行する。ステップＳ０６では
、受渡位置制御部１１７が、位置調節部４０により回転搬送部３０を原点位置に移動させ
る。原点位置とは、ステップＳ０２における移動前の位置であり、受け渡し用の停止位置
ＳＰ２が受け渡し用の停止位置ＳＰ１の真下となる位置である。ステップＳ０６において
、受渡位置制御部１１７は、保持部３２がステップＳ０２における調節前の姿勢に戻るよ
うに、姿勢調節部３４により保持部３２を傾けさせてもよい。ステップＳ０７では、第２
搬送制御部１１２が、隣り合う保持部３２同士の角度ピッチにて、回転駆動部３３により
衛星テーブル３１の回転と停止とを実行する。これにより、ステップＳ０４において保持
部１２から保持部３２に移った電子部品Ｗが処理部６１側に移動する。また、処理部６１
による処理済みの電子部品Ｗが受け渡し用の停止位置ＳＰ２に配置される。
【００５０】
　次に、コントローラ１００はステップＳ０８，Ｓ０９，Ｓ１１を実行する。ステップＳ
０８では、持替制御部１１３が、受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２において、吸着ロ
ッド１５を昇降駆動部２１により下降させる。ステップＳ０９では、持替制御部１１３が
、受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２において、保持部３２による電子部品Ｗの吸着を
解除させて保持部１２による電子部品Ｗの吸着を開始させる。これにより、電子部品Ｗが
保持部３２から保持部１２に移る。ステップＳ１１では、持替制御部１１３が、受け渡し
用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２において、吸着ロッド１５を昇降駆動部２１により上昇させ
る。コントローラ１００は、以上の処理を繰り返す。
【００５１】
　なお、上述した手順はあくまで一例であり、適宜変更可能である。例えば、ステップＳ
０２の少なくとも一部をステップＳ０１と並列に実行してもよい。すなわち受渡位置制御
部１１７は、位置調節部４０による回転搬送部３０の移動期間の少なくとも一部を、回転
搬送部１０による保持部１２の移動期間に重複させてもよい。ステップＳ０２の少なくと
も一部をステップＳ０１に先行して実行してもよい。ステップＳ０７の少なくとも一部を
ステップＳ０６と並列に実行してもよい。すなわち受渡位置制御部１１７は、位置調節部
４０による回転搬送部３０の移動期間の少なくとも一部を、回転搬送部３０による保持部
３２の移動期間に重複させてもよい。ステップＳ０７の少なくとも一部をステップＳ０６
に先行して実行してもよい。
【００５２】
（第１側の処理制御手順）
　コントローラ１００は、回転搬送部１０におけるターンテーブル１１の停止期間に予め
設定された処理を実行するように処理部５１を制御する。例えば図７に示すように、コン
トローラ１００は、ステップＳ２１，Ｓ２２を実行する。ステップＳ２１では、処理制御
部１２１が、１角度ピッチ分のターンテーブル１１の回転完了を待機する。ステップＳ２
２では、処理部５１による処理対象の停止位置ＳＰ１（以下、単に「処理対象の停止位置
ＳＰ１」という。）において、処理制御部１２１が吸着ロッド１５を昇降駆動部２１によ
り下降させる。
【００５３】
　次に、コントローラ１００は、ステップＳ２３を実行する。ステップＳ２３では、処理
制御部１２１が、処理対象の停止位置ＳＰ１において予め設定した処理を実行するように
処理部５１を制御する。例えば処理制御部１２１は、電子部品Ｗを供給用の停止位置ＳＰ
１に供給するように供給部５２を制御し、供給部５２により供給された電子部品Ｗを吸着
するように保持部１２を制御する。また、処理制御部１２１は、回収用の停止位置ＳＰ１
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において、電子部品Ｗの吸着を解除するように保持部１２を制御し、保持部１２が解放し
た電子部品Ｗを回収し、テープ、コンテナチューブ等に梱包するように回収部５３を制御
する。また、処理制御部１２１は、供給用、回収用及び受け渡し用の停止位置ＳＰ１以外
の停止位置ＳＰ１において、吸着ロッド１５が保持する電子部品Ｗに予め設定された処理
を施すように中間処理部５４を制御する。
【００５４】
　次に、コントローラ１００は、ステップＳ２４を実行する。ステップＳ２４では、処理
対象の停止位置ＳＰ１において、処理制御部１２１が吸着ロッド１５を昇降駆動部２１に
より上昇させる。コントローラ１００は、以上の処理を繰り返す。
【００５５】
（第２側の処理制御手順）
　コントローラ１００は、回転搬送部３０における衛星テーブル３１の停止期間に予め設
定された処理を実行するように処理部６１を制御する。図８に示すように、コントローラ
１００は、ステップＳ３１，Ｓ３２を実行する。ステップＳ３１では、処理制御部１２２
が、１角度ピッチ分の衛星テーブル３１の回転完了を待機する。ステップＳ３２では、処
理制御部１２２が、処理対象の停止位置ＳＰ２において、保持部３２が保持する電子部品
Ｗに予め設定した処理を実行するように処理部６１を制御する。コントローラ１００は、
以上の処理を繰り返す。
【００５６】
〔変形例１〕
　上述した第２側の処理制御手順において、コントローラ１００は、電子部品Ｗに対する
処理部６１による処理位置を処理中に変えるように位置調節部４０により回転搬送部３０
を移動させてもよい。この場合、コントローラ１００は、図９に示すように、まずステッ
プＳ４１，Ｓ４２を実行する。ステップＳ４１では、処理制御部１２２が、保持部３２か
ら保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しが完了するのを待機する（すなわち、上記ステッ
プＳ１１の完了を待機する）。ステップＳ４２では、処理位置制御部１１８が、処理部６
１による処理用の初期位置に、位置調節部４０により回転搬送部３０を移動させる。
【００５７】
　次に、コントローラ１００はステップＳ４３，Ｓ４４を実行する。ステップＳ４３では
、処理制御部１２２が、保持部３２が保持する電子部品Ｗに予め設定した処理を実行する
ように処理部６１を制御する。ステップＳ４４では、処理制御部１２２が、電子部品Ｗに
おいて処理対象の全域に対し処理部６１による処理が完了したか否かを確認する。ステッ
プＳ４４において、未処理の領域が残っていると判定した場合、コントローラ１００はス
テップＳ４５を実行する。ステップＳ４５では、処理位置制御部１１８が、処理部６１に
よる処理位置を変更するように、位置調節部４０により回転搬送部３０を移動させる。そ
の後、コントローラ１００は処理をステップＳ４３に戻す。以後、処理対象の全域に対し
て処理部６１による処理が完了するまで、処理位置の変更と処理とが繰り返される。
【００５８】
　ステップＳ４４において、未処理の領域は残っていないと判定した場合、コントローラ
１００はステップＳ４６を実行する。ステップＳ４６では、受渡位置制御部１１７が、位
置調節部４０により回転搬送部３０を上記原点位置に移動させる。以上で、処理中におけ
る処理位置の移動を含む第２側の処理制御手順が完了する。
【００５９】
〔変形例２〕
　上述した搬送制御手順においては、保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡
しにおいて保持部３２の位置調節を実行してもよい。この場合、コントローラ１００は、
図１０に例示するように、まずステップＳ０１と同様のステップＳ５１を実行した後、保
持部３２の位置調節を行うことなくステップＳ０３，Ｓ０４，Ｓ０５と同様のステップＳ
５２，Ｓ５３，Ｓ５４を実行する。これにより、電子部品Ｗは、保持部１２に対する位置
ずれと同等のずれをもって保持部３２に保持される。
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【００６０】
　次に、コントローラ１００はステップＳ５５，Ｓ５６を実行する。ステップＳ５５では
、ステップＳ０７と同様に、第２搬送制御部１１２が、隣り合う保持部３２同士の角度ピ
ッチにて、回転駆動部３３により衛星テーブル３１の回転と停止とを実行する。ステップ
Ｓ５６では、目標位置算出部１１６が、補正対象の位置ずれの情報を位置ずれ情報保持部
１１５から取得し、補正対象の位置ずれを縮小するように電子部品Ｗの受け渡しにおける
保持部３２の目標位置を算出する。また、ステップＳ５６では、受渡位置制御部１１７が
、保持部３２を目標位置に移動させるように位置調節部４０により回転搬送部３０を移動
させる。
【００６１】
　次に、コントローラ１００は、ステップＳ０８，Ｓ０９，Ｓ１１と同様のステップＳ５
７，Ｓ５８，Ｓ５９を実行し、保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しを実
行させる。コントローラ１００は、以上の処理を繰り返す。
【００６２】
　上述のとおり、この手順によれば、保持部１２から保持部３２に受け渡された電子部品
Ｗは、保持部１２に対する位置ずれと同等のずれをもって保持部３２に保持される。この
ため、第２側の処理制御手順においても保持部３２の位置調節が必要となる。
【００６３】
　例えば図１１に示すように、コントローラ１００は、ステップＳ６１，Ｓ６２，Ｓ６３
を実行する。ステップＳ６１では、処理制御部１２２が、保持部３２から保持部１２への
電子部品Ｗの受け渡しが完了するのを待機する（すなわち、上記ステップＳ５９の完了を
待機する）。ステップＳ６２では、目標位置算出部１１６が、補正対象の位置ずれの情報
を位置ずれ情報保持部１１５から取得し、補正対象の位置ずれを縮小するように電子部品
Ｗの受け渡しにおける保持部３２の目標位置を算出する。また、ステップＳ６２では、処
理位置制御部１１８が、保持部３２を目標位置に移動させるように位置調節部４０により
回転搬送部３０を移動させる。ここでの補正対象の位置ずれは、処理部６１による処理対
象の停止位置ＳＰ２に配置された保持部１２に対する電子部品Ｗの位置ずれである。ステ
ップＳ６３では、ステップＳ３２と同様に、処理制御部１２２が、処理対象の停止位置Ｓ
Ｐ２において、保持部３２が保持する電子部品Ｗに予め設定した処理を実行するように処
理部６１を制御する。コントローラ１００は、以上の処理を繰り返す。
【００６４】
　なお、上述した手順はあくまで一例であり、適宜変更可能である。例えば、ステップＳ
５６の少なくとも一部をステップＳ５５と並列に実行してもよい。すなわち受渡位置制御
部１１７は、位置調節部４０による回転搬送部３０の移動期間の少なくとも一部を、回転
搬送部３０による保持部３２の移動期間に重複させてもよい。ステップＳ５６の少なくと
も一部をステップＳ５５に先行して実行してもよい。
【００６５】
〔変形例３〕
　変形例２のように、保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しにおいて保持
部３２の位置調節を実行する場合、保持部３２に対する電子部品Ｗの位置ずれに基づいて
保持部３２の目標位置を算出することも可能である。
【００６６】
　図１２は、保持部３２に対する電子部品Ｗの位置ずれを検出可能な構成を例示している
。図１２の処理装置１は、上述した処理部６１（以下、「処理部６１Ａ」という。）とは
別の処理部６１として、外観検査部６１Ｂを更に備えている。外観検査部６１Ｂは、受け
渡し用の停止位置ＳＰ２から、処理部６１Ａによる処理対象の停止位置ＳＰ２までの間に
位置する停止位置ＳＰ２において、保持部３２に対する電子部品Ｗの位置ずれを検出する
。この場合、位置ずれ情報取得部１１４は、保持部３２に対する電子部品Ｗの位置ずれの
検出結果を外観検査部６１Ｂから取得する。位置ずれ情報保持部１１５は、保持部３２に
対する電子部品Ｗの位置ずれの情報を位置ずれ情報取得部１１４から取得し、保持部３２
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の識別情報に対応付けて記憶する。
【００６７】
　上述したように、保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しにおいて保持部
３２の位置調節を実行する場合、電子部品Ｗは、保持部１２に対する位置ずれと同等のず
れをもって保持部３２に保持される。このため、保持部３２に対する電子部品Ｗの位置ず
れの情報を検出することは、保持部１２に対する電子部品Ｗの位置ずれの情報を検出する
ことに相当する。
【００６８】
　この構成の場合、第２側の処理制御手順は、例えば次のように実行される。図１３に示
すように、コントローラ１００は、まずステップＳ７１，Ｓ７２，Ｓ７３を実行する。ス
テップＳ７１では、処理制御部１２２が、保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受
け渡しが完了するのを待機する（すなわち、上記ステップＳ５９の完了を待機する）。ス
テップＳ７２では、受渡位置制御部１１７が、位置調節部４０により回転搬送部３０を上
記原点位置に移動させる。ステップＳ７３では、位置ずれ情報取得部１１４が、保持部３
２に対する電子部品Ｗの位置ずれの検出結果を外観検査部６１Ｂから取得する。また、ス
テップＳ７３では、位置ずれ情報保持部１１５が、保持部３２に対する電子部品Ｗの位置
ずれの情報を位置ずれ情報取得部１１４から取得し、保持部３２の識別情報に対応付けて
記憶する。
【００６９】
　次に、コントローラ１００はステップＳ７４，Ｓ７５を実行する。ステップＳ７４では
、ステップＳ６３と同様に、目標位置算出部１１６が、補正対象の位置ずれの情報を位置
ずれ情報保持部１１５から取得し、補正対象の位置ずれを縮小するように電子部品Ｗの受
け渡しにおける保持部３２の目標位置を算出する。処理位置制御部１１８が、保持部３２
を目標位置に移動させるように位置調節部４０により回転搬送部３０を移動させる。ステ
ップＳ７５では、ステップＳ６４と同様に、処理制御部１２２が、処理対象の停止位置Ｓ
Ｐ２において、保持部３２が保持する電子部品Ｗに予め設定した処理を実行するように処
理部６１を制御する。コントローラ１００は、以上の処理を繰り返す。
【００７０】
〔変形例４〕
　上述した回転搬送部１０と回転搬送部３０との配置関係は適宜変更可能である。上述の
配置関係においては、保持部１２から保持部３２への電子部品Ｗの受け渡し用の停止位置
ＳＰ１（受渡領域ＴＡ）と、保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡し用の停
止位置ＳＰ１（受渡領域ＴＡ）とが同一であったがこれに限られない。例えば図１４に示
す回転搬送部３０は、二箇所の停止位置ＳＰ２が二箇所の停止位置ＳＰ１の真下にそれぞ
れ位置するように（二箇所の受渡領域ＴＡが設けられるように）構成されている。このた
め、二組の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２を受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２として利用可
能である。
【００７１】
　このような構成においては、上記二組の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２のいずれか一方（一方
の受渡領域ＴＡ）において保持部１２から保持部３２への電子部品Ｗの受け渡しを行い、
他方において保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しを行うことが可能であ
る。例えば、上記二組の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２のうち、上流側の停止位置ＳＰ１，ＳＰ
２においては保持部１２から保持部３２への電子部品Ｗの受け渡しを行い、下流側の停止
位置ＳＰ１，ＳＰ２においては保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しを行
ってもよい。
【００７２】
　このような構成においては、保持部１２に対する電子部品Ｗの傾き（理想上の保持位置
に対する電子部品Ｗの傾き）の有無によらず、二箇所の受渡領域ＴＡで電子部品Ｗの受け
渡しが行われるので、保持部１２に対する電子部品Ｗの傾きが生じる。すなわち、一の受
渡領域ＴＡにおいて保持部１２から保持部３２へ受け渡す前の電子部品Ｗの姿勢（傾き）
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と、他の受渡領域ＴＡにおいて保持部３２から保持部１２に受け渡された後の電子部品Ｗ
の姿勢（傾き）にずれが生じる。そのため、目標位置算出部１１６は、保持部１２から保
持部３２に移る前の電子部品Ｗの傾き（保持部１２に対する電子部品Ｗの傾き）、及び二
箇所の受渡領域ＴＡでの受け渡しに伴う姿勢のずれに応じて、電子部品Ｗの受け渡しにお
ける保持部３２の目標姿勢を更に算出してもよい。これにより、保持部３２の姿勢が目標
姿勢に調節されて保持部３２から保持部１２に電子部品Ｗが受け渡されると、二箇所の受
渡領域ＴＡでの受け渡しに伴う姿勢のずれも縮小される。
【００７３】
　図１５に示すように、衛星テーブル３１の回転軸線（軸線Ａｘ２）は、ターンテーブル
１１の回転軸線（軸線Ａｘ１）に対して傾斜していてもよい。また、衛星テーブル３１は
ターンテーブル１１の上方に位置していてもよく、回転搬送部１０の保持部１２が電子部
品Ｗ（主面Ｗｂ）を下方から吸着するように構成され、回転搬送部３０の保持部３２が電
子部品Ｗ（主面Ｗａ）を上方から吸着するように構成されていてもよい。
【００７４】
　図１６の例においては、回転搬送部１０の各保持部１２が軸線Ａｘ１を中心とする径方
向に突出し、その端部において軸線Ａｘ１側に電子部品Ｗを吸着するように構成されてい
る。また、回転搬送部３０の各保持部３２も軸線Ａｘ２を中心とする径方向に突出し、そ
の端部において軸線Ａｘ２側に電子部品Ｗを吸着するように構成されている。回転搬送部
１０及び回転搬送部３０は、受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２（受渡領域ＴＡ）にお
いて保持部１２の端部と保持部３２の端部とが対向するように配置されている。このよう
な構成においても、位置調節部４０は、受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２における保
持部１２，３２の対向方向に交差（例えば直交）する面に沿って回転搬送部３０を移動さ
せる。例えば位置調節部４０は、図示Ｘ軸方向及びＺ軸方向に沿って回転搬送部３０を移
動させる。
【００７５】
〔変形例５〕
　処理装置１は、上述した姿勢調節部３４を備えるのに代えて、回転駆動部３３及び位置
調節部４０の協働により電子部品Ｗの姿勢を調節するように構成されていてもよい。例え
ばコントローラ１００は、受け渡し用の停止位置ＳＰ２における保持部３２の傾き角度を
変更するように、回転駆動部３３により衛星テーブル３１の回転角度を調節させ、これに
伴う保持部３２の位置ずれを位置調節部４０により補正させるように構成されていてもよ
い。この場合、コントローラ１００が姿勢調節部として機能する。換言すると、コントロ
ーラ１００が、機能モジュールとして姿勢調節部を有する。
【００７６】
〔変形例６〕
　処理装置１は、回転搬送部３０に代えて回転搬送部１０を移動させるように構成されて
いてもよい。例えば、処理装置１は、受渡領域ＴＡにおける保持部１２（第２保持部）の
位置を調節するように、回転搬送部１０（第２回転搬送部）を移動させる位置調節部４０
を備えてもよい。この場合、位置調節部４０は、回転搬送部３０（第１回転搬送部）によ
って保持部３２（第１保持部）を搬送させる円軌道ＣＲ２（第１円軌道）に対する円軌道
ＣＲ１（第２円軌道）の位置を調節するように、回転搬送部１０（ターンテーブル１１）
の位置を変更してもよい。
【００７７】
　目標位置算出部１１６は、保持部１２から保持部３２に移る前の上記位置ずれ（保持部
１２による電子部品Ｗの理想上の保持位置に対する位置ずれ）に比較して、保持部３２か
ら保持部１２に移った後の上記位置ずれが小さくなるように、受渡領域ＴＡにおける保持
部１２の目標位置を算出する。例えば目標位置算出部１１６は、補正対象の位置ずれの情
報を位置ずれ情報保持部１１５から取得し、補正対象の位置ずれを縮小するように受渡領
域ＴＡにおける保持部１２の目標位置を算出する。
【００７８】
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　保持部１２の位置調節は、保持部１２から保持部３２への電子部品Ｗの受け渡し、及び
保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しのいずれにおいても実行可能である
。保持部１２から保持部３２への電子部品Ｗの受け渡しにおいて保持部１２の位置調節が
行われる場合、目標位置算出部１１６は、上記位置ずれと逆方向に同量でずれた位置を保
持部１２の目標位置とする。保持部３２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しにおい
て保持部１２の位置調節が行われる場合、目標位置算出部１１６は、上記位置ずれと同方
向に同量で基準位置からずれた位置を保持部３２の目標位置とする。
【００７９】
　受渡位置制御部１１７は、受渡領域ＴＡにおいて保持部１２を目標位置に配置するよう
に位置調節部４０を制御する。例えば、受渡位置制御部１１７は、保持部１２を目標位置
に移動させるように位置調節部４０により回転搬送部１０を移動させる。
【００８０】
　処理装置１は、受渡領域ＴＡにおける保持部１２，３２の位置を調節するように、回転
搬送部１０及び回転搬送部３０を移動させるように構成されていてもよい。この場合、処
理装置１は、回転搬送部１０の位置を変更する位置調節部４０と、回転搬送部３０の位置
を変更する位置調節部４０とを備えてもよい。コントローラ１００は、保持部１２から保
持部３２に移る前の上記位置ずれに比較して、保持部３２から保持部１２に移った後の上
記位置ずれが小さくなるように、上記２つの位置調節部４０により受渡領域ＴＡにおける
保持部１２，３２の位置を調節してもよい。
【００８１】
〔変形例７〕
　上述の処理装置１の例では、衛星テーブル３１が移動することで保持部３２の位置が調
節されるが、処理装置１は、複数の保持部３２を個別に移動させることで各保持部３２の
位置を調節してもよい。処理装置１は、衛星テーブル３１を移動させる位置調節部４０に
代えて、図１７に示すように、複数の保持部３２にそれぞれ対応する複数の位置調節部４
４を備えてもよい。各位置調節部４４は、例えば、保持部３２（姿勢調節部３４）を支持
するように衛星テーブル３１に設けられている。各位置調節部４４は、受け渡し用の停止
位置ＳＰ１，ＳＰ２における保持部１２，３２の対向方向に交差（例えば直交）する面に
沿って、回転搬送部３０における保持部３２の位置（衛星テーブル３１に対する保持部３
２の位置）を変更する。本実施形態においては、受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ２に
おける保持部１２，３２の対向方向が鉛直方向であるため、各位置調節部４４は、水平面
に沿って保持部１２を移動させる。
【００８２】
　例えば各位置調節部４４は、二つの電動式のリニアアクチュエータ４５，４６を有する
。リニアアクチュエータ４５は、水平な一方向に沿って保持部３２を移動させる。リニア
アクチュエータ４６は、リニアアクチュエータ４５による移動方向に直交する方向に沿っ
て保持部３２を移動させる。リニアアクチュエータ４５，４６により保持部３２を移動さ
せることによって、受け渡し用の停止位置ＳＰ１に対する受け渡し用の停止位置ＳＰ２の
相対位置を保持部３２ごとに調節することが可能である。
【００８３】
　変形例７に係る処理装置１において、図６に例示する搬送制御手順と同様の搬送制御手
順が実行されてもよい。この場合、ステップＳ０２では、受渡位置制御部１１７が、保持
部３２を目標位置に移動させるように、対応する位置調節部４４により、衛星テーブル３
１に対して保持部３２の位置を変更する。ステップＳ０６では、受渡位置制御部１１７が
、位置調節部４４により保持部３２を原点位置に移動させる。
【００８４】
　変形例７に係る処理装置１において、図９に例示する第２側の処理制御手順（変形例１
に係る制御手順）と同様の処理制御手順が実行されてもよい。この場合、処理装置１は、
受け渡し用の停止位置ＳＰ２に配置される保持部３２と、処理部６１の処理位置に配置さ
れる保持部３２とを個別に移動させるので、ステップＳ４１の処理が省略されてもよい。
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ステップＳ４２，Ｓ４５，Ｓ４６では、処理位置制御部１１８が、位置調節部４４により
、処理部６１に配置されている保持部３２を移動させる。
【００８５】
　変形例７に係る処理装置１において、図１０に例示する搬送制御手順と同様の搬送制御
手順、及び図１１に例示する処理制御手順と同様の処理制御手順が実行されてもよい。こ
の場合、ステップＳ５６では、受渡位置制御部１１７が、保持部３２を目標位置に移動さ
せるように位置調節部４４により保持部３２を移動させる。第２側の処理制御手順におい
て、コントローラ１００は、ステップＳ６１の処理を省略してもよい。ステップＳ６２で
は、処理位置制御部１１８又は受渡位置制御部１１７が、保持部３２を目標位置に移動さ
せるように、位置調節部４４により、処理部６１に配置されている保持部３２を移動させ
る。ステップＳ６３での処理部６１の処理実行後において、保持部３２が目標位置に配置
される場合、受け渡しのための当該保持部３２の位置調節（ステップＳ５６）が省略され
てもよい。
【００８６】
　変形例７に係る処理装置１においても、変形例３と同様に、保持部３２に対する電子部
品Ｗの位置ずれに基づいて保持部３２の目標位置が算出されてもよい。図１３に例示の処
理制御手順と同様の制御手順が実行される場合において、コントローラ１００は、ステッ
プＳ７１，Ｓ７２を省略してもよい。
【００８７】
　変形例７に係る処理装置１においても、変形例４と同様に、二箇所の受渡領域ＴＡが設
けられるように回転搬送部３０が構成され、二箇所の受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ
２において保持部１２と保持部３２との間で電子部品Ｗの受け渡しが行われてもよい。
【００８８】
　変形例７に係る処理装置１も、変形例５と同様に、姿勢調節部３４に代えて、回転駆動
部３３及び各位置調節部４４の協働により電子部品Ｗの姿勢を調節するように構成されて
いてもよい。以上、変形例７に変形例１～５のいずれか一つを適用する場合を例示したが
、処理装置１において、変形例１～７に含まれる組合せが適宜適用されてもよい。
【００８９】
　処理装置１は、衛星テーブル３１を移動させる位置調節部４０に加えて、複数の保持部
３２にそれぞれ対応する複数の位置調節部４４を備えてもよい。この場合、位置調節部４
０と各位置調節部４４とによって、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の位置が調節されて
もよい。処理装置１は、回転搬送部１０（ターンテーブル１１）を移動させる位置調節部
４０に加えて、複数の保持部３２にそれぞれ対応する複数の位置調節部４４を備えてもよ
い。この場合、位置調節部４０と各位置調節部４４とによって、受渡領域ＴＡにおける保
持部１２，３２の位置が調節されてもよい。
【００９０】
〔変形例８〕
　処理装置１は、回転搬送部１０に対して電子部品Ｗを供給する別の回転搬送部を備えて
もよい。図１８に示す処理装置１Ａは、処理装置１の構成に加え、回転搬送部７０と、位
置調節部８０とを備える。回転搬送部７０（第２回転搬送部）は、所謂ロータリーピック
アップであり、供給部５２から電子部品Ｗを受け取り円軌道ＣＲ３（第２円軌道）に沿っ
て移動させ、当該電子部品Ｗを保持部１２に引き渡す。
【００９１】
　回転搬送部７０は、ロータ７１と、複数の保持部７２（第２保持部）と、回転駆動部７
３とを有する。ロータ７１は、供給部５２に対応する停止位置ＳＰ１の下において、水平
な軸線Ａｘ４まわりに回転可能となるように設けられている。複数の保持部７２は、軸線
Ａｘ４を中心とする円周に沿って等間隔に配置されており、ロータ７１に固定されている
。各保持部７２は、軸線Ａｘ４を中心とする径方向の端部において、軸線Ａｘ４側に電子
部品Ｗを吸着するように構成されている。回転駆動部７３は、例えば電動モータ等の動力
源によって軸線Ａｘ４まわりにロータ７１を回転させる。これにより、軸線Ａｘ４を中心
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とする鉛直な円軌道ＣＲ３に沿って複数の保持部７２が移動する。回転駆動部７３は、隣
り合う保持部７２同士の角度ピッチ（軸線Ａｘ４まわりの角度ピッチ）にて、ロータ７１
の回転と停止とを繰り返すように制御される。以下、回転駆動部７３がロータ７１を停止
させる際に複数の保持部７２がそれぞれ配置される複数の位置を「複数の停止位置ＳＰ３
」という。
【００９２】
　円軌道ＣＲ３（第２円軌道）は、保持部１２との間で電子部品Ｗの受け渡しが可能な受
渡領域ＴＡを通る。この受渡領域ＴＡは、いずれか一箇所の停止位置ＳＰ１と、いずれか
一箇所の停止位置ＳＰ３とを含む。以下、これらの停止位置を「受け渡し用の停止位置Ｓ
Ｐ１，ＳＰ３」という。保持部７２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡しは、受渡領
域ＴＡにおいて保持部１２，７２が互いに最接近した状態で行われる。例えば回転搬送部
７０は、最上の停止位置ＳＰ３が、供給部５２に対応する停止位置ＳＰ１の真下に位置す
るように構成されている。
【００９３】
　位置調節部８０は、受渡領域ＴＡにおける保持部７２の位置を調節する。図１８に例示
の位置調節部８０は、受渡領域ＴＡにおける保持部７２の位置を調節するように回転搬送
部７０（ロータ７１）を移動させる。回転搬送部７０が移動することにより、円軌道ＣＲ
１に対する円軌道ＣＲ３の位置が変わり、受渡領域ＴＡにおける保持部７２の位置も変わ
る。位置調節部８０は、受け渡し用の停止位置ＳＰ１，ＳＰ３における保持部１２，７２
の対向方向に交差（例えば直交）する面に沿って回転搬送部７０を移動させる。図示にお
いては、保持部１２，７２の対向方向が鉛直方向であるため、位置調節部８０は、水平面
に沿って回転搬送部７０を移動させる。
【００９４】
　処理装置１Ａは、保持部７２が保持する電子部品Ｗに処理を施す処理部の一例として、
外観検査部９１を更に備えてもよい。外観検査部９１は、受け渡し用の停止位置ＳＰ３よ
りも上流側（供給部５２側）の停止位置ＳＰ３において、保持部７２に対する電子部品Ｗ
の位置ずれを検出する。すなわち外観検査部９１は、電子部品Ｗが保持部７２から保持部
１２に移る前に、保持部７２に対する電子部品Ｗの位置ずれを検出する。
【００９５】
　このような構成において、コントローラ１００は、保持部７２から保持部１２に移る前
における電子部品Ｗの保持部７２に対する位置ずれに比較して、保持部７２から保持部１
２に移った後における電子部品Ｗの保持部１２に対する位置ずれが小さくなるように、位
置調節部８０により回転搬送部７０を移動させる。例えば目標位置算出部１１６が、保持
部７２から保持部１２に移る前における電子部品Ｗの保持部７２に対する位置ずれに比較
して、保持部７２から保持部１２に移った後における電子部品Ｗの保持部１２に対する位
置ずれが小さくなるように、電子部品Ｗの受け渡しにおける保持部７２の目標位置を算出
する。受渡位置制御部１１７が、保持部７２から保持部１２への電子部品Ｗの受け渡し前
に保持部７２を目標位置に移動させる。
【００９６】
　処理装置１Ａは、上述した姿勢調節部３４に相当する構成として、回転搬送部７０にお
ける保持部７２の姿勢を調節する姿勢調節部７４を更に備えてもよい。例えば処理装置１
Ａは、複数の保持部７２にそれぞれ対応する姿勢調節部７４を備えてもよい。姿勢調節部
７４は、例えば電動モータの動力源によって、受け渡し用の停止位置ＳＰ３における保持
部７２の姿勢（例えば鉛直な軸線まわりの傾き角）を調節する。
【００９７】
　なお、処理装置１Ａによれば、保持部７２から保持部１２への受け渡しにおいて電子部
品Ｗの位置ずれが補正されるので、電子部品Ｗに対する処理部６１による処理位置を処理
中に変える必要がない場合には、上述した位置調節部４０を省略することも可能である。
【００９８】
〔本実施形態の効果〕



(18) JP 2021-187598 A 2021.12.13

10

20

30

40

50

　以上に説明したように、本開示の一側面に係る電子部品の処理装置１は、電子部品Ｗを
保持する保持部１２を有し、保持部１２を円軌道ＣＲ１に沿って移動させる回転搬送部１
０と、電子部品Ｗを保持する保持部３２を有し、保持部１２との間で電子部品Ｗの受け渡
しが可能な受渡領域ＴＡを通る円軌道ＣＲ２に沿って保持部３２を移動させる回転搬送部
３０と、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の位置を調節する位置調節部４０，４４と、を
備える。
【００９９】
　電子部品の処理においては、電子部品の保持位置に高い精度が求められる場合がある。
電子部品が保持部に保持された後に保持位置の精度を高めるためには、一度保持部から電
子部品を解放し、電子部品の位置を調節した後に再度保持部に保持させる必要がある。す
なわち、位置調整のために二度の受け渡し動作が必要となる。このため、装置に求められ
る生産性が年々高くなる昨今においては、二度の受け渡し動作を伴う位置調整が、装置全
体としての効率改善（例えばタクトタイム短縮）のボトルネックとなる場合も考えられる
。これに対し、本処理装置によれば、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の位置を調節する
ことによって、回転搬送部１０と回転搬送部３０との間における電子部品Ｗの受け渡しの
機会を利用して電子部品Ｗの保持位置を調節することができる。換言すると、位置調整の
みを目的とした電子部品Ｗの受け渡し機会を削減することができる。これにより、従来に
おいて、タクトタイム短縮のボトルネックともなり得た位置調整の時間を短縮することが
できる。従って、電子部品Ｗの処理効率の向上に有効である。
【０１００】
　位置調節部４０は、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の位置を調節するように回転搬送
部３０の位置を変更してもよい。この場合、回転搬送部３０の全体を移動させる駆動機構
を設ければよいので、処理装置１の簡素化に有効である。
【０１０１】
　位置調節部４４は、受渡領域ＴＡにおける保持部３２の位置を調節するように、回転搬
送部３０における保持部３２の位置を変更してもよい。この場合、保持部３２の位置調節
に伴う移動が、回転搬送部３０の全体に影響を及ぼさないので、保持部３２の位置調節と
並行して回転搬送部３０の他の部材での処理を行うができる。従って、電子部品Ｗの処理
効率の向上に更に有用である。
【０１０２】
　電子部品の処理装置１は、回転搬送部３０における保持部３２の姿勢を調節する姿勢調
節部３４を更に備えていてもよい。この場合、回転搬送部１０と回転搬送部３０との間に
おける電子部品Ｗの受け渡しの機会を利用して電子部品Ｗの保持姿勢をも調節することが
できる。
【０１０３】
　電子部品の処理装置１は、保持部１２が保持する電子部品Ｗに処理を施す中間処理部５
４と、保持部３２が保持する電子部品Ｗに処理を施す処理部６１と、を更に備え、保持部
１２は電子部品Ｗの主面Ｗａを保持し、保持部３２は電子部品Ｗの主面Ｗｂを保持し、電
子部品Ｗにおいて主面Ｗａと主面Ｗｂとが互いに離れていてもよい。この場合、回転搬送
部１０と回転搬送部３０との間における電子部品Ｗの受け渡しの機会を保持方向の切り替
えにも利用することができる。これにより、電子部品Ｗを保持した状態で多方向からの処
理を施すことができる。
【０１０４】
　電子部品の処理装置１は、処理部６１による処理前の電子部品Ｗを保持部１２から保持
部３２に移し、処理部６１による処理後の電子部品Ｗを保持部３２から保持部１２に移す
ように回転搬送部１０及び回転搬送部３０を制御する持替制御部１１３を更に備えていて
もよい。この場合、回転搬送部１０と回転搬送部３０との間における受け渡し機会に保持
位置が調節された電子部品Ｗに対して、中間処理部５４により更なる処理を施すことが可
能となる。
【０１０５】
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　電子部品の処理装置１は、保持部１２に対する電子部品Ｗの位置ずれを検出する外観検
査部５４Ａと、保持部１２から保持部３２に移る前の位置ずれに比較して、保持部３２か
ら保持部１２に移った後の位置ずれが小さくなるように、受渡領域ＴＡにおける保持部３
２の目標位置を算出する目標位置算出部１１６と、受渡領域ＴＡにおいて保持部３２を目
標位置に配置するように位置調節部４０，４４を制御する受渡位置制御部１１７と、を更
に備えていてもよい。この場合、回転搬送部１０と回転搬送部３０との間における電子部
品Ｗの受け渡しの機会において電子部品Ｗの保持位置をより高い精度で調節することがで
きる。
【０１０６】
　電子部品の処理装置１は、電子部品Ｗに対する処理部６１による処理位置を処理中に変
えるように位置調節部４０により回転搬送部３０を移動させる処理位置制御部１１８を更
に備えていてもよい。この場合、処理中における電子部品Ｗの位置変更にも位置調節部４
０を有効活用することができる。
【０１０７】
　受渡位置制御部１１７は、位置調節部４０による回転搬送部３０の移動期間の少なくと
も一部を、回転搬送部１０による保持部１２の移動期間に重複させてもよい。また、受渡
位置制御部１１７は、位置調節部４０による回転搬送部３０の移動期間の少なくとも一部
を、回転搬送部３０による保持部３２の移動期間に重複させてもよい。この場合、位置調
節部４０による回転搬送部３０の移動のみに割く時間が更に削減されるので、処理効率の
更なる向上に有効である。また、回転搬送部１０による保持部１２の移動時間または回転
搬送部３０による保持部３２の移動時間を利用することで、位置調節部４０による回転搬
送部３０の移動時間に余裕を持たせ、無理な高速動作に起因する電子部品Ｗの位置ずれも
抑制することができる。更に、無理な高速動作を避けることは、位置調節部４０の負荷を
抑制するのにも有効である。
【０１０８】
　下流側の中間処理部５４の数は、上流側の中間処理部５４の数より多くてもよい。この
場合、保持部１２，３２間の受け渡しにより高められた電子部品Ｗの位置精度を、より多
くの中間処理部５４において活かすことができる。
【０１０９】
　以上、実施形態について説明したが、本発明は必ずしも上述した形態に限定されるもの
ではなく、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変形が可能である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１…電子部品の処理装置、１０…回転搬送部（第１回転搬送部）、１２…保持部（第１
保持部）、３０…回転搬送部（第２回転搬送部）、３２…保持部（第２保持部）、３４…
姿勢調節部、４０，４４…位置調節部、５４…中間処理部（第１処理部）、５４Ａ…外観
検査部（位置ずれ検出部）、６１…処理部（第２処理部）、１１３…持替制御部、１１６
…目標位置算出部、１１７…受渡位置制御部、１１８…処理位置制御部、ＣＲ１…円軌道
（第１円軌道）、ＣＲ２…円軌道（第２円軌道）、Ｗ…電子部品。
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月21日(2020.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品を保持する第１保持部を有し、前記第１保持部を第１円軌道に沿って移動させ
る第１回転搬送部と、
　前記電子部品を保持する第２保持部と、前記第２保持部が設けられるテーブルと、前記
第１保持部との間で前記電子部品の受け渡しが可能な受渡領域を通る第２円軌道に沿って
前記第２保持部を移動させると共に前記受渡領域に前記第２保持部を停止させるように、
前記テーブルを前記第２円軌道の軸線まわりに回転させる回転駆動部と、を有する第２回
転搬送部と、
　前記第１保持部と前記第２保持部とが対向する方向に交差する面に沿って前記第２保持
部を互いに交差する２方向に移動させることで、前記回転駆動部によって前記受渡領域に
配置される際の当該受渡領域における前記第２保持部の位置を調節する位置調節部と、を
備える電子部品の処理装置。
【請求項２】
　前記位置調節部は、前記受渡領域における前記第２保持部の位置を調節するように前記
第２回転搬送部の位置を変更する、請求項１記載の電子部品の処理装置。
【請求項３】
　前記位置調節部は、前記受渡領域における前記第２保持部の位置を調節するように、前
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記第２回転搬送部における前記第２保持部の位置を変更する、請求項１又は２記載の電子
部品の処理装置。
【請求項４】
　前記第２回転搬送部における前記第２保持部の姿勢を調節する姿勢調節部を更に備える
、請求項１～３のいずれか一項記載の電子部品の処理装置。
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