
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部品装着用の複数の吸着ヘッドを有した移動可能なヘッドユニットにより部品供給部か
ら電子部品を吸着し、この部品を所定の作業用位置に位置決めされた基板上に実装する

て、
　上記ヘッドユニット上であって、かつ上記吸着ヘッドのうちその並び方向における両端
の吸着ヘッドの外側にそれぞれ マーク
　
　

　

　 誤差に基づ
ヘッドユニットによる部品の実装位置を補正する

ことを特徴とする表面実装機。
【請求項２】
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表
面実装機におい

設けられる と、
基台上に配設され、前記マークおよび吸着部品を撮像可能なリニアセンサと、
所定の実装動作を実行するとともに、この実装動作における部品吸着後に、上記ヘッド

ユニットをリニアセンサに対して移動させながら吸着部品および上記一対のマークを一画
像として連続的に撮像する部品認識動作を実行すべくヘッドユニットの駆動を制御する制
御手段と、

上記リニアセンサにより撮像した上記マークと吸着部品との画像上での位置関係と、予
め記憶されている既知の情報である上記マークと各吸着ヘッドとの位置関係とに基づいて
部品の吸着ずれ量を演算するとともに、上記画像から求まる両マークの間隔とその間隔の
基準値とに基づいてヘッドユニットの移動誤差を演算する演算手段とを備え、

上記制御手段は、上記演算手段により求められた上記吸着ずれ量および移動
いて



　

ことを特徴とす
る表面実装機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＩＣ等の部品をプリント基板に装着するように構成された表面実装 関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来から、部品吸着用の吸着ヘッドを有する移動可能なヘッドユニットによりＩＣ等の
電子部品を部品供給部から吸着し、この部品を所定の作業位置に位置決めされているプリ
ント基板上に移送して装着するようにした表面実装機は一般に知られている。
【０００３】
　この種の実装機では、吸着ヘッドに対する部品の吸着ずれを加味してプリント基板上に
実装する必要がある。つまり、部品の吸着状態に応じてヘッドユニットの実装時の移動目
標位置を補正する必要がある。
【０００４】
　この方法としては、例えばヘッドユニットの吸着ヘッド近傍にマークを設け、このマー
クと吸着ヘッドの位置関係を予め調べて既知の情報として記憶するとともに、基台上にＣ
ＣＤエリアセンサからなるカメラを設け、部品吸着後、上記マークと吸着部品をカメラに
より撮像し、画像上のマークと吸着部品の位置関係と上記既知の位置関係とに基づいて吸
着ヘッドに対する部品のずれ量を求め、このずれ量に基づいて実装位置を補正することが
考えられる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　

【０００６】

【０００７】
　 この種の実装機では、駆動誤差や、機構部分の熱膨張等によりヘッドユニットに
移動誤差が生じて実装精度に影響を及ぼすことが知られており、従って、吸着部品の撮像
時に、併せてこのようなヘッドユニットの移動誤差を調べることができれば、部品の実装
位置の補正をより正確に行うことができ都合がよい。
【０００８】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、基板に対してより高い精度
で部品を実装できるようにすることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明は 品装着用の複数の吸着ヘッドを有した移動可
能なヘッドユニットにより部品供給部から電子部品を吸着し、この部品を所定の作業用位
置に位置決めされた基板上に実装する表面実装機において、上記ヘッドユニット上であっ
て、かつ上記吸着ヘッドのうちその並び方向における両端の吸着ヘッドの外側にそれぞれ
設けられるマークと、基台上に配設され、前記マーク を撮像可能なリニア
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請求項１に記載の表面実装機において、
　上記部品供給部に電子部品を供給する複数のテープフィーダーが並設され、これらテー
プフィーダーの配列方向と平行に上記複数の吸着ヘッドが配列されている

機に

上記のような方法では、ＣＣＤエリアセンサからなるカメラによりマークと吸着部品と
を撮像する必要があるため、例えばヘッドユニットに複数の吸着ヘッドを備える実装機で
は、吸着ヘッド毎にマークを設ける必要がある。

　しかし、実装の高速化を図るべくヘッドユニットは小型化の傾向にあり、吸着ヘッド毎
にマークを設けるのはスペース的に難しいという問題がある。従って、ヘッドユニットの
小型化の要請に応えつつ部品の吸着ずれを精度よく検出できるようにすることが望まれる
。

また、

、部

および吸着部品



センサと、所定の実装動作を実行するとともに、 上
記ヘッドユニットをリニアセンサに対して移動させながら 上記一対のマー
クを すべくヘッドユニットの駆動を制
御する制御手段と、上記リニアセンサにより撮像した

画像から求まる両マークの
間隔とその間隔の基準値とに基づいてヘッドユニットの移動誤差を演算する演算手段とを
備え、上記制御手段が、上記演算手段により求められた上記 誤差に
基づいてヘッドユニットによる部品の実装位置を補正するように構成されているものであ
る（請求項 ）。
【００１０】
　

【００１１】
　 表面実装機によると、 ヘッドユニットがリニアセンサ上を移動す
ることにより一対のマーク 撮像され、その画像に
基づいて 駆動誤差や機構部分の熱膨張等に起因
するヘッドユニットの移動誤差 が求められ、実装動作時には、 移動
誤差 に基づいてヘッドユニットの駆動が制御されることにより部品の実装位置が補正さ
れる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００１３】
　図１および図２は本発明に係る表面実装機（以下、実装機と略す）の一例を概略的に示
している。この図において、基台１上には、搬送ラインを構成するコンベア２が配置され
、プリント基板３が上記コンベア２上を搬送されて所定の作業用位置で位置決めされた状
態で停止されるようになっている。
【００１４】
　上記コンベア２の側方には、部品供給部４が配置されている。この部品供給部４は、例
えば、多数列のテープフィーダー４ａを備えており、各テープフィーダー４ａは、それぞ
れＩＣ、トランジスタ、コンデンサ等の小片状の電子部品を所定間隔おきに収納、保持し
たテープがリールから導出されるように構成されるとともに、テープ送り出し端には送り
機構が具備され、後述のヘッドユニット５により部品がピックアップされるにつれてテー
プが間欠的に送り出されるようになっている。
【００１５】
　また、上記基台１の上方には、電子部品搭載用のヘッドユニット５が装備されている。
このヘッドユニット５は、部品供給部４と上記作業用位置に位置決めされたプリント基板
３とにわたって移動可能とされ、当実施形態ではＸ軸方向（コンベア２の方向）およびＹ
軸方向（水平面上でＸ軸と直交する方向）に移動することができるようになっている。
【００１６】
　すなわち、上記基台１上には、Ｙ軸方向に延びる一対の固定レール７と、Ｙ軸サーボモ
ータ９により回転駆動されるボールねじ軸８とが配設され、上記固定レール７上にヘッド
ユニット支持部材１１が配置されて、この支持部材１１に設けられたナット部分１２が上
記ボールねじ軸８に螺合している。また、上記支持部材１１には、Ｘ軸方向に延びるガイ
ド部材１３と、Ｘ軸サーボモータ１５により駆動されるボールねじ軸１４とが配設され、
上記ガイド部材１３にヘッドユニット５が移動可能に保持され、このヘッドユニット５に
設けられたナット部分（図示せず）が上記ボールねじ軸１４に螺合している。そして、Ｙ
軸サーボモータ９の作動によりボールねじ軸８が回転して上記支持部材１１がＹ軸方向に
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この実装動作における部品吸着後に、
吸着部品および

一画像として連続的に撮像する部品認識動作を実行
上記マークと吸着部品との画像上で

の位置関係と、予め記憶されている既知の情報である上記マークと各吸着ヘッドとの位置
関係とに基づいて部品の吸着ずれ量を演算するとともに、上記

吸着ずれ量および移動

１

より具体的には、上記部品供給部に電子部品を供給する複数のテープフィーダーが並設
され、これらテープフィーダーの配列方向と平行に上記複数の吸着ヘッドが配列されてい
る（請求項２）。

これらの 部品吸着後、
および吸着部品が一画像として連続的に

吸着ノズルに対する部品の吸着ずれ量と、
と これら吸着ずれ量と

と



移動するとともに、Ｘ軸サーボモータ１５の作動によりボールねじ軸１４が回転してヘッ
ドユニット５が支持部材１１に対してＸ軸方向に移動するようになっている。
【００１７】
　なお、上記Ｙ軸サーボモータ９及びＸ軸サーボモータ１５には、それぞれエンコーダか
らなる位置検出手段１０，１６が設けられており、これによってヘッドユニット５の作動
位置検出が行われるようになっている。
【００１８】
　上記ヘッドユニット５には、部品吸着用のノズルを先端に備えた複数の吸着ヘッド２０
が搭載されており、当実施の形態では８本の吸着ヘッド２０がＸ軸方向に一列に並べて配
設されている。
【００１９】
　各吸着ヘッド２０は、それぞれヘッドユニット５のフレームに対してＺ軸方向（上下方
向）の移動及びＲ軸（ノズル中心軸）回りの回転が可能とされ、図外のＺ軸サーボモータ
及びＲ軸サーボモータにより駆動されるようになっている。また、各吸着ヘッド２０のノ
ズルは、バルブ等を介して負圧供給手段に接続されており、部品吸着用の負圧が供給され
るようになっている。
【００２０】
　また、ヘッドユニット５には吸着ヘッド２０による部品の吸着ずれ等を調べるための一
対のマーク２２が設けられている。これらのマーク２２は、上記のようにＸ軸方向に配列
された吸着ヘッド２０の両外側（図２では左右両外側）に該吸着ヘッド２０に一列に並べ
て設けられており、いずれも後記部品認識カメラ２３による撮像が可能となるように下側
に向かって設けられている。
【００２１】
　上記基台１には、さらにコンベア２と一方の部品供給部４との間に、上記各吸着ヘッド
２０に吸着された部品を撮像するための部品認識カメラ２３が設けられている。この部品
認識カメラ２３は、ＬＥＤ等からなる光源を備えた照明部２３ａとセンサ本体２３ｂとか
ら構成されている。センサ本体２３ｂは、ＣＣＤ固体撮像素子がＹ軸方向（吸着ヘッド２
０の配列方向と直交する方向）に並設されたＣＣＤリニアセンサであって、上記照明部２
３ａに形成されたＹ軸方向のスリットを介して一次元的に吸着部品像等を撮像するように
構成されている。
【００２２】
　図３は、上記実装機の制御系をブロック図で示している。
【００２３】
　上記実装機は、論理演算を実行する周知のＣＰＵ、そのＣＰＵを制御する種々のプログ
ラムなどを予め記憶するＲＯＭおよび装置動作中に種々のデータを一時的に記憶するＲＡ
Ｍ等から構成される制御装置３０を有している。
【００２４】
　この制御装置３０は、主制御手段３１、ドライバ３２、画像処理手段３３および演算手
段３４等を含んでいる。
【００２５】
　主制御手段３１は、実装機の動作を統括的に制御するもので、予め記憶されたプログラ
ムに従って部品の吸装着装動作を実行すべくドライバ３２を介してヘッドユニット５等の
駆動を制御するものである。特に、部品吸着後は、後に詳述するように、各吸着ヘッド２
０により吸着した部品および上記マーク２２を部品認識カメラ２３により撮像する部品認
識動作を実行すべくヘッドユニット５を駆動制御するとともに、この部品認識動作で求め
られる部品の吸着ずれ量等に基づいてヘッドユニット５による部品の装着位置を補正すべ
くヘッドユニット５を駆動制御する。
【００２６】
　上記ドライバ３２は、ヘッドユニット５を駆動制御するもので、上記Ｘ軸、Ｙ軸等の各
サーボモータ１５，９やそれらの位置検出手段１６、１０等がこのドライバ３２に接続さ
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れている。そして、実装動作時には、このドライバ３２を介して上記サーボモータ１５等
の駆動が上記主制御手段３１により統括的に制御されるようになっている。
【００２７】
　上記画像処理手段３３は、部品認識カメラ２３から出力される画像信号に所定の画像処
理を施すものである。
【００２８】
　上記演算手段３４は、部品認識動作において基板認識カメラ２３により撮像された上記
マーク２２（一方のマーク２２）と各吸着部品の画像上での位置関係と、予め記憶されて
いるマーク２２（上記一方のマーク２２）と各吸着ヘッド２０の位置関係（理論上の位置
関係、あるいは事前に実測した位置関係；既知の情報）とに基づいて各吸着ヘッド２０に
対する各吸着部品の吸着ずれ量Δａを求めるとともに、両マーク２２の画像上での間隔（
すなわち、Ｘ軸方向の間隔）と、予め記憶されている同間隔の基準値（理論上の値、ある
いは事前に実測した値）とを比較し、Ｘ軸方向のヘッドユニット５の移動誤差Δｂを求め
るものである。
【００２９】
　次に、上記実装機による実装動作について図４のフローチャートを用いて説明する。
【００３０】
　上記実装機おいて実装動作が開始されると、まず、プリント基板３がコンベア２に沿っ
て搬入されて上記作業用位置に位置決めされるとともに、これと略同時に、ヘッドユニッ
ト５が部品供給部４の上方に配置され、最初の部品がテープフィーダー４ａから吸着され
て取出される（ステップＳ１，Ｓ２）。
【００３１】
　次いで、他に吸着すべき部品が有るか否かが判断され、有る場合にはステップＳ１に移
行されて次の部品の吸着が行われる（ステップＳ３）。一方、他に吸着すべき部品がない
場合には（ステップＳ３でＮＯ）、ステップＳ４に移行され、部品認識動作が実行される
。
【００３２】
　具体的には、部品認識カメラ２３の上方においてヘッドユニット５が例えば図１中に矢
印で示す方向（Ｘ軸方向）に一定の速度で移動することにより、部品認識カメラ２３によ
り各吸着部品および各マーク２２の主走査方向（ＣＣＤ固体撮像素子の配列方向；Ｙ軸方
向）の画像が、副走査方向（Ｘ軸方向）に順次取込まれて所定の画像信号として画像処理
手段３３に出力される。これにより各吸着部品および両マーク２２が一画像として連続的
に撮像されることとなる。この際、部品認識カメラ２３の撮像は、上記Ｘ軸サーボモータ
１５の位置検出手段１６から出力されるパルス信号に同期して行われる。
【００３３】
　こうして部品認識カメラ２３上をヘッドユニット５が完全に通過し、全ての吸着部品お
よび両マーク２２の撮像が完了すると、各吸着部品と上記マーク２２の画像上での位置関
係と、マーク２２と各吸着ヘッド２０の既知の位置関係とから各吸着ヘッド２０に対する
部品の吸着ずれ量Δａが求められるとともに、両マーク２２の画像上の間隔と、その基準
値とからヘッドユニット５のＸ軸方向の移動誤差Δｂが求められる（ステップＳ５）。
【００３４】
　そして、最初の部品実装位置にヘッドユニット５が移動して部品の実装が行われる（ス
テップＳ６）。この際、上記主制御手段３１において各部品の吸着ずれ量Δａおよびヘッ
ドユニット５の移動誤差Δｂに基づいて該ずれ等を是正するようにヘッドユニット５の移
動目標位置が補正される。
【００３５】
　部品が実装されると、次いで、他に実装すべき部品が有るか否かが判断され、有る場合
には、ステップＳ６に移行されて次の部品の実装が行われる。一方、他に実装すべき部品
がない場合（ステップＳ８でＮＯ）には、本フローチャートが終了する。
【００３６】
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　以上説明した上記実装機によると、ＣＣＤリニアセンサからなる部品認識カメラ２３に
対してヘッドユニット５を移動させながら各吸着ヘッド２０の吸着部品および両マーク２
２を一画像として連続的に撮像するようにしているので、複数の吸着部品に対しても、上
述したように一のマーク２２に基づいて各部品の吸着ずれ量Δａを求めることができる。
従って、部品の実装位置の補正を合理的な構成で求めることができ、これによりヘッドユ
ニットの小型化の要請にも良好に応えることができるという効果がある。
【００３７】
　しかも、ヘッドユニット５に一対のマーク２２を設け、部品認識動作において、これら
マーク２２の画像上での間隔を併せて調べることによりヘッドユニット５のＸ軸方向の移
動誤差Δｂを求め、実装時には、部品の吸着ずれ量Δａのみならずこの移動誤差Δｂに基
づいてヘッドユニット５による部品の実装位置を補正するようにしているので、プリント
基板３に対する部品の装着をさらに正確に行うことができるという効果がある。
【００３８】
　なお、この実装機ではＸ軸方向に一対のマーク２２を設けてヘッドユニット５のＸ軸方
向の移動誤差Δｂを求めるようにしているが、さらにＹ軸方向に一対のマークを設けると
ともに、これらのマークをヘッドユニット５のＹ軸方向の移動に伴い撮像可能なＣＣＤリ
ニアセンサからなる部品認識カメラを基台１上に設置し、このカメラにより上記両マーク
を撮像することによりＹ軸方向のヘッドユニット５の移動誤差を同様に求めるようにして
もよい。このようにＹ軸方向の移動誤差を加味してヘッドユニット５による部品の実装位
置補正を行うようにすれば、さらに実装精度の向上が期待できる。
【００３９】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明

誤差に基づいて上記ヘッドユニットによる部品の実装
位置を補正するように 実装精度を高めることができるという
効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る表面実装機を示す平面略図である。
【図２】　表面実装機を示す正面図である。
【図３】　表面実装機の制御系を示すブロック図である。
【図４】　実装動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
　２　コンベア
　３　プリント基板
　４　部品供給部
　５　ヘッドユニット
　９　Ｙ軸サーボモータ
　１０，１６　位置検出手段
　１５　Ｘ軸サーボモータ
　３０　制御装置
　３１　主制御手段
　３２　ドライバ
　３３　画像処理手段
　３４　演算手段
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の表面実装機は、リニアセンサに対してヘッドユニットを
移動させながら該ヘッドユニットに設けられた一対のマークと吸着部品とを一画像として
連続的に撮像し、この画像に基づき吸着部品の吸着ずれ量とヘッドユニットの移動誤差と
を演算し、これら吸着量および移動

構成されているので効果的に



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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