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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品を吸着するノズルと前記ノズルを駆動するノズル駆動部と前記ノズルおよび前
記ノズル駆動部とを支持するヘッド支持体とを有するヘッド本体と、
　前記電子部品が格納された格納室が列状に配置された電子部品収容テープを複数保持す
る保持部および前記電子部品収容テープを送り、前記格納室を前記ノズルにより前記電子
部品が吸着できる吸着領域まで移動させるフィーダ部を有する部品供給装置と、
　前記ヘッド支持体に固定され、前記吸着領域を撮影するカメラユニットと、
　前記ヘッド本体および前記部品供給装置の動作を制御する制御部と、を有し、電子部品
を基板に搭載する電子部品実装装置であって、
　前記制御部は、前記カメラユニットで取得した前記部品供給装置の前記吸着領域の画像
を解析し、解析結果に基づいて前記吸着領域の前記電子部品収容テープがスプライシング
された部分であるかを判定し、前記吸着領域の前記電子部品収容テープがスプライシング
された部分であることを検出した場合、前記電子部品収容テープが切り換ったと判定し、
　さらに、前記基板に実装した電子部品と、当該電子部品を保持していた前記電子部品収
容テープとの関係を記憶し、
　前記電子部品収容テープが切り換ったと判定した場合、前記基板に実装した電子部品に
対応付ける前記電子部品収容テープの情報を更新することを特徴とする電子部品実装装置
。
【請求項２】
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　前記カメラユニットは、画像を撮影するカメラと、前記カメラの前記ノズルに近い側に
隣接して配置され前記カメラの撮影領域に向けて光を照射する第１照明部と、前記カメラ
の前記ノズルから遠い側に隣接して配置され前記カメラの撮影領域に向けて光を照射する
第２照明部と、前記第１照明部から照射される光の一部を遮蔽するバッフルと、で構成さ
れるカメラモジュールと、前記ヘッド支持体に固定され前記カメラと前記第１照明部と前
記第２照明部と前記バッフルとを支持するブラケットと、を備えることを特徴とする請求
項１に記載の電子部品実装装置。
【請求項３】
　電子部品を吸着するノズルと前記ノズルを駆動するノズル駆動部と前記ノズルおよび前
記ノズル駆動部とを支持するヘッド支持体とを有するヘッド本体と、
　前記電子部品が格納された格納室が列状に配置された電子部品収容テープを複数保持す
る保持部および前記電子部品収容テープを送り、前記格納室を前記ノズルにより前記電子
部品が吸着できる吸着領域まで移動させるフィーダ部を有する部品供給装置と、
　前記ヘッド支持体に固定され、前記吸着領域を撮影するカメラユニットと、
　前記ヘッド本体および前記部品供給装置の動作を制御する制御部と、を有し、電子部品
を基板に搭載する電子部品実装装置であって、
　前記制御部は、前記カメラユニットで取得した前記部品供給装置の前記吸着領域の画像
を解析し、解析結果に基づいて前記吸着領域の前記電子部品収容テープがスプライシング
された部分であるかを判定し、前記吸着領域の前記電子部品収容テープがスプライシング
された部分であることを検出した場合、前記電子部品収容テープが切り換ったと判定し、
　前記カメラユニットは、画像を撮影するカメラと、前記カメラの前記ノズルに近い側に
隣接して配置され前記カメラの撮影領域に向けて光を照射する第１照明部と、前記カメラ
の前記ノズルから遠い側に隣接して配置され前記カメラの撮影領域に向けて光を照射する
第２照明部と、前記第１照明部から照射される光の一部を遮蔽するバッフルと、で構成さ
れるカメラモジュールと、前記ヘッド支持体に固定され前記カメラと前記第１照明部と前
記第２照明部と前記バッフルとを支持するブラケットと、を備えることを特徴とする電子
部品実装装置。
【請求項４】
　前記ヘッド本体は、複数の前記ノズルが一列で配置されており、
　前記カメラユニットは、前記ノズル毎に対応して配置された複数の前記カメラモジュー
ルを備え、
　前記カメラモジュールは、前記カメラと前記第１照明部と第２照明部とが前記ノズルの
配列方向に平行に配列されていることを特徴とする請求項２または３に記載の電子部品実
装装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記吸着領域の前記電子部品収容テープにスプライシングを示す印があ
ることを検出した場合、前記吸着領域の前記電子部品収容テープがスプライシングされた
部分であると判定することを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の電子部品
実装装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記電子部品収容テープが切り換ったと判定した場合、前記フィーダ部
で設定した個数の格納室の分、前記電子部品収容テープを送ることを特徴とする請求項１
から５のいずれか一項に記載の電子部品実装装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記カメラユニットで取得した前記部品供給装置の前記吸着領域の画像
を解析し、前記電子部品収容テープの前記格納室に前記電子部品があるかを検出すること
を特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の電子部品実装装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記格納室に電子部品がないと判定した場合、前記フィーダ部で１つの
格納室の分、前記電子部品収容テープを送り、前記カメラユニットで取得した前記部品供
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給装置の前記吸着領域の画像を解析し、前記電子部品収容テープの前記格納室に前記電子
部品があるかを検出することを特徴とする請求項７に記載の電子部品実装装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記格納室に電子部品があると判定した場合、前記ノズルで当該格納室
にある前記電子部品を吸着し、前記ノズルが吸着した前記電子部品を前記基板に搭載する
ことを特徴とする請求項７または８に記載の電子部品実装装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記格納室に電子部品があると判定した場合、前記カメラユニットで取
得した前記部品供給装置の前記吸着領域の画像を解析し、前記格納室にある前記電子部品
が表向きであるか裏向きであるかを検出することを特徴とする請求項７または８に記載の
電子部品実装装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記格納室の前記電子部品が表向きであると判定した場合、前記ノズル
で当該格納室にある前記電子部品を吸着し、前記ノズルが吸着した前記電子部品を前記基
板に搭載し、
　前記格納室の前記電子部品が裏向きであると判定した場合、前記ノズルで当該格納室に
ある前記電子部品を吸着し、前記ノズルが吸着した前記電子部品を廃棄することを特徴と
する請求項１０に記載の電子部品実装装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品をノズルで吸着して移動させ、基板上に搭載する電子部品実装装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板上に電子部品を搭載する電子部品実装装置は、ノズルを備えるヘッドを有し、当該
ノズルで電子部品を吸着して基板上に搭載する。電子部品実装装置は、ヘッドのノズルを
基板の表面に直交する方向に移動させることで、部品供給装置にある部品を吸着し、その
後、ヘッドを基板の表面に平行な方向に相対的に移動させ、吸着している部品の搭載位置
に到着したらヘッドのノズルを基板の表面に直交する方向に移動させ基板に近づけること
で吸着した電子部品を基板上に搭載する。
【０００３】
　ここで、電子部品実装装置には、部品供給装置のフィーダ部に装填された電子部品収容
テープに保持された電子部品を確認する手段を備えるものがある。特許文献１には、部品
供給装置の各位置に準備されている電子部品を検出するために、部品供給装置であるテー
プフィーダに電子部品収容テープを取り付ける際に、電子部品収容テープに取り付けられ
たバーコードを読み取り、読み取った情報に基づいて電子部品収容テープが適切かを判定
する電子部品実装装置に供給する誤実装防止システムが記載されている。特許文献１に記
載されているシステムは、バーコード照合システムを用い、バーコードで電子部品収容テ
ープの種類を特定することで基板への電子部品への誤実装を発生しにくくすることができ
る。
【０００４】
　次に、特許文献２および特許文献３には、１つの電子部品収容テープに収容された部品
残量が少なくなった場合に同種の部品が収納された電子部品収容テープの先端を先の電子
部品収容テープの末端に繋ぎ合わせて部品補給を行う、いわゆるスプライシング方法で部
品供給装置に電子部品を補充することが記載されている。この特許文献２および特許文献
３には、スプライシング方法により電子部品収容テープが切り換ったことを検出する手段
が記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、電子部品収容テープと電子部品収容テープとの結合部を検出するセン
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サを設け、前記センサで結合部に形成された目印を検出することで、電子部品収容テープ
と電子部品収容テープとの結合部を検出し、電子部品収容テープが切り換ったことを検出
することが記載されている。また、特許文献３には、電子部品収容テープの電子部品の格
納室に電子部品があるか否かを検出し、一定回数以上連続して格納室が空室状態である場
合、電子部品収容テープが切り換ったこと判定することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２００２９６号公報
【特許文献２】特開平１０－３４１０９６号公報
【特許文献３】特開２００４－２２８４４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献２および特許文献３に記載されているように、スプライシング方法で電子部品
収容テープを交換し電子部品を補充することで、生産を停止させることなく部品供給装置
に電子部品を補充することができ、電子部品実装装置の稼働率を上げることができる。
【０００８】
　ここで、特許文献１に記載のシステムは、部品供給装置の電子部品収容テープに電子部
品が無くなる度に実装作業を停止させテープフィーダを交換するため、作業効率の向上に
限界がある。また、スプライシング方法で電子部品収容テープを交換して電子部品を補充
する場合は、電子部品収容テープが連結されているため、バーコードで電子部品収容テー
プの情報を読み取っても電子部品収容テープが切り換ったタイミングと同期させることが
困難である。
【０００９】
　特許文献２に記載されている方法では、電子部品実装装置に電子部品収容テープの結合
部を検出するためにセンサ（例えば光センサ）を設けるため、部品供給装置の一つ一つに
電子部品収容テープの結合部を検出するセンサを設ける必要がある。また、部品供給装置
は、複数のフィーダ部にそれぞれ電子部品収容テープが装填されているため、それぞれに
光センサ設けると装置の部品点数が増加し、電子部品実装装置が大型化してしまう。また
、光センサで印を検出する方法は、ごみが付くことで不具合が生じたり誤動作が発生した
りする恐れがあるため、検出精度が安定しない。
【００１０】
　特許文献３に記載されている方法では、吸着ノズルの移動を伴う空動作と高さセンサ等
の検出結果に基づいて空室の判定を行うため、検出に時間がかかり作業効率が低下してし
まう。また、電子部品収容テープの結合部での空室の数を一定にしないと電子部品収容テ
ープが切り換ったことを検出することができない。
【００１１】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、電子部品収容テープと電子部品収容テ
ープとの結合部を適切に検出することができ、効率よく高い精度で電子部品を搭載するこ
とができる電子部品実装装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、電子部品を吸着するノズル
と前記ノズルを駆動するノズル駆動部と前記ノズルおよび前記ノズル駆動部とを支持する
ヘッド支持体とを有するヘッド本体と、前記電子部品が格納された格納室が列状に配置さ
れた電子部品収容テープを複数保持する保持部および前記電子部品収容テープを送り、前
記格納室を前記ノズルにより前記電子部品が吸着できる吸着領域まで移動させるフィーダ
部を有する部品供給装置と、前記ヘッド支持体に固定され、前記吸着領域を撮影するカメ
ラユニットと、前記ヘッド本体および前記部品供給装置の動作を制御する制御部と、を有
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し、電子部品を基板に搭載する電子部品実装装置であって、前記制御部は、前記カメラユ
ニットで取得した前記部品供給装置の前記吸着領域の画像を解析し、解析結果に基づいて
前記吸着領域の前記電子部品収容テープがスプライシングされた部分であるかを判定し、
前記吸着領域の前記電子部品収容テープがスプライシングされた部分であることを検出し
た場合、前記電子部品収容テープが切り換ったと判定することを特徴とする。
【００１３】
　ここで、前記制御部は、前記吸着領域の前記電子部品収容テープにスプライシングを示
す印があることを検出した場合、前記吸着領域の前記電子部品収容テープがスプライシン
グされた部分であると判定することが好ましい。
【００１４】
　また、前記制御部は、前記電子部品収容テープが切り換ったと判定した場合、前記フィ
ーダ部で設定した個数の格納室の分、前記電子部品収容テープを送ることが好ましい。
【００１５】
　また、前記制御部は、前記カメラユニットで取得した前記部品供給装置の前記吸着領域
の画像を解析し、前記電子部品収容テープの前記格納室に前記電子部品があるかを検出す
ることが好ましい。
【００１６】
　また、前記制御部は、前記格納室に電子部品がないと判定した場合、前記フィーダ部で
１つの格納室の分、前記電子部品収容テープを送り、前記カメラユニットで取得した前記
部品供給装置の前記吸着領域の画像を解析し、前記電子部品収容テープの前記格納室に前
記電子部品があるかを検出することが好ましい。
【００１７】
　また、前記制御部は、前記格納室に電子部品があると判定した場合、前記ノズルで当該
格納室にある前記電子部品を吸着し、前記ノズルが吸着した前記電子部品を前記基板に搭
載することが好ましい。
【００１８】
　また、前記制御部は、前記格納室に電子部品があると判定した場合、前記カメラユニッ
トで取得した前記部品供給装置の前記吸着領域の画像を解析し、前記格納室にある前記電
子部品が表向きであるか裏向きであるかを検出することが好ましい。
【００１９】
　また、前記制御部は、前記格納室の前記電子部品が表向きであると判定した場合、前記
ノズルで当該格納室にある前記電子部品を吸着し、前記ノズルが吸着した前記電子部品を
前記基板に搭載し、前記格納室の前記電子部品が裏向きであると判定した場合、前記ノズ
ルで当該格納室にある前記電子部品を吸着し、前記ノズルが吸着した前記電子部品を廃棄
することが好ましい。
【００２０】
　また、前記制御部は、前記基板に実装した電子部品と、当該電子部品を保持していた前
記電子部品収容テープとの関係を記憶し、前記電子部品収容テープが切り換ったと判定し
た場合、前記基板に実装した電子部品に対応付ける前記電子部品収容テープの情報を更新
することが好ましい。
【００２１】
　また、前記カメラユニットは、画像を撮影するカメラと、前記カメラの前記ノズルに近
い側に隣接して配置され前記カメラの撮影領域に向けて光を照射する第１照明部と、前記
カメラの前記ノズルから遠い側に隣接して配置され前記カメラの撮影領域に向けて光を照
射する第２照明部と、前記第１照明部から照射される光の一部を遮蔽するバッフルと、で
構成されるカメラモジュールと、前記ヘッド支持体に固定され前記カメラと前記第１照明
部と前記第２照明部と前記バッフルとを支持するブラケットと、を備えることが好ましい
。
【００２２】
　また、前記ヘッド本体は、複数の前記ノズルが一列で配置されており、前記カメラユニ
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ットは、前記ノズル毎に対応して配置された複数の前記カメラモジュールを備え、前記カ
メラモジュールは、前記カメラと前記第１照明部と第２照明部とが前記ノズルの配列方向
に平行に配列されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明にかかる電子部品実装装置は、電子部品収容テープと電子部品収容テープとの結
合部を適切に検出することができ、効率よく高い精度で電子部品を搭載することができる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、電子部品実装装置の概略構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、電子部品実装装置のヘッドの概略構成を示す模式図である。
【図３】図３は、図２に示すヘッドのカメラユニットおよびノズルの概略構成を示す上面
図である。
【図４】図４は、カメラユニットのブラケットの概略構成を示す模式図である。
【図５】図５は、バッフルの形状を示す正面図である。
【図６】図６は、ブラケットの開口を外側から見た状態を示す図である。
【図７】図７は、カメラモジュールとノズルとフィーダ部との相対関係を示す模式図であ
る。
【図８】図８は、第１照明部から照射される光と反射光との関係を示す模式図である。
【図９】図９は、バッフルを設けない場合に第１照明部から照射される光と反射光との関
係を示す模式図である。
【図１０】図１０は、電子部品収容テープの連結部分の概略構成を示す模式図である。
【図１１】図１１は、電子部品収容テープの連結部分を拡大して示す模式図である。
【図１２】図１２は、電子部品収容テープの連結部分の他の例の概略構成を示す模式図で
ある。
【図１３】図１３は、電子部品収容テープの連結部分の他の例の概略構成を示す模式図で
ある。
【図１４】図１４は、電子部品実装装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、電子部品収容テープの格納室に格納された電子部品の一例を示す模
式図である。
【図１６】図１６は、電子部品収容テープの格納室に格納された電子部品の一例を示す模
式図である。
【図１７】図１７は、電子部品実装装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、下記の発明を実施するた
めの形態（以下、実施形態という）により本発明が限定されるものではない。また、下記
実施形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、
いわゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、下記実施形態で開示した構成要素は適宜
組み合わせることが可能である。
【００２６】
　以下に、本発明にかかる電子部品実装装置の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する
。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。図１は、電子部品実装
装置の概略構成を示す斜視図である。
【００２７】
　図１に示す電子部品実装装置１０は、基板８の上に電子部品を搭載する装置である。電
子部品実装装置１０は、基板搬送部１２と、部品供給装置１４と、ヘッド１５と、ＸＹ移
動機構１６と、を有する。なお、基板８は、電子部品を搭載する部材であればよく、その
構成は特に限定されない。本実施形態の基板８は、板状部材であり、表面に配線パターン
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が設けられている。基板８に設けられた配線パターンの表面には、リフローによって板状
部材の配線パターンと電子部品とを接合する接合部材であるはんだが付着している。
【００２８】
　基板搬送部１２は、基板８を図中Ｘ軸方向に搬送する搬送機構である。基板搬送部１２
は、Ｘ軸方向に延在するレールと、基板８を支持し、基板８をレールに沿って移動させる
搬送機構とを有する。基板搬送部１２は、基板８の搭載対象面がヘッド１５と対面する向
きで、基板８を搬送機構によりレールに沿って移動させることで基板８をＸ軸方向に搬送
する。基板搬送部１２は、基板８を電子部品実装装置１０に供給する機器から供給された
基板８を、レール上の所定位置まで搬送する。ヘッド１５は、前記所定位置で、電子部品
を基板８の表面に搭載する。基板搬送部１２は、前記所定位置まで搬送した基板８上に電
子部品が搭載されたら、基板８を、次の工程を行う装置に搬送する。なお、基板搬送部１
２の搬送機構としては、種々の構成を用いることができる。例えば、基板８の搬送方向に
沿って配置されたレールと前記レールに沿って回転するエンドレスベルトとを組み合わせ
、前記エンドレスベルトに基板８を搭載した状態で搬送する、搬送機構を一体としたベル
ト方式の搬送機構を用いることができる。
【００２９】
　部品供給装置１４は、基板８上に搭載する電子部品を多数保持する保持部２６と、保持
部２６が保持する電子部品をヘッド１５に供給可能、つまり、ヘッド１５で吸着可能な状
態とするフィーダ部２８と、を有する。なお、部品供給装置１４は、テープに電子部品を
貼り付けて構成される電子部品収容テープを使用してヘッド１５に電子部品を供給する。
なお、電子部品収容テープは、テープに複数の格納室が形成されており、当該格納室に電
子部品が格納されている。なお、電子部品収容テープについては後述する。保持部２６は
、電子部品収容テープを複数保持する。フィーダ部２８は、保持部２６が保持している電
子部品収容テープを送り、格納室をヘッド１５のノズルにより電子部品が吸着できる吸着
領域まで移動させるテープフィーダである。なお、格納室を吸着領域に移動させることで
、当該格納室に収容されている電子部品を所定位置に露出した状態とすることができ、当
該電子部品をヘッド１５のノズルにより吸着することができる。また、部品供給装置１４
は、装置本体に対して着脱可能な構成とすることが好ましい。
【００３０】
　ヘッド１５は、部品供給装置１４に保持された電子部品を吸着し、吸着した電子部品を
基板搬送部１２によって所定位置に移動された基板８上に搭載する機構である。なお、ヘ
ッド１５の構成については、後述する。
【００３１】
　ＸＹ移動機構１６は、ヘッド１５を図１中Ｘ軸方向及びＹ軸方向、つまり、基板８の表
面と平行な面上で移動させる移動機構でありＸ軸駆動部２２とＹ軸駆動部２４とを有する
。Ｘ軸駆動部２２は、ヘッド１５と連結しており、ヘッド１５をＸ軸方向に移動させる。
Ｙ軸駆動部２４は、Ｘ軸駆動部２２を介してヘッド１５と連結しており、Ｘ軸駆動部２２
をＹ軸方向に移動させることで、ヘッド１５をＹ軸方向に移動させる。ＸＹ移動機構１６
は、ヘッド１５をＸＹ軸方向に移動させることで、ヘッド１５を基板８と対面する位置、
または、部品供給装置１４のフィーダ部２８と対面する位置に移動させることができる。
また、ＸＹ移動機構１６は、ヘッド１５を移動させることで、ヘッド１５と基板８との相
対位置を調整する。これにより、ヘッド１５が保持した電子部品を基板８の表面の任意の
位置に移動させることができ、電子部品を基板８の表面の任意の位置に搭載することが可
能となる。なお、Ｘ軸駆動部２２としては、ヘッド１５を所定の方向に移動させる種々の
機構を用いることができる。Ｙ軸駆動部２４としては、Ｘ軸駆動部２２を所定の方向に移
動させる種々の機構を用いることができる。対象物を所定の方向に移動させる機構として
は、例えば、リニアモータ、ラックアンドピニオン、ボールねじを用いた搬送機構、ベル
トを利用した搬送機構等を用いることができる。
【００３２】
　次に、図２および図３を用いて、ヘッド１５の構成について説明する。図２は、電子部
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品実装装置のヘッドの概略構成を示す模式図であり、図３は、図２に示すヘッドのカメラ
ユニットおよびノズルの概略構成を示す上面図である。なお、図２には、電子部品実装装
置１０を制御する各種制御部と部品供給装置１４のフィーダ部２８の一部もあわせて示す
。ヘッド１５は、図２に示すように、ヘッド本体３０とカメラユニット３６とレーザ認識
装置３８と、を有する。電子部品実装装置１０は、ヘッド制御部２１０と、制御部２１２
と、撮像制御部２２０と、部品供給制御部２２２と、を有する。ヘッド制御部２１０と、
制御部２１２と、撮像制御部２２０と、部品供給制御部２２２とについては後述する。
【００３３】
　フィーダ部２８は、ヘッド１５と対向する面がアッパーカバー４２で覆われており、ア
ッパーカバー４２に形成された開口に電子部品収容テープ１００に保持、格納された電子
部品４４が露出している。フィーダ部２８は、保持部２６に保持された電子部品収容テー
プ１００の引き出し機構４６を有する。フィーダ部２８は、引き出し機構４６で保持部２
６に保持された電子部品収容テープ１００を引き出し、移動させることで、電子部品収容
テープ１００に保持された電子部品４４をアッパーカバー４２の開口に移動させる。本実
施形態では、アッパーカバー４２の開口がヘッド１５のノズルが電子部品収容テープ１０
０に保持された電子部品を吸着する吸着領域４８となる。
【００３４】
　ヘッド本体３０は、各部を支持するヘッド支持体３１と、複数のノズル３２と、ノズル
駆動部３４と、を有する。本実施形態のヘッド本体３０には、図３に示すように、６本の
ノズル３２が一列に配置されている。６本のノズル３２は、Ｘ軸に平行な方向に並んでい
る。
【００３５】
　ヘッド支持体３１は、Ｘ軸駆動部２２と連結している支持部材であり、ノズル３２およ
びノズル駆動部３４を支持する。なお、ヘッド支持体３１は、カメラユニット３６および
レーザ認識装置３８も支持している。
【００３６】
　ノズル３２は、電子部品４４を吸着し、保持する吸着機構である。ノズル３２は、先端
に開口３３を有し、この開口３３から空気を吸引することで、先端に電子部品４４を吸着
し、保持する。なお、ノズル３２は、開口３３が形成され電子部品４４を吸着する先端部
に連結されたシャフト３２ａを有する。シャフト３２ａは、先端部を支持する棒状の部材
であり、Ｚ軸方向に延在して配置されている。シャフト３２ａは、内部に開口３３とノズ
ル駆動部３４の吸引機構とを接続する空気管（配管）が配置されている。
【００３７】
　ノズル駆動部３４は、ノズル３２をＺ軸方向に移動させ、ノズル３２の開口３３で電子
部品４４を吸着させる。ここで、Ｚ軸は、ＸＹ平面に対して直交する軸である。なお、Ｚ
軸は、基板の表面に対して直交する方向となる。また、ノズル駆動部３４は、電子部品の
実装時等にノズル３２をθ方向に回転させる。θ方向とは、すなわち、Ｚ軸駆動部が前記
第１吸着部及び前記第２吸着部を移動させる方向と平行な軸であるＺ軸を中心とした円の
円周方向と平行な方向である。なお、θ方向は、ノズル３２の回動方向となる。
【００３８】
　ノズル駆動部３４は、ノズル３２をＺ軸方向に移動させる機構として、例えば、Ｚ軸方
向が駆動方向となる直動リニアモータを有する機構がある。ノズル駆動部３４は、直動リ
ニアモータでノズル３２のシャフト３２ａをＺ軸方向に移動させることで、ノズル３２の
先端部の開口３３をＺ軸方向に移動させる。また、ノズル駆動部３４は、ノズル３２をθ
方向に回転させる機構として、例えばモータとシャフト３２ａに連結された伝達要素とで
構成された機構がある。ノズル駆動部３４は、モータから出力された駆動力を伝達要素で
シャフト３２ａに伝達し、シャフト３２ａをθ方向に回転させることで、ノズル３２の先
端部もθ方向に回転させる。
【００３９】
　ノズル駆動部３４は、ノズル３２の開口３３で電子部品４４を吸着させる機構、つまり
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吸引機構としては、例えば、ノズル３２の開口３３と連結された空気管と、当該空気管と
接続されたポンプと、空気管の管路の開閉を切り替える電磁弁と、を有する機構がある。
ノズル駆動部３４は、ポンプで空気管の空気を吸引し、電磁弁の開閉を切り換えることで
開口３３から空気を吸引するか否かを切り換える。ノズル駆動部３４は、電磁弁を開き開
口３３から空気を吸引することで開口３３に電子部品４４を吸着させ、電磁弁を閉じ開口
３３から空気を吸引しないことで開口３３に吸着していた電子部品４４を開放する、つま
り開口３３で電子部品４４を吸着しない状態とする。
【００４０】
　また、ヘッド本体３０は、ヘッド支持体３１とともに移動し、自身と対向する位置に配
置された部材である基板８との距離を検出する距離センサをさらに備えていてもよい。ヘ
ッド本体３０は、距離センサで距離を検出することで、ヘッド支持体３１と基板８との相
対位置や、ヘッド支持体３１とフィーダ部２８との相対位置を検出することができる。な
お、本実施形態では、距離センサと基板８等の距離に基づいて、ヘッド支持体３１と基板
８等の距離を算出する演算を、ヘッド制御部２１０で行う。
【００４１】
　カメラユニット３６は、吸着領域４８、ノズル３２で吸着した電子部品４４、ノズル３
２で吸着する対象の電子部品４４、基板８に搭載した電子部品４４等を撮影して、電子部
品４４の状態を検出するユニットである。ここで、電子部品４４の状態とは、ノズル３２
で電子部品４４を正しい姿勢で吸着しているか、ノズル３２で吸着する対象の電子部品４
４がフィーダ部２８の所定位置に配置されているか、ノズル３２で吸着した電子部品４４
が基板８上の所定位置に搭載されたか、等である。カメラユニット３６は、ブラケット５
０と複数のカメラモジュール５１とを有する。ブラケット５０は、図２に示すように、ヘ
ッド支持体３１の下側、基板８およびフィーダ部２８側に連結されている。ブラケット５
０は、複数のカメラモジュール５１を支持する。また、複数のカメラモジュール５１は、
それぞれのブラケット５０の内部に固定され、カメラ５２、第１照明部５４、第２照明部
５６およびバッフル５８で構成される。また、カメラモジュール５１は、図３に示すよう
に、１つのノズル３２に対して１つ配置されている。つまり本実施形態では、６つのノズ
ル３２に対して、６つのカメラモジュール５１が配置されている。カメラモジュール５１
は、対応するノズル３２が吸着する電子部品４４を撮影する。カメラユニット３６の構成
については後述する。
【００４２】
　レーザ認識装置３８は、ブラケット５０によって支持されている。具体的には、レーザ
認識装置３８は、ブラケット５０の、カメラモジュール５１が配置されている領域よりも
下側に内蔵されている。レーザ認識装置３８は、ヘッド本体３０のノズル３２で吸着した
電子部品４４に対して、レーザ光を照射することで、電子部品４４の形状を検出する装置
である。レーザ認識装置３８は、ノズル３２で吸着した電子部品４４の一方向の形状を検
出したら、ノズル駆動部３４によりノズル３２を移動または回転させて電子部品４４を移
動または回動させて、他の方向の形状を検出する。レーザ認識装置３８は、このように、
複数の方向からの形状を検出することで、電子部品４４の三次元形状を正確に検出するこ
とができる。
【００４３】
　次に、図２および図３に加え、図４から図６を用いて、カメラユニット３６の各部につ
いて説明する。図４は、カメラユニットのブラケットの概略構成を示す模式図であり、図
５は、バッフルの形状を示す正面図であり、図６は、ブラケットの開口を外側から見た状
態を示す図である。
【００４４】
　カメラユニット３６は、ブラケット５０と、６つのカメラモジュール５１と、を有する
。ブラケット５０は、図２から図４に示すように、ヘッド支持体３１の下面に連結された
部材である。ブラケット５０は、図４に示すように、６つのカメラモジュール５１をそれ
ぞれ支持する６つのカメラモジュール保持領域６０と、６つのノズル３２の通路であるノ
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ズル用開口６６と、が形成されている。６つのカメラモジュール保持領域６０は、Ｘ軸方
向に列状に配置されており、隣接するカメラモジュール保持領域６０との境界に仕切り板
６２が配置されている。つまり、カメラモジュール保持領域６０は、仕切り板６２によっ
てそれぞれの領域に分割されている。また、カメラモジュール保持領域６０は、Ｙ軸方向
に直交する２つの面のうちノズル３２側の面に開口６４が形成されている。つまりカメラ
モジュール保持領域６０は、開口６４が形成されることでノズル３２側の面が露出してい
る。ノズル用開口６６は、ブラケット５０のノズル３２が通過する領域に形成された開口
である。ノズル用開口６６は、１つの開口であり、形成された空間に６つのノズル３２が
配置されている。なお、ブラケット５０は、レーザ認識装置３８を支持する支持体でもあ
る。また、ブラケット５０は、１つの部材で構成しても複数の部材を連結して構成しても
よい。
【００４５】
　次にカメラモジュール５１について説明する。なお、６つのカメラモジュール５１は、
対応して配置されたノズルが異なるのみで同様の構成である。そこで以下では、代表して
１つのカメラモジュール５１について説明する。カメラモジュール５１は、カメラ５２と
第１照明部５４と第２照明部５６とバッフル５８とを有する。カメラ５２は、ノズル３２
で吸着した電子部品４４またはノズル３２で吸着する対象の電子部品４４を撮影する撮像
部である。なお、カメラ５２は、ＣＣＤイメージセンサ（Charge　Coupled　Device　Ima
ge　Sensor）や、ＣＭＯＳイメージセンサ（Complementary Metal Oxide Semiconductor 
Image Sensor）等の受光素子を二次元配列し、各受光素子で受光信号を検出することで画
像を取得する。第１照明部５４と第２照明部５６とは、カメラ５２の撮影領域に向けて光
を照射する発光素子である。なお、発光素子としてはＬＥＤ（Light Emitting Diode）や
、半導体レーザを用いることができる。バッフル５８は、第１照明部５４から照射される
光の一部を遮蔽し、第１照明部５４および第２照明部５６から照射された後、反射してカ
メラ５２に入射する光の一部を遮蔽する板状の部材である。
【００４６】
　次に、カメラモジュール５１の各部の配置関係を説明する。カメラモジュール５１は、
図２に示すようにＹＺ平面において、電子部品４４が載置されている面とノズル３２の移
動の軌跡とを結んだ線との交点に対して、つまりノズル３２の吸着対象の電子部品４４を
吸着、または基板８に搭載する位置（以下「吸着搭載動作位置」という。）に対して、斜
め上に配置されている。なお、図２ではカメラ５２のみを示すが、第１照明部５４、第２
照明部５６も同様に、吸着搭載動作位置に対して斜め上に配置されている。
【００４７】
　次に、カメラモジュール５１は、図３に示すようにＸＹ平面において、カメラ５２と第
１照明部５４と第２照明部５６とをＸ軸方向に列状に配置している。つまりノズル３２が
配列方向と平行に配列している。また、カメラモジュール５１は、カメラ５２の両側面に
それぞれ第１照明部５４と第２照明部５６とを配置している。また、カメラモジュール５
１は、Ｘ軸方向における位置つまりＸ軸座標において、第１照明部５４とノズル３２とが
同一位置に配置されている。したがって、第１照明部５４とノズル３２とを結んだ線は、
Ｙ軸方向と平行な線となる。このように、第１照明部５４は、ノズル３２を通り配列方向
に直交する面上に配置される。次に、カメラ５２は、第１照明部５４のＸ軸方向の端部に
隣接して配置されている。このため、カメラ５２とノズル３２とを結んだ線は、Ｙ軸方向
に対して所定角度傾斜した線となる。次に、第２照明部５６は、カメラ５２の第１照明部
５４と隣接していない側のＸ軸方向の端部に隣接して配置されている。このため、第２照
明部５６とノズル３２とを結んだ線は、Ｙ軸方向に対して所定角度傾斜した線となる。ま
た、第２照明部５６とノズル３２とを結んだ線と、Ｙ軸方向と、のなす角は、カメラ５２
とノズル３２とを結んだ線と、Ｙ軸方向と、のなす角よりも大きい角度となる。このよう
に、カメラモジュール５１は、ＸＹ平面において、第１照明部５４がカメラ５２よりもノ
ズル３２に近い位置に配置され、カメラ５２が第２照明部５６よりもノズル３２に近い位
置に配置される。
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【００４８】
　カメラモジュール５１は、図３に示すようにＸＹ平面において、バッフル５８を、カメ
ラ５２、第１照明部５４および第２照明部５６よりもノズル３２側に配置している。また
、カメラモジュール５１は、バッフル５８を、カメラ５２、第１照明部５４および第２照
明部５６よりも下側に配置している。
【００４９】
　次に、図３から図５、特に図５を用いて、バッフル５８の形状について説明する。バッ
フル５８は、カメラ５２と第１照明部５４と第２照明部５６との配列方向（つまりＸ軸方
向）に延在する第１面７２と、第１面７２の第１照明部５４の端部に連結し第１面７２の
延在方向に直交する方向であるＹ軸方向かつノズル３２から離れる方向に相当する図５の
中下方向に延在する第２面７３とを有するＬ字の板形状である。バッフル５８の第１面７
２は、ノズル３２側の端部の一部に、他の面よりもノズル３２側に突出した第１露出部７
４と、第２露出部７６とが形成されている。ここで、第１露出部７４は、Ｘ軸方向におい
て、第１面７２の中央部近傍に形成されている。また、第２露出部７６は、Ｘ軸方向にお
いて、第１面７２の第１照明部５４側の端部に形成されている。また、第２露出部７６は
、第１露出部７４と繋がっており、第１露出部７４よりもノズル３２側に突出している。
これにより、第１面７２は、ノズル３２側の端部の形状が第２照明部５６側から第１照明
部５４側に向かうに従って突出量が多くなる形状となる。また、バッフル５８は、第１面
７２の第１照明部５４側のノズル３２側の端部が、第２面７３の第１照明部５４側の端辺
７７よりも第１照明部５４側に突出した突出部７８が形成されている。さらに、バッフル
５８は、図５中右側に位置する第２面７３のノズル３２側の端部の近傍に第２照明部５６
側に向けて凹んだ凹部７９が形成されている。ここで、バッフル５８は、図４に示すよう
に、第２面７３の端辺７７がブラケット５０の仕切り板６２に突き当てられている。また
、バッフル５８は、凹部７９が仕切り板６２のノズル３２側の端部と接触している。バッ
フル５８は、端辺７７を仕切り板６２に突き当て、凹部７９を仕切り板６２のノズル３２
側の端部と接触させることで、カメラモジュール保持領域６０の所定位置に支持される。
【００５０】
　カメラモジュール５１は、以上のような配置関係であり、図６に示すように、カメラ５
２の画像を取得する部分と第１照明部５４および第２照明部５６の光を照射する部分とが
、ブラケット５０の開口６４に向けて露出して配置されている。また、カメラモジュール
５１は、バッフル５８の第１面７２のノズル３２側の端部に形成された第１露出部７４と
、第２露出部７６とが、開口６４から露出している。また、図６に示すように、第１露出
部７４は、カメラ５２の近傍で開口６４から露出する。第２露出部７６は、第１照明部５
４の近傍で開口６４から露出する。
【００５１】
　次に、図７から図９を用いて、バッフル５８の機能について説明する。ここで、図７は
、カメラモジュールとノズルとフィーダ部との相対関係を示す模式図であり、図８は、第
１照明部から照射される光と反射光との関係を示す模式図であり、図９は、バッフルを設
けない場合に第１照明部から照射される光と反射光との関係を示す模式図である。
【００５２】
　カメラモジュール５１は、上述したような位置関係であり、図７に示すように、第１照
明部５４とＸＹ平面上ではノズル３２の位置にあたる吸着搭載動作位置を結ぶ直線８２の
経路上にバッフル５８の第２露出部７６が重なり、カメラ５２と吸着搭載動作位置を結ぶ
直線８４の経路上にバッフル５８の第１露出部７４が重なる。また、カメラモジュール５
１は、第２照明部５６と吸着搭載動作位置とを結ぶ直線８６の経路上にバッフル５８は露
出しない。つまり、バッフル５８は、直線８６の経路の近傍の部分が開口６４に露出して
いない。これにより、図８に示すように、第１照明部５４から照射された照射光９０の鉛
直方向に近い側の領域の照射光がバッフル５８により遮断される。これにより、第１照明
部５４から照射され吸着搭載動作位置に到達する照射光９０のうち鉛直方向に最も近い照
射光は、矢印９２の照射光となる。矢印９２の照明光は、アッパーカバー４２で反射され
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、ノズル３２に向かって反射される矢印９３の照明光となる。これに対して、バッフル５
８を設けない構成とすると第１照明部５４から照射された照射光９０は、鉛直方向に近い
側の照射光が遮断されない。このため、図９に示すように、第１照明部５４から照射され
吸着搭載動作位置に到達する照射光９０のうち鉛直方向に最も近い照明光は、矢印９４の
位置の照射光となる。このように、バッフル５８を設けることで、吸着搭載動作位置のア
ッパーカバー４２および電子部品４４のうち、カメラ５２に近い側の一部に照射光９０が
照射されることを抑制できる。これにより、図９に示すように矢印９４の照射光がアッパ
ーカバー４２で反射され、カメラ５２に入射することを抑制できる。
【００５３】
　カメラユニット３６は、カメラモジュール５１にバッフル５８を設け、第２照明部５６
で第１照明部５４から照射され吸着搭載動作位置に到達する照射光９０のうち鉛直方向に
近い側の照射光９０を遮蔽することで、照射光９０の反射光がカメラ５２に入射すること
を抑制し、カメラ５２で撮影した画像に反射光が映りこむことを抑制できる。これにより
、カメラ５２で撮影した画像に白とび等が発生じることを抑制でき、高品質な画像を撮影
することができる。このように、電子部品実装装置１０は、カメラ５２で高品質な画像を
撮影できることで、ノズル３２の先端、ノズル３２で吸着した電子部品４４、フィーダ部
２８に載置されている電子部品４４、基板８に搭載された電子部品４４を撮影した高品質
な画像を取得することができる。したがって、電子部品実装装置１０は、搬送対象の電子
部品４４を適切に確認することができ、効率よく高い精度で電子部品４４を搭載すること
ができる。
【００５４】
　また、カメラユニット３６は、バッフル５８の第１照明部５４がカメラ５２の鉛直方向
に近い側の部分を遮蔽し、開口６４よりも狭くすることで、第１照明部５４および第２照
明部５６から照射された後、反射してカメラ５２に入射する光の少なくとも一部、具体的
にはカメラ５２の鉛直方向に近い側からカメラ５２に入射する光の一部を遮蔽する。この
ように、カメラユニット３６は、撮影対象を撮影する領域以外からの反射光がカメラ５２
に到達することを抑制することができる。これにより、カメラ５２で撮影した画像に白と
び等が発生することを抑制でき、高品質な画像を撮影することができる。
【００５５】
　また、カメラユニット３６は、光を遮蔽するバッフル５８を、カメラ５２の鉛直方向下
側に配置することで、カメラ５２の撮影領域よりも鉛直方向下側の部分に向けて照射され
る照射光９０および鉛直方向下側の部分で反射される反射光を遮蔽することができる。こ
れにより、バッフル５８は、第１照明部５４および第２照明部５６から照射され、フィー
ダ部２８のアッパーカバー４２や基板８で反射された光のうち、カメラ５２に到達しやす
い光を選択的に遮蔽することができる。これにより、カメラ５２で撮影した画像に白とび
等が発生することを抑制でき、高品質な画像を撮影することができる。また、バッフル５
８により光を選択的に遮蔽することで、吸着搭載動作位置を好適に照明することができ、
撮影画像の明るさを維持することができる。
【００５６】
　また、カメラユニット３６は、バッフル５８の第２露出部７６を第１露出部７４よりも
露出させることで、第１照明部５４から照射される照射光９０をより好適に遮蔽すること
ができ、カメラ５２の撮影領域にバッフル５８の一部が入ることを抑制することができる
。また、電子部品実装装置１０は、第２照明部５６から照射される照射光９０をバッフル
５８で遮蔽しないことで、つまり、第２照明部５６から照射される照射光９０の通過する
領域にはバッフル５８を配置しないことで、反射光がカメラ５２に到達しにくい照射光９
０で吸着搭載動作位置を照明することができる。これにより、カメラ５２で高品質な画像
を撮影することができる。
【００５７】
　また、カメラユニット３６は、バッフル５８の第１面７２の第１照明部５４側の端部で
あり、かつ、第２面７３のノズル３２側の端部に、第２面７３の端辺７７よりも第１照明
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部５４側に突出している突出部７８を設けることで、バッフル５８とカメラモジュール保
持領域６０との間に隙間ができることを抑制することができ、開口６４で第２露出部７６
よりも第１照明部５４側に光が漏れることを抑制することができる。
【００５８】
　また、カメラモジュール５１は、ＹＺ平面において吸着搭載動作位置に対して斜め上と
なりかつＹ軸方向に対して所定角度傾斜した位置にカメラ５２を配置している。これによ
り、吸着搭載動作位置にある電子部品４４をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸のいずれの方向からも斜め
から撮影することができ、電子部品４４の三次元形状をより好適に判定することができ、
電子部品４４の垂直軸線を中心とする水平方向の回転角度および上下方向の傾き角度をよ
り簡単に認識することができる。
【００５９】
　また、カメラユニット３６は、カメラ５２の側面のそれぞれに照明部を配置することで
、撮影領域に影ができることを抑制し、高品質な画像を撮影することができる。また、電
子部品実装装置１０は、２つの照明部のうち、よりノズル３２の吸着搭載動作位置に近い
第１照明部５４から照射される照射光９０をバッフル５８で遮蔽することで、照射光９０
の反射光がよりカメラ５２に到達しやすい照明部の照射光９０を選択的に遮蔽することが
できる。
【００６０】
　なお、カメラユニット３６は、上述した各種効果を得る事ができるため、バッフル５８
を図５に示す形状とすることが好ましいがこれには限定されない。例えばバッフルは、開
口６４に対する露出部の露出量がカメラ５２に対応する領域と、第１照明部５４に対応す
る領域とで同一となる形状としてもよい。この場合、カメラ５２に入射する光の量は低減
し、画像が暗くなる可能性はあるが上記と同様の効果を得ることができる。また、バッフ
ルは、開口に対する露出部を第１照明部５４に対応する領域のみに設けた形状としてもよ
い。この場合、第１照明部５４から照射され吸着搭載動作位置に到達する照射光９０のう
ち鉛直方向に近い側の照射光を遮蔽することで、照射光９０の反射光がカメラ５２に入射
することを抑制することができ、高品質な画像を撮影することができる。バッフルは、開
口６４に対する露出部の露出量がカメラ５２に対応する領域と、第１照明部５４に対応す
る領域とで同一となる形状としてもよい。この場合、カメラ５２に入射する光の量は低減
し、画像が暗くなる可能性はあるが上記と同様の効果を得ることができる。バッフルは、
開口６４に対する露出部を第１照明部５４に対応する領域のみに設けた形状としもよい。
この場合、第１照明部５４から照射され吸着搭載動作位置に到達する照射光９０のうち鉛
直方向に近い側の照射光９０を遮蔽することで、照射光９０の反射光がカメラ５２に入射
することを抑制することができ、高品質な画像を撮影することができる。バッフルは、第
１照明部５４の端部から第２照明部５６の端部まである露出部を設け、第１照明部５４、
カメラ５２、第２照明部５６の鉛直方向側の一部の領域を塞ぐ形状となる形状としてもよ
い。この場合、カメラ５２に入射する光の量はバッフルより低減し、画像が暗くなる可能
性はあるが上記と同様の効果を得ることができる。
【００６１】
　なお、バッフルの形状は、上記実施形態にも限定されず、第１照明部５４およびカメラ
５２の少なくとも一方の鉛直方向側の領域を塞ぐ形状であればよい。例えば、バッフルは
、Ｌ字形状に限定されず、第１照明部５４、カメラ５２および第２照明部５６の配列方向
が長手方向となる細長い板形状としてもよい。また、バッフルは、第１照明部５４および
カメラ５２の少なくとも一方の鉛直方向側の領域を塞ぐ量が第２照明部５６の鉛直方向側
の領域を塞ぐ量よりも大きい形状とすることが好ましい。これにより、吸着搭載動作位置
に到達する光の量の低減を抑制しつつ、反射光がカメラ５２に入射することを抑制でき、
高品質な画像を撮影することができる。
【００６２】
　また、上記実施形態では、より好適な画像が撮影できるため、第１照明部５４とノズル
３２と結んだ線がＹ軸方向と平行となる関係としたがこれには限定されない。カメラモジ
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ュール５１は、第１照明部５４が、カメラ５２よりもノズル３２に近い位置に配置されて
いればよい。
【００６３】
　また、上記実施形態では、バッフル５８をカメラモジュール５１毎に別々に設けたがこ
れに限定されない。電子部品実装装置１０およびカメラユニット３６は、複数のバッフル
を一体で成形し、複数のカメラモジュール５１に対し１つのバッフルを設けてもよい。例
えば、本実施形態のバッフル５８を繋げて、１つのバッフルとしてもよい。このように、
複数のバッフルを一体で成形することで、部品の点数を減らすことができ、カメラモジュ
ール間で、バッフルの相対位置のずれが生じることを抑制できる。
【００６４】
　また、カメラユニット３６は、バッフル５８を移動させる移動機構を備えることも好ま
しい。つまり、使用用途等に応じて、バッフル５８の位置を調整し、開口６４への露出量
、つまりバッフル５８が遮蔽する照射光９０、反射光の量を調整する移動機構を備えるこ
とも好ましい。なお、バッフル５８の移動機構としては、ラックアンドピニオン機構や、
リニアモータにより、一方向にバッフル５８を移動させる機構を用いることができる。電
子部品実装装置１０は、バッフル５８の位置を調整可能にすることで、画像の品質が低下
しない使用状況の場合、バッフル５８の露出量を少なくしより多くの光で撮影対象を撮影
し、白とび等が発生する恐れがある使用状況の場合、バッフル５８の露出量を多くし、反
射光がカメラ５２に到達することを抑制して撮影対象を撮影することができる。これによ
り、使用状況により適した条件で画像を撮影することができ、より高品質な画像を撮影す
ることができる。
【００６５】
　次に、図２に戻り、電子部品実装装置１０の装置構成の制御機能について説明する。電
子部品実装装置１０は、図２に示すように、制御機能として、ヘッド制御部２１０と、制
御部２１２と、撮像制御部２２０と、部品供給制御部２２２と、を有する。各種制御部は
、それぞれ、ＣＰＵ、ＲＯＭやＲＡＭ等の演算処理機能と記憶機能とを備える部材で構成
される。また、本実施形態では、説明の都合で複数の制御部としたが、１つの制御部とし
てもよい。また、電子部品実装装置１０の制御機能を１つの制御部とした場合、１つの演
算装置で実現しても複数の演算装置で実現してもよい。
【００６６】
　ヘッド制御部２１０は、ノズル駆動部３４、ヘッド支持体３１に配置された各種センサ
および制御部２１２に接続されており、ノズル駆動部３４を制御し、ノズル３２の動作を
制御する。ヘッド制御部２１０は、制御部２１２から供給される操作指示および各種セン
サ（例えば、距離センサ）の検出結果に基づいて、ノズル３２の電子部品の吸着／開放動
作、各ノズル３２の回動動作、Ｚ軸方向の移動動作を制御する。
【００６７】
　制御部２１２は、電子部品実装装置１０の各部と接続されており、入力された操作信号
や、電子部品実装装置１０の各部で検出された情報に基づいて、記憶されているプログラ
ムを実行し、各部の動作を制御する。制御部２１２は、例えば、基板８の搬送動作、ＸＹ
移動機構１６によるヘッド１５の駆動動作、カメラユニット３６の撮影条件等を制御する
。また、制御部２１２は、上述したようにヘッド制御部２１０に各種指示を送り、ヘッド
制御部２１０による制御動作も制御する。制御部２１２は、撮像制御部２２０や部品供給
制御部２２２による制御動作も制御する。
【００６８】
　制御部２１２は、取得した各種情報からカメラ５２での撮影に必要な各種情報を取得し
、カメラ５２の撮影条件を決定する。なお、撮影条件とは、撮影タイミング、具体的には
、撮影を行うノズル３２の位置や、カメラ５２の露出や倍率等の条件である。制御部２１
２は、決定した撮影条件を撮像制御部２２０に送る。また、制御部２１２は、カメラ５２
で取得し撮像制御部２２０から送られる画像データを解析する。なお、制御部２１２は、
第１照明部５４および第２照明部５６の動作も制御する。具体的には、制御部２１２は、
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第１照明部５４および第２照明部５６に供給する電圧値、電流値を制御し、第１照明部５
４および第２照明部５６から照射する照射光の光量や、発光させるか否かを制御する。な
お、制御部２１２は、カメラユニット３６の動作を制御する制御部を別途設けてもよい。
【００６９】
　撮像制御部２２０は、カメラ５２の撮影動作を制御し、カメラ５２で撮影した画像のデ
ータを取得する。撮像制御部２２０は、制御部２１２から送られる指示に基づいて撮影条
件を決定し、決定した撮影条件でカメラ５２を制御し画像を取得する。なお、撮像制御部
２２０は、制御部２１２を介して、撮影対象のノズル３２を駆動するノズル駆動部３４の
Ｚ軸方向の駆動機構のエンコーダ信号を取得し、Ｚ軸方向におけるノズル３２の位置の情
報を取得することができる。撮像制御部２２０は、エンコーダ信号に基づいて取得したノ
ズル３２の位置が制御部２１２で決定された所定位置であることを検出したら、画像の撮
影および取得を行う。撮像制御部２２０は、撮影した画像のデータを制御部２１２に送る
。
【００７０】
　部品供給制御部２２２は、部品供給装置１４による電子部品４４の供給動作を制御する
。部品供給制御部２２２は、フィーダ部２８の引き出し機構４６による電子部品収容テー
プの引き出し動作（移動動作）を制御する。部品供給制御部２２２は、制御部２１２によ
る指示に基づいて引き出し機構４６により電子部品収容テープ１００を引き出させる。部
品供給制御部２２２は、引き出し機構４６による電子部品収容テープ１００の引き出し量
を調整することで、電子部品収容テープ１００の移動量を調整する。これにより、部品供
給制御部２２２は、電子部品収容テープ１００の任意の位置を吸着領域４８に露出させる
ことができる。
【００７１】
　次に、図１０および図１１を用いて電子部品収容テープ１００について説明する。図１
０は、電子部品収容テープの連結部分の概略構成を示す模式図である。図１１は、電子部
品収容テープの連結部分を拡大して示す模式図である。なお、図１０および図１１を用い
て電子部品収容テープ１００は、２つの電子部品収容テープが連結されている、つまりス
プライシングが行われている部分を示している。
【００７２】
　図１０に示す電子部品収容テープ１００は、前段電子部品収容テープ１０２と、後段電
子部品収容テープ１０４と、で構成される。また、前段電子部品収容テープ１０２と後段
電子部品収容テープ１０４とは、接続部材１１０で連結されており、接続部材１１０で接
続されている領域にマーク１１２が形成されている。
【００７３】
　前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４とは、所定の幅のテー
プであり、延在方向に一定間隔で穴１０６と格納室１０８とが形成されている。つまり、
前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４とは、複数の穴１０６が
延在方向に列状に形成され、複数の格納室１０８が延在方向に列状に形成されている。引
き出し機構４６は、電子部品収容テープ１００に形成されている複数の穴１０６に稼動子
を挿入し、つまり稼動子に穴１０６を引っ掛け当該稼動子を移動させることで電子部品収
容テープ１００を移動させる。
【００７４】
　格納室１０８は、所定の大きさの凹部であり、基本的に電子部品４４が取り外し可能な
状態で格納されている。格納室１０８に格納された電子部品４４は、電子部品実装装置１
０の部品搭載動作時にノズル３２により吸着され、搬送されることで、格納室１０８から
移動される。ノズル３２によって電子部品４４が搬送された格納室１０８は、空の状態と
なる。また、前段電子部品収容テープ１０２の端部および後段電子部品収容テープ１０４
の端部の一定個数分の格納室１０８は、つまり図１０中の領域１２０内にある格納室１０
８は、当初から電子部品が格納されていない。
【００７５】
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　接続部材１１０は、前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４と
を繋げる部材である。接続部材１１０としては、接着テープや接着剤等の粘着性の化学物
質で両者を繋げる部材や、前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０
４とを支持するステープラー（Stapler）によって両者に連結された部材を用いることが
できる。
【００７６】
　マーク１１２は、スプライシングを示す印であり、図１０及び図１１に示すように、
前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４との境界を含む領域に形
成されている。具体的には、前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１
０４との境界を含む領域を中心として前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容
テープ１０４との延在方向に伸びた棒形状である。マーク１１２は、前段電子部品収容テ
ープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４とは異なる色で形成されている。マーク１１
２を前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４とに形成する方法に
は、種々の方法を用いることができる。例えば、ペン等の文房具を用いて前段電子部品収
容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４とに書いてマーク１１２を形成しても、
前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４とに棒形状の部材を貼り
付けてマーク１１２を形成してもよい。
【００７７】
　電子部品実装装置１０は、電子部品収容テープ１００に保持される電子部品４４を吸着
する動作を実行する前に、カメラユニット３６で吸着領域４８にある電子部品収容テープ
１００の画像を撮影する。電子部品実装装置１０は、撮影した画像にマーク１１２が含ま
れているか否かを検出することで、吸着領域４８にある部分が前段電子部品収容テープ１
０２と後段電子部品収容テープ１０４との境界であるか、つまりスプライシング部分であ
るか否かを検出することができる。電子部品実装装置１０の動作については後述する。
【００７８】
　マーク１１２は、前段電子部品収容テープ１０２、後段電子部品収容テープ１０４、電
子部品４４やアッパーカバー等の撮影画像に含まれる他の部材と識別できる色や大きさで
あればよく、種々の形状、色、大きさとすることができる。
【００７９】
　図１２および図１３は、それぞれ電子部品収容テープの連結部分の他の例の概略構成を
示す模式図である。ここで、上記実施形態では、スプライシングを示す印としてマーク１
１２を用いたがこれに限定されない。スプライシングを示す印は、カメラユニット３６で
撮影し、識別可能な種々の印を用いることができる。図１２に示す電子部品収容テープ１
３０は、前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４との境界となる
後段電子部品収容テープ１０４の端部に切り欠き１３２が形成されている。電子部品収容
テープ１３０は、切り欠き１３２がスプライシングを示す印となる。このように、スプラ
イシングを示す印には、前段電子部品収容テープ１０２および後段電子部品収容テープ１
０４の少なくとも一方に形成した切り欠きを用いることもできる。
【００８０】
　また、スプライシングを示す印は、２つの電子部品収容テープの境界（連結部）を撮影
する際に１つの画像として収まる位置に形成されていればよく、２つの電子部品収容テー
プの境界（連結部）を含む位置以外に形成してもよい。つまりスプライシングを示す印の
２つの電子部品収容テープの境界（連結部）を含まない位置に形成してもよい。図１３に
示す電子部品収容テープ１４０は、前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テ
ープ１０４との境界に接していない後段電子部品収容テープ１０４に切り欠き１４２が形
成されている。電子部品収容テープ１４０は、切り欠き１４２がスプライシングを示す印
となる。このように、前段電子部品収容テープ１０２と後段電子部品収容テープ１０４と
の境界に接していない位置に形成した切り欠きもスプライシングを示す印として用いるこ
とができる。なお、図１３の電子部品収容テープ１４０は、切り欠きとしたがマークの場
合も同様である。
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【００８１】
　図１４は、電子部品実装装置の動作の一例を示すフローチャートである。図１５および
図１６は、電子部品収容テープの格納室に格納された電子部品の一例を示す模式図である
。以下、図１４から図１６を用いて電子部品実装装置１０の動作、具体的には、ヘッド本
体３０が、部品供給装置１４が保持している電子部品４４を吸着する際の動作について説
明する。ここで、電子部品実装装置１０は、ヘッド本体３０を部品供給装置１４の近傍に
移動させ、部品供給装置１４の吸着領域４８に露出した格納室１０８から電子部品４４を
ノズル３２で吸着する動作を実行する前に実行される。また、図１４に示す処理は、制御
部２１２が各部の動作を制御することで実行される。
【００８２】
　制御部２１２は、ヘッド本体３０を部品供給装置１４の近傍に移動させ、フィーダ部２
８のうち、吸着する対象の電子部品４４を保持する電子部品収容テープ１００が露出して
いる吸着領域４８を撮影可能な位置に移動させたら、ステップＳ１２として、カメラユニ
ット３６で部品吸着前テープを撮影する。つまり、制御部２１２は、電子部品収容テープ
１００が露出している吸着領域４８の画像を撮影する。
【００８３】
　制御部２１２は、ステップ１２で画像を撮影したら、撮影した画像を解析開始し、ステ
ップＳ１４として部品があるかを判定する。具体的には、制御部２１２は、撮影した画像
を解析して、吸着領域４８にある電子部品収容テープ１００の格納室１０８に電子部品４
４が格納されているかを判定する。制御部２１２は、ステップＳ１４で部品がある（Ｙｅ
ｓ）と判定した場合、ステップＳ１６に進み、部品がない（Ｎｏ）と判定した場合、ステ
ップＳ３０に進む。
【００８４】
　制御部２１２は、ステップＳ１４で部品がある（Ｙｅｓ）と判定した場合、ステップＳ
１６として、部品が反転しているか、つまり電子部品４４が表向きか裏向きかを判定する
。具体的には、制御部２１２は、撮影した画像を解析して、格納室１０８に格納されてい
る電子部品４４が図１５に示す電子部品２５０のように吸着面２５２が露出している状態
であるか、図１６に示す電子部品２６０のように搭載時に基板８と接する接着面２６２が
露出している状態であるかを判定する。なお、本実施形態では、図１５に示す電子部品２
５０のように吸着面２５２が露出している状態、つまり正しい向きで格納室１０８に格納
されている状態を表向き、図１６に示す電子部品２６０のように接着面２６２が露出して
いる状態、つまり正しくない向き（正しい向きから反転している向き）で格納室１０８に
格納されている状態を裏向きとする。なお、反転している場合以外の正しくない向きも裏
向きであり反転していると判定してもよい。
【００８５】
　制御部２１２は、ステップＳ１６で部品が反転していない（Ｎｏ）、つまり電子部品４
４が表向きであると判定した場合、ステップＳ１８として実装処理を実行する。ここで、
実装処理とは、当該電子部品４４を基板８に実装する処理である。具体的には、制御部２
１２は、格納室１０８に格納された電子部品４４（ステップＳ１２で撮影した電子部品４
４）をノズル３２で吸着した後、ノズル３２を上昇させる。その後、制御部２１２は、ヘ
ッド本体３０を移動させて、ノズル３２を基板８の当該電子部品４４を実装する位置と対
面させ、ノズル３２を降下させてノズル３２から電子部品４４を切り離すことで、当該電
子部品４４を基板８上に実装する。制御部２１２は、実装処理を実行したら、本処理を終
了する。
【００８６】
　制御部２１２は、ステップＳ１６で部品が反転している（Ｙｅｓ）、つまり電子部品４
４が裏向きであると判定した場合、ステップＳ２０として部品廃棄処理を実行する。ここ
で、部品廃棄処理とは、格納室１０８で裏向きとなっている電子部品４４を廃棄する処理
である。制御部２１２は、格納室１０８に格納された電子部品４４（ステップＳ１２で撮
影した電子部品４４）をノズル３２で吸着した後、ノズル３２を上昇させる。その後、制
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御部２１２は、ヘッド本体３０を移動させて、ノズル３２を廃棄する電子部品４４を回収
する領域と対面させ、ノズル３２から電子部品４４を切り離すことで、当該電子部品４４
を廃棄する。制御部２１２は、ステップＳ２０で部品廃棄処理を実行したら、ステップＳ
２２としてテープ送り処理を実行する。ここで、テープ送り処理とは、引き出し機構４６
により電子部品収容テープ１００を移動させ、吸着領域４８に露出している格納室１０８
を１つ分移動させる処理である。なお、引き出し機構４６は、電子部品収容テープ１００
を電子部品収容テープ１００のうち吸着領域４８を通過していない側の格納室１０８を吸
着領域４８に露出させるように移動させる。つまり、引き出し機構４８は、電子部品収容
テープ１００を一方向に移動させ、列状に配置された格納室１０８を順番に吸着領域４８
に露出させる。制御部２１２は、ステップＳ２２の処理を実行したら、ステップＳ１２に
進む。
【００８７】
　また、制御部２１２は、ステップＳ１４でＮｏと判定した場合、ステップＳ３０として
マークありかを判定する。具体的には、制御部２１２は、ステップＳ１２で撮影した画像
にマーク１１２が含まれているかを判定する。制御部２１２は、ステップＳ３０でマーク
あり（Ｙｅｓ）と判定した場合、ステップＳ３２として、ロットデータを変更する。つま
り、制御部２１２は、２つの電子部品収容テープの接続部分（境界）に形成されたマーク
１１２を検出した場合、電子部品収容テープが切り換り、吸着領域４８を通過する電子部
品収容テープが新たなロットの電子部品収容テープとなったと判定し、ステップＳ３２で
当該吸着領域４８で吸着する電子部品４４に対応付ける電子部品収容テープの情報を変更
する。ロットデータは、電子部品収容テープのバーコードの情報を読み取ったり、オペレ
ータによって入力された情報を検出したりすることで取得することができる。なお、制御
部２１２は、ロットデータの変更とともに、新たなロットの電子部品収容テープが吸着領
域４８を通過する位置等を検出し、各動作の微調整を行ってもよい。
【００８８】
　制御部２１２は、ステップＳ３２でロットデータを変更したら、ステップＳ３２として
設定回数分のテープ送り処理を実行する。つまり、制御部２１２は、電子部品収容テープ
１００を、ステップＳ２２のテープ送り処理の複数回数分に相当する距離、格納室１０８
が設定した個数分、吸着領域４８を通過する距離、移動させる。ここで、設定した個数分
とは、電子部品収容テープの端部の予め空室となっている格納室１０８の個数である。つ
まり、制御部２１２は、新たなロットの電子部品収容テープの端部にある空室の格納室１
０８に対応する距離、電子部品収容テープを移動させ、新たなロットの電子部品収容テー
プの電子部品４４が格納されている格納室１０８を吸着領域４８に露出させる。制御部２
１２は、ステップＳ３４の処理を行ったら、ステップＳ１２に進む。
【００８９】
　また、制御部２１２は、ステップＳ３０でマークなし（Ｎｏ）と判定した場合、ステッ
プＳ３６として、空送り回数カウンタをカウントアップさせる。空送り回数カウンタとは
、格納室１０８が連続して空室であった回数を計測するカウンタである。なお、空送り回
数カウンタは、本処理が終了するたびにリセットされる。
【００９０】
　制御部２１２は、ステップＳ３６でカウントアップを行ったら、ステップＳ３８として
、カウンタがＮ１回以上であるかを判定する。ここで、Ｎ１回とは、電子部品収容テープ
の端部の予め空室となっている格納室１０８の数または、それ以下の数である。制御部２
１２は、ステップＳ３８でカウンタがＮ１回以上ではない（Ｎｏ）、つまりＮ１未満であ
ると判定した場合、ステップＳ２２に進み、上述した処理を実行する。
【００９１】
　制御部２１２は、ステップＳ３８でカウンタがＮ１回以上である（Ｙｅｓ）と判定した
場合、ステップＳ４０としてマーク警戒モードとする。なお、マーク警戒モードとは、ス
テップＳ３０の処理を実行する場合より高い精度で実行するモードである。これにより、
制御部２１２は、空室が所定の回数連続し、マークを含む可能性が高い画像をより詳細に
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解析することができる。制御部２１２は、ステップＳ４０でモードを設定したら、ステッ
プＳ４２として、カウンタがＮ２回以上であるかを判定する。ここで、Ｎ２回とは、電子
部品収容テープの端部の予め空室となっている格納室１０８の個数よりも多い数である。
制御部２１２は、ステップＳ４２でカウンタがＮ２回以上ではない（Ｎｏ）、つまりＮ２

未満であると判定した場合、ステップＳ２２に進み、上述した処理を実行する。
【００９２】
　制御部２１２は、ステップＳ４２でカウンタがＮ２回以上である（Ｙｅｓ）と判定した
場合、ステップＳ４４としてエラー処理を実行する。ここで、ステップＳ４４のエラー処
理とは、対象の電子部品収容テープで異常が発生していることをオペレータに通知する処
理である。制御部２１２は、ステップＳ４４の処理を行ったら本処理を終了する。
【００９３】
　電子部品実装装置１０は、以上のように、ヘッド本体３０に一体に設けたカメラユニッ
ト３６で吸着領域４８に露出している部分がスプライシングされた部分であるかを判定す
ることで、電子部品収容テープが切り換った否かを好適に検出することができる。また、
電子部品実装装置１０は、スプライシングされた部分であるかの判定に用いる吸着領域４
８の画像をヘッド本体３０に一体に設けたカメラユニット３６で撮影することで、近い距
離で電子部品収容テープを撮影することができ、詳細な画像を取得することができる。ま
た、他の各種用途にも用いるカメラユニット３６の機能で、スプライシングされた部分で
あるかの検出機能を実現することができるため装置構成を簡単にすることができる。具体
的には、電子部品収容テープの結合部の検出のみに使用するセンサや、制御プログラム以
外の専用の装置、機構を設ける必要が無いため、部品点数の増加や装置の大型化を防ぐこ
とができる。これにより、電子部品実装装置１０は、電子部品収容テープと電子部品収容
テープとの結合部を適切に検出することができ、効率よく高い精度で電子部品を搭載する
ことができるという効果を奏する。
【００９４】
　また、電子部品実装装置１０は、格納室１０８に電子部品４４があるかを判定し、格納
室１０８が空室である場合、電子部品収容テープ１００の送り出し指令を出してテープ送
り処理を行い、再度、格納室１０８に電子部品４４があるかを判定することを繰り返すこ
とで、ノズル３２が電子部品４４を吸着せずに処理が進むことを防止できる。また、本実
施形態のように、画像に基づいて電子部品４４があるかを判定することで、画像の撮像、
解析および電子部品収容テープの送り処理を行うだけでよく、ノズルの吸着動作を行う必
要が無なくなり、ヘッド本体３０の無駄な動作を省くことができる。
【００９５】
　また、電子部品実装装置１０は、撮影した画像に基づいてスプライシングされた部分で
あるか否かを判定することで、例えば電源投入時、電子部品収容テープのスプライシング
された部分が吸着領域にあった場合でもスプライシングされた部分を検出することができ
る。
【００９６】
　また、電子部品実装装置１０は、画像にスプライシングを示す印があるかに基づいてス
プライシングされた部分であるかを判定することで、スプライシングされた部分にある目
印を用いて判定を行うことができ、より高い精度でスプライシングされた部分を検出する
ことができる。これにより、スプライシングされた部分の検出漏れを抑制することができ
る。なお、電子部品実装装置１０は、検出精度を高くできるため、画像にスプライシング
を示す印があるかに基づいてスプライシングされた部分であるかを判定することが好まし
いがこれに限定されない。電子部品実装装置１０は、カメラユニット３６により撮影した
吸着領域の画像に基づいてスプライシングされた部分であるかを判定すればよく、例えば
境界の有無や、接続部材の有無等に基づいて判定してもよい。
【００９７】
　ここで、上述したように、電子部品収容テープの接続部である端部は、所定の個数の格
納室が空室となっている。このため、基本的にスプライシングされた部分が吸着領域４８



(20) JP 5715881 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

に露出される前には、格納室が空室の状態が一定回数連続する。この特性を用い、電子部
品実装装置１０は、本実施形態のように、格納室が空室の状態が一定回数連続した場合、
マーク警戒モードとし、より高い精度でマークの検出を行うことで、より高い精度でスプ
ライシングされた部分を検出することができる。これにより、スプライシングされた部分
の検出漏れを抑制することができる。また、格納室が空室の状態が一定回数連続していな
い場合は、マーク警戒モードとしないことで、つまり空室の検出状態によって検出の精度
を切り換えることで、全体の処理量を低減することができる。
【００９８】
　また、電子部品実装装置１０は、格納室が空室の状態が一定回数連続しかつスプライシ
ングを示す印を検出した場合、スプライシングされた部分であると判定するようにしても
よい。格納室が空室の状態が一定回数連続することとスプライシングを示す印を検出する
ことの２つの条件を組み合わせることで、高い精度でスプライシングされた部分を検出す
ることができる。具体的には、スプライシングを示す印として電子部品収容テープ上に付
いた傷などを検出してしまう誤検出の恐れを低減することができる。
【００９９】
　また、格納室が空室の状態が一定回数連続することとスプライシングを示す印を検出す
ることの２つの条件を組み合わせる場合、電子部品実装装置１０は、マーク警戒モードの
場合のみ、つまり格納室が空室の状態が一定回数連続した場合のみ、スプライシングを示
す印の検出処理を行うようにしてもよい。これにより、処理量を低減することができる。
なお、上述したようにスプライシングされた部分は、格納室が一定回数連続して空室とな
る部分に隣接している。このため、電子部品実装装置１０は、マーク警戒モードの場合の
み、つまり格納室が空室の状態が一定回数連続した場合のみ、スプライシングを示す印の
検出処理を行うようにしても、スプライシングされた部分の検出漏れが増加することを抑
制することができる。
【０１００】
　電子部品実装装置１０は、２つの電子部品収容テープをスプライシングする際に、電子
部品収容テープの後端部および先端部に設ける格納室の空室の連続個数をあらかじめ決め
ておけば、さらに確実に電子部品収容テープの結合部を検出することが可能である。
【０１０１】
　また、電子部品実装装置１０は、一定回数以上空室が連続した場合、エラー処理を行う
ことで、部品切れ等が起きていることをオペレータに通知することができる。また、電子
部品実装装置１０は、画像に基づいてスプライシングされた部分であるかを判定すること
で、一定回数以上空室が連続した場合にそれがスプライシングによるものなのか、部品切
れが起きているのかを高い精度で判別することができる。
【０１０２】
　電子部品実装装置１０は、ステップＳ３２で説明したように、スプライシングされた部
分であると判定し、電子部品収容テープが切り換えられたと判定した場合、電子部品収容
テープの格納室の位置を画像により解析し、電子部品の吸着時のピックポジションを自動
で補正することが好ましい。一般的なスプライシング方式は手作業によるテープの繋ぎ合
わせのため、後段電子部品収容テープの先端部と前段電子部品収容テープの終端部との接
続部分においてピッチ誤差（格納室の間隔に誤差）を生じてしまう場合があるが、補正す
ることで電子部品を適切に吸着することができる。
【０１０３】
　電子部品実装装置１０は、撮影した画像に基づいて電子部品が反転しているかを検出す
ることで電子部品の状態をより適切に検出することができる。また、電子部品実装装置１
０は、電子部品が反転している（正しい姿勢ではない）と判定した場合、当該電子部品を
廃棄することで、正しい姿勢ではない電子部品が基板に実装されることを抑制できる。本
実施形態では、電子部品が反転していると判定した場合、当該電子部品を廃棄したが、こ
れに限定されず、アラーム等で反転していることを通知してもよいし、搭載動作を一時停
止させてもよい。電子部品実装装置１０は、実装する電子部品の種類に応じて電子部品が
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反転しているかの判定を行うかを切り換えてもよい。例えば、チップコンデンサの場合は
、両面で実装することができるため判定を行わず、チップ抵抗の場合は、表面印字の有無
により、表裏反転の検出を行うようにしてもよい。
【０１０４】
　また、電子部品実装装置１０は、画像に基づいて、電子部品と良品画像（ゴールデンイ
メージ）との比較を行い、部品状態の識別を行うことが好ましい。また、電子部品実装装
置１０は、部品状態に基づいて、電子機器の向きの判定と同様の処理を行ってもよい。例
えば部品状態が適正な場合はそのまま実装し、部品状態が不良な場合は廃棄するようにし
てもよい。
【０１０５】
　電子部品実装装置１０は、吸着領域を撮影した画像の撮影状態に基づいて、第１照明部
および第２照明部による照明の明るさを調整することが好ましい。例えば格納室１０８に
格納されている電子部品の識別に失敗した場合、照明の明るさを調整し、再度画像を撮影
し解析を行うようにしてもよい。なお、照明の明るさは、例えば７段階で調整するように
してもよい。
【０１０６】
　電子部品実装装置１０は、電子部品収容テープの材質等、電子部品収容テープの条件に
応じて第１照明部および第２照明部による照明の明るさを調整することが好ましい。なお
、電子部品収容テープの条件は、オペレータの入力や電子部品収容テープに対応付けられ
た情報の取得、画像の解析等により検出することができる。なお、電子部品実装装置１０
は、スプライシングされた部分を検出し電子部品収容テープが切り換ったと判定した場合
、電子部品収容テープの条件に応じて第１照明部および第２照明部による照明の明るさを
調整する。電子部品収容テープの材質としては、紙テープ、エンボステープ、黒エンボス
テープなどがある。なお、照明の明るさは、例えば７段階で調整するようにしてもよく、
電子部品収容テープの材質に応じて各段階を設定（例えば、紙テープは４段階、エンボス
テープは５段階、それ以外は、６段階など）してもよい。
【０１０７】
　電子部品実装装置１０は、基板８に実装した電子部品４４と、当該電子部品４４を保持
していた電子部品収容テープ１００との関係を記憶することが好ましい。なお、電子部品
には、さらに、部品名、部品番号、搭載座標、部品サイズ、搭載ヘッド、搭載ノズル、フ
ィーダ番号、搭載時刻などの搭載に関する情報も対応付けて記憶することが好ましい。
これにより、基板に実装した電子部品４４がどの電子部品収容テープに格納されていたか
を任意の時点で知ることができる。これにより、基板に搭載した電子部品に対するより情
報の多いトレーザビリティシステムとすることができ、基板に搭載した電子部品に問題が
発生した場合に原因をより正確に追跡することが可能となる。例えば、１つの基板に搭載
された電子部品で問題が生じた場合、当該電子部品と同一の電子部品収容テープに保持さ
れた電子部品がどの基板に搭載されているかを検出することができ、必要に応じて検査、
交換を行うことができる。また、どの基板で検査、交換が必要かを高い精度で特定するこ
とができる。
【０１０８】
　また、電子部品実装装置１０は、電子部品収容テープが切り換ったと判定した場合、基
板に実装した電子部品に対応付ける電子部品収容テープの情報を更新する、つまり変更し
たロットデータに基づいて各種情報を更新することが好ましい。このように、電子部品収
容テープの切り換えに応じて、電子部品収容テープの情報を更新することで、スプライシ
ングを行っている場合でも、対応付ける電子部品収容テープの情報を正確に管理すること
ができる。
【０１０９】
　また、実装した電子部品４４に対しては、カメラユニット３６によって撮影した電子部
品を撮影した吸着前後の画像、基板への搭載前後の画像も対応付けて記憶することが好ま
しい。なお、対応付ける画像はいずれか１つでも全部でもよい。また、吸着前後の画像、
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基板への搭載前後の画像の全てを撮影しなくてもよい。撮影した電子部品の画像を対応付
けておくことで、基板に搭載した電子部品に対するより情報の多いトレーザビリティシス
テムとすることができ、基板に搭載した電子部品に問題が発生した場合に原因をより正確
に追跡することが可能となる。
【０１１０】
　電子部品実装装置１０は、図１４に示す処理動作で、カメラユニット３６で撮影した吸
着領域の画像を解析し、電子部品４４があるかを判定したが、これに限定されない。電子
部品実装装置１０は、電子部品４４があるかの判定は、ノズル３２による吸着動作で判定
してもよい。つまり、電子部品実装装置１０は、電子部品４４が吸着可能な位置までノズ
ル３２を移動させて、実際にノズル３２で吸着動作を行い、電子部品４４を吸着できたか
否かで判定することもできる。なお、電子部品４４を吸着できたか否かの判定は、ノズル
３２の吸引圧力やノズル３２の空気の吸引量が変化したかで判定することができる。また
、両者を組み合わせて、格納室が空室であることが検出されていない、空送りカウンタが
０の場合、吸着動作で電子部品の有無を判定し、直近で格納室が空室であることが検出さ
れている（空送りカウンタが１以上の）場合、カメラユニット３６で撮影した吸着領域の
画像を解析し、電子部品４４があるかを判定してもよい。
【０１１１】
　また、電子部品実装装置１０は、直近で格納室が空室であることが検出されている（空
送りカウンタが１以上の）場合のみ、スプライシングされた部分であるかを判定してもよ
い。上述したように、電子部品収容テープは基本的に端部の一定数の格納室を空室として
いる。このため、直近で格納室が空室であることが検出されている（空送りカウンタが１
以上の）場合のみ、スプライシングされた部分であるかを判定しても、スプライシングさ
れた部分の検出漏れは抑制できる。また、直近で格納室が空室であることが検出されてい
ない場合は、スプライシングされた部分であるかを判定しないことで、演算量を低減する
ことができ、処理量を軽減することができる。また、上述したように、格納室が空室であ
ることが検出されていない（空送りカウンタが０の）場合、吸着動作で電子部品の有無を
判定し、直近で格納室が空室であることが検出されている（空送りカウンタが１以上の）
場合、カメラユニット３６で撮影した吸着領域の画像を解析し、電子部品４４があるかを
判定することと組み合わせることで、電子部品が反転しているかの判定はできなくなるが
、格納室が空室であることが検出されていない（空送りカウンタが０の）場合に画像の撮
影および解析を行わなくても同様の処理動作が実行できる。これにより、処理量を低減す
ることができる。
【０１１２】
　電子部品実装装置１０は、図１４に示す処理動作で、カメラユニット３６で撮影した吸
着領域の画像を解析し、電子部品４４があるか、電子部品４４が正しい向きか、スプライ
シングされた部分であるかを判定したがこれに限定されない。電子部品実装装置１０は、
カメラユニット３６で撮影した吸着領域の画像を解析し、スプライシングされた部分であ
るかの判定のみを行うようにしてもよい。電子部品実装装置１０は、スプライシングされ
た部分であるかの判定を行うことで、電子部品収容テープが切り換わったことを適切に検
出することができる。また、電子部品実装装置１０は、カメラユニット３６で撮影した吸
着領域の画像を解析し、電子部品が正しい向きかのみを判定してもよい。
【０１１３】
　図１７は、電子部品実装装置の動作の一例を示すフローチャートである。以下、カメラ
ユニット３６で撮影した吸着領域の画像を解析し、電子部品が正しい向きかのみを判定す
る処理動作について説明する。なお、図１７に示す処理動作は、基板を搬入してから、基
板への電子部品の搭載が完了またはエラーにより終了するまでの動作である。また、図１
７に示す処理動作は、制御部２１２が各部の動作を制御することで実行される。
【０１１４】
　制御部２１２は、ステップＳ１０２として、基板を搬入する。具体的には、制御部２１
２は、電子部品を搭載する対象の基板を基板搬送部１２で所定位置まで搬送する。制御部
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２１２は、ステップＳ１０２で基板を搬入したら、ステップＳ１０４として吸着移動を行
う。ここで、吸着移動とは、ノズル３２が部品供給装置１４の吸着領域４８にある電子部
品４４と対面する位置までヘッド本体３０を移動させる処理動作である。
【０１１５】
　制御部２１２は、ステップＳ１０４で吸着移動を行ったら、ステップＳ１０６として、
ノズル３２を下降させる。つまり、制御部２１２は、電子部品４４を吸着できる位置まで
ノズル３２を下方向に移動させる。制御部２１２は、ステップＳ１０６でノズル３２を下
降させたら、ステップＳ１０８として撮像、つまり、カメラユニット３６により吸着領域
４８を撮影し、ステップＳ１１０として、撮影した吸着領域４８の画像の解析を開始する
。なお、ステップＳ１０６の処理動作は、ステップＳ１０８およびステップＳ１１０の処
理動作の後に実行してもよい。
【０１１６】
　制御部２１２は、ステップＳ１１０で解析を開始したら、ステップＳ１１２として、ノ
ズル３２で部品を吸着し、ステップＳ１１４として、ノズル３２を上昇させ、ステップＳ
１１６として、搭載移動、つまりノズル３２で吸着している電子部品を基板の搭載位置に
対向する位置まで移動させる処理動作を行い、ステップＳ１１８として、ノズル３２を下
降させ、ステップＳ１２０として部品搭載、つまりノズル３２から電子部品４４を開放す
る処理動作を行い、ステップＳ１２２として、ノズル３２を上昇させる。つまり、制御部
２１２は、ステップＳ１１２からステップＳ１２０の処理動作は、上述した実装処理を実
行する。
【０１１７】
　制御部２１２は、ステップＳ１２２でノズルを上昇させたら、ステップＳ１２４として
、部品は表向きであるかを判定する。つまり制御部２１２は、ステップＳ１１０で開始し
て画像の解析結果に基づいて、撮影した画像の電子部品が表向き（正しい向き）であった
かを判定する。
【０１１８】
　制御部２１２は、ステップＳ１２４で表向きである（Ｙｅｓ）と判定した場合、ステッ
プＳ１３２に進む。また、制御部２１２は、ステップＳ１２４で表向きではない（Ｎｏ）
つまり裏向きであると判定した場合、ステップＳ１２６としてマウンタ（電子部品実装装
置）停止設定であるかを判定する。つまり、裏向きの電子部品を基板に搭載した場合、電
子部品実装装置１０による電子部品の搭載動作（実装処理を含む各種動作）を停止する設
定であるかを判定する。なお、マウンタ停止設定がＯＮであるかＯＦＦであるかは、オペ
レータの操作で設定できる。
【０１１９】
　制御部２１２は、ステップＳ１２６でマウンタ停止設定ではない（Ｎｏ）、つまりマウ
ンタ停止設定がＯＦＦであり、電子部品実装装置１０の搭載動作を停止する設定ではない
と判定した場合、ステップＳ１２８として、異常フラグをＯＮにして、ステップＳ１３２
に進む。なお、異常フラグとは、適切ではない処理が行われたことを示す情報である。ま
た、制御部２１２は、ステップＳ１２６でマウンタ停止設定である（Ｙｅｓ）、つまりマ
ウンタ停止設定がＯＮであり、電子部品実装装置１０の搭載動作を停止する設定であると
判定した場合、ステップＳ１３０として、マウンタ（電子部品実装装置）を一時停止し、
ステップＳ１３６に進む。
【０１２０】
　また、制御部２１２は、ステップＳ１２４でＹｅｓと判定した場合またはステップＳ１
２８の処理動作を行った場合、ステップＳ１３２として全部品の搭載が完了したか、つま
り基板に搭載する予定の電子部品の実装処理が完了したかを判定する。制御部２１２は、
ステップＳ１３２で全部品の搭載が完了していない（Ｎｏ）、つまり搭載する予定の電子
部品が残っていると判定した場合、ステップＳ１０４に進み、次の電子部品を基板に搭載
する処理動作を実行する。このように制御部２１２は、基板に全部品の搭載が完了するま
で、上記処理動作を繰り返す。
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【０１２１】
　制御部２１２は、ステップＳ１３２で全部品の搭載が完了した（Ｙｅｓ）と判定した場
合、ステップＳ１３４として、正常終了かを判定する。なお、制御部２１２は、異常フラ
グがＯＮであるかに基づいて正常終了であるかを判定することができる、制御部２１２は
、ステップＳ１３４で正常終了である（Ｙｅｓ）、つまり異常フラグがＯＮではないと判
定した場合、本処理を終了する。正常終了と判定され処理が終了した基板は、全電子部品
が適切に搭載されている。また、制御部２１２は、ステップＳ１３４で正常終了ではない
（Ｎｏ）、つまり異常フラグがＯＮであると判定した場合、ステップＳ１３６に進む。制
御部２１２は、ステップＳ１３０の処理動作を実行した場合またはステップＳ１３４でＮ
ｏと判定した場合、ステップＳ１３６としてエラーメッセージ（電子部品が適切では無い
状態で搭載されていることを示す情報やステップＳ１３０の処理動作を実行している場合
マウンタを停止していることを示す情報）をモニタ等に表示させ、本処理を終了する。
【０１２２】
　電子部品実装装置１０は、図１７に示す処理動作を実行することで、電子部品の搭載状
態を適切に判定することができる。また、ヘッド本体と一体で設けたカメラユニットを用
いることで、上述したように１つのカメラユニットで種々の位置の吸着領域、電子部品収
容テープの状態を検出することができる。これにより装置の部品点数を低減することがで
きる。
【０１２３】
　電子部品実装装置１０は、図１７に示す処理動作を実行することで、電子部品の実装処
理を行っている間に画像の解析を行うことができる。これにより、画像の解析と実装処理
とを並列で処理することができ、処理待ちの時間を低減し、処理を高速化することができ
る。また、電子部品実装装置１０は、マウンタ（電子部品実装装置）停止設定をＯＦＦに
することで、次の電子部品の搭載動作を継続しつつ、電子部品の実装状態の情報を蓄積す
ることができる。また、電子部品実装装置１０は、撮影した画像を記憶しておくことで、
裏向きの電子部品の画像を後工程において確認することができる。
【０１２４】
　なお、電子部品実装装置１０は、図１７に示す処理動作においてもステップＳ１０８で
撮影した画像に基づいて、スプライシングされた部分であるかの判定を行うようにしても
よい。これにより、電子部品収容テープが切り換わったことを適切に検出することができ
る。また、撮影した画像を有効活用することができる。なお、基板に実装した電子部品と
当該電子部品を保持していた電子部品収容テープとの関係を記憶する場合、実装した後に
処理しても同様の対応関係の情報を記憶することができる。これにより、基板に実装した
電子部品の情報を後から追跡することもできる。
【０１２５】
　また、カメラユニットは、上記各種効果が得ることが出来るため、１つのカメラに対し
て２つの照明部とバッフルを設けた構成とすることが好ましいが、これに限定されない。
カメラユニットは、ヘッド本体に一体に設け、部品供給装置１４の吸着領域である吸着対
象の電子部品が格納されている格納室を含む領域の電子部品収容テープを撮影することが
できればよい。カメラユニットは、例えばバッフルを設けない構成としてもよいし、照明
部を１つとしてもよい。
【０１２６】
　また、上記実施形態では、ヘッド１５を１つ有する構成としたが、本発明はこれに限定
されず、ヘッドを複数設けてもよい。例えば、ヘッド１５を２つ設け、１つの基板に対し
て、交互に電子部品４４を搭載するようにしてもよい。このように、２つのヘッド１５で
交互に電子部品４４を搭載することで、一方のヘッドが電子部品４４を基板に搭載してい
る間に、他方のヘッドは、部品供給装置にある電子部品４４を吸着することができる。こ
れにより、基板に電子部品４４が搭載されない時間をより短くすることができ、効率よく
電子部品４４を搭載することができる。
【符号の説明】
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【０１２７】
　　８　基板
　１０　電子部品実装装置
　１２　基板搬送部
　１４　部品供給装置
　１５　ヘッド
　１６　ＸＹ移動機構
　２２　Ｘ軸駆動部
　２４　Ｙ軸駆動部
　２６　保持部
　２８　フィーダ部
　３０　ヘッド本体
　３１　ヘッド支持体
　３２　ノズル
　３４　ノズル駆動部
　３６　カメラユニット
　３８　レーザ認識装置
　４２　アッパーカバー
　４４　電子部品
　４６　引き出し機構
　５０　ブラケット
　５２　カメラ
　５４　第１照明部
　５６　第２照明部
　５８　バッフル
　６０　カメラモジュール保持領域
　６２　仕切り板
　６４　開口
　６６　ノズル用開口
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　２２２　部品供給制御部
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