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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークに導電性接合材料を介して実装部材を実装するボンディング装置であって、
　前記ワークを載置保持する第１保持テーブルと、
　前記実装部材であるチップ部品を保持する第１保持手段と、
　前記実装部材であるフィルム状またはシート状の基板を保持する第２保持手段と、
　前記第１保持手段と第２保持手段を取り付ける仮圧着ヘッドと、
　前記第１保持テーブルの載置保持されたワークに前記各実装部材を実装するとき、前記
第１保持手段と第２保持手段による各実装部材の保持タイミングを制御するタイミング制
御手段と、
　前記第１保持テーブルとヘッドとを相対的に昇降移動させる第１駆動手段と、
　前記第１駆動手段を作動させて前記第１保持テーブルと仮圧着ヘッドとを相対的に昇降
移動させ、前記第１または第２保持手段に保持された実装部材を前記ワークに押圧されて
いる状態の前記導電性接合材料を加熱してワークに仮圧着する加熱手段と、
　を備えたことを特徴とするボンディング装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のボンディング装置において、
　前記第１保持手段は、チップ部品の中央または／および幅方向に均等に吸着保持し、
　前記第２保持手段は、前記基板の複数の角部近傍を吸着保持する
　ことを特徴とするボンディング装置。
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【請求項３】
　請求項１に記載のボンディング装置おいて、
　前記第１保持手段または第２保持手段の少なくともともいずれかを昇降させる第２駆動
手段と、
　前記第１保持手段および第２保持手段に保持される両実装部材の厚みの差に応じて、前
記第２駆動手段の作動制御する駆動制御手段と、
　を備えたことを特徴とするボンディング装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のボンディング装置おいて、
　前記駆動制御手段は、前記第１保持手段および第２保持手段の両方が実装部材を保持し
た状態で第２駆動手段を作動制御し、両保持手段が実装部材を同時に前記ワークに実装す
るように構成した
　ことを特徴とするボンディング装置。
【請求項５】
　請求項１に記載のボンディング装置を備えたボンディングシステムにおいて、
　前記ワークを載置保持する第２保持テーブルと、
　前記第２保持テーブルに載置保持されたワークの所定部分に実装部材に応じた幅の異方
導電性フィルムを供給する複数の導電材料供給手段と、
　異方導電性フィルムの供給された前記ワークをボンディング装置に搬送する第１ワーク
搬送手段と、
　前記ボンディング装置に実装部材を搬送する実装部材搬送手段と、
　前記ボンディング装置によりワークに供給された異方導電性フィルムを加熱し、重合反
応を途中まで進行させて未硬化状態で実装部材をワークに実装させた後、当該ワークの異
方導電性フィルムを、さらに加熱して重合反応を終了させて実装部材をワークに固着させ
る加熱圧着手段と、
　前記ボンディング装置で実装部材の実装されたワークを前記加熱圧着手段に搬送する第
２ワーク搬送手段と、　を備えたことを特徴とするボンディングシステム。
【請求項６】
　請求項５に記載のボンディングシステムにおいて、
　前記チップ部品およびフィルム状またはシート状の両実装部材を洗浄する洗浄手段を備
えた
　ことを特徴とするボンディングシステム。
【請求項７】
　請求項６に記載のボンディングシステムにおいて、
　前記洗浄手段は、気体または超音波を付与した気体を実装部材に吹き付ける
　ことを特徴とするボンディングシステム。
【請求項８】
　ワークに導電性接合材料を介して実装部材を実装するボンディング装置であって、
　前記ワークを載置保持する第１保持テーブルと、
　前記実装部材であるフィルム状またはシート状の基板およびチップ部品の両実装部材の
実装部位を吸着保持する複数個の吸着孔の形成された保持手段と、
　前記保持手段を取り付ける仮圧着ヘッドと、
　前記保持手段に保持する実装部材の形状に応じて、当該保持手段に形成された複数個の
吸着孔の吸着作動を切換制御する制御手段と、
　前記第１保持テーブルとヘッドとを相対的に昇降移動させる第１駆動手段と、
　前記第１駆動手段を作動させて前記第１保持テーブルと仮圧着ヘッドとを相対的に昇降
移動させ、前記保持手段に保持された実装部材を前記ワークに押圧されている状態の前記
導電性接合材料を加熱して仮圧着する加熱手段と、
　を備えたことを特徴とするボンディング装置。
【請求項９】
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　請求項８に記載にボンディング装置において、
　前記保持手段によって前記基板を吸着保持したときに、前記保持手段からはみ出る部位
を吸着保持する支持手段を備えた
　ことを特徴とするボンディング装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載にボンディング装置において、
　前記支持手段は、前記基板の複数の角部近傍を吸着保持する
　ことを特徴とするボンディング装置。
【請求項１１】
　請求項９に記載にボンディング装置において、
　前記保持手段または前記支持手段の少なくともともいずれかを昇降させる第２駆動手段
と、
　前記保持手段および支持手段に保持される両実装部材の厚みの差に応じて、前記第２駆
動手段の作動制御する駆動制御手段と、
　を備えたことを特徴とするボンディング装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のボンディング装置おいて、
　前記駆動制御手段は、前記保持手段および支持手段の両方が実装部材を保持した状態で
第２駆動手段を作動制御し、保持手段が両実装部材を同時に前記ワークに実装するように
構成した
　ことを特徴とするボンディング装置。
【請求項１３】
　請求項８に記載のボンディング装置を備えたボンディングシステムにおいて、
　前記ワークを載置保持する第２保持テーブルと、
　前記第２保持テーブルに載置保持されたワークの所定部分に実装部材に応じた幅の異方
導電性フィルムを供給する複数の導電材料供給手段と、
　異方導電性フィルムの供給された前記ワークをボンディング装置に搬送する第１ワーク
搬送手段と、
　前記ボンディング装置に実装部材を搬送する実装部材搬送手段と、
　前記ボンディング装置によりワークに供給された異方導電性フィルムを加熱し、重合反
応を途中まで進行させて未硬化状態で実装部材をワークに実装させた後、当該ワークの異
方導電性フィルムを、さらに加熱して重合反応を終了させて実装部材をワークに固着させ
る加熱圧着手段と、
　前記ボンディング装置で実装部材の実装されたワークを前記加熱圧着手段に搬送する第
２ワーク搬送手段と、　を備えたことを特徴とするボンディングシステム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のボンディングシステムにおいて、
　前記チップ部品およびフィルム状またはシート状の両実装部材を洗浄する洗浄手段を備
えた
　ことを特徴とするボンディングシステム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のボンディングシステムにおいて、
　前記洗浄手段は、気体または超音波を付与した気体を実装部材に吹き付ける
　ことを特徴とするボンディングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品などのチップ部品やフィルム状の回路基板などを、ガラスや樹脂の
基板などからなるワークに実装するボンディング装置およびこれを用いたボンディングシ
ステムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来のボンディング装置は、基板保持テーブルに保持したガラスや樹脂の回路基板の所
定箇所に異方導電性フィルムなど導電性接合材料を供給し、ボンディングヘッドによって
吸着保持した電子部品であるチップ部品を当該箇所に押圧しながら異方導電性フィルムを
加熱して実装している（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、チップ部品とは異なる実装部材であるＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）を個
別のボンディング装置を利用して回路基板に実装している（例えば、特許文献２参照参照
）。
【特許文献１】特開２００３－５９９７５号公報
【特許文献２】特開２００３－６６４７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、携帯電話や携帯端末のＰＤＡ（Personal Digital Assistant）などの小型の機器
においては、液晶パネルを搭載しつつも、小型かつ軽量化が要求されている。そのため、
液晶ガラス基板には、面実装タイプの電子部品やＬＳＩ（Large Scale Integrated circu
it）、および小さい筐体内の空間利用が容易で軽量なＦＰＣとが実装されている。特に、
ＦＰＣは、湾曲させて筐体内の限られたスペースに収納させるので複雑な形状をしている
。このような複雑な形状のＦＰＣを小型の液晶ガラス基板に自動実装することが困難な状
況にある。
【０００５】
　また、小型の液晶ガラス基板は、その電極のピッチが狭くなる傾向にあり、ＬＳＩなど
のチップ部品のみならずＦＰＣの実装精度を高めることが要求されている。しかしながら
、ＦＰＣは撓みやすく取り扱いが困難であるので、手動装置にて実装するが、手動で精度
よく実装することが困難である。
【０００６】
　また、従来のように、実装部品ごとに異なるボンディング装置を利用した場合、装置間
の基板搬送過程で人が介在して基板に塵埃が付着し、品質不良が発生するといった問題も
ある。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、基板などのワークに異なる
実装部品を精度よく実装することができるボンディング装置およびこれを備えたボンディ
ングシステムを提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
　すなわち、本発明のボンディング装置は、ワークに導電性接合材料を介して実装部材を
実装するボンディング装置であって、前記ワークを載置保持する第１保持テーブルと、前
記実装部材であるチップ部品を保持する第１保持手段と、前記実装部材であるフィルム状
またはシート状の基板を保持する第２保持手段と、前記第１保持手段と第２保持手段を取
り付ける仮圧着ヘッドと、前記第１保持テーブルの載置保持されたワークに前記各実装部
材を実装するとき、前記第１保持手段と第２保持手段による各実装部材の保持タイミング
を制御するタイミング制御手段と、前記第１保持テーブルとヘッドとを相対的に昇降移動
させる第１駆動手段と、前記第１駆動手段を作動させて前記第１保持テーブルと仮圧着ヘ
ッドとを相対的に昇降移動させ、前記第１または第２保持手段に保持された実装部材を前
記ワークに押圧されている状態の前記導電性接合材料を加熱してワークに仮圧着する加熱
手段とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
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　本発明のボンディング装置によれば、ワークに実装する実装部材に応じて、ヘッドに取
り付けた第１保持手段または第２保持手段のいずれかの保持を作動させることができる。
つまり、チップ部品またはフィルム状の基板など異なる形状の実装部品を単一のヘッドで
ワークに実装することができる。なお、本発明のチップ部品としては、例えば、ＬＳＩや
電子部品などである。したがって、発明装置は、実装ずれのない高度な実装精度の要求さ
れるＬＳＩの実装が可能となるので、フィルム状の基板の実装精度の向上も図ることがで
きる。
【００１０】
　なお、第１保持手段は、チップ部品の中央または／および幅方向に均等に吸着保持し、
　第２保持手段は、前記基板の複数の角部近傍を吸着保持するよう構成することが好まし
い。
【００１１】
　この構成によれば、第１保持手段は、チップ部品のような硬質な部品を精度よく吸着保
持することができる。また、第２保持手段は、フィルム状の撓みやすい基板を平面状に保
持することができる。すなわち、チップ部品やフィルム状の基板などをワークに精度よく
実装することができる。
【００１２】
　また、本発明のボンディング装置は、第１保持手段または第２保持手段の少なくともと
もいずれかを昇降させる第２駆動手段と、第１保持手段および第２保持手段に保持される
両実装部材の厚みの差に応じて、第２駆動手段の作動制御する駆動制御手段とを備えるこ
とが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、実装部材をワークに実装する場合に、実装部材を保持している保持
手段を降下、または、実装部材を保持していない保持手段を上昇させることにより、実装
部材を保持しないいずれかの保持手段が、近隣にある部材と接触および押圧して破損させ
るのを防止することができる。
【００１４】
　また、駆動制御手段は、第１保持手段および第２保持手段の両方が実装部材を保持した
状態で第２駆動手段を作動制御し、両保持手段が実装部材を同時にワークに実装するよう
に構成してもよい。この構成によれば、作業効率の向上を図ることができる。
【００１５】
　また、本発明のボンディング装置を備えたボンディングシステムは、前記ワークを載置
保持する第２保持テーブルと、前記第２保持テーブルに載置保持されたワークの所定部分
に実装部材に応じた幅の異方導電性フィルムを供給する複数の導電材料供給手段と、異方
導電性フィルムの供給された前記ワークをボンディング装置に搬送する第１ワーク搬送手
段と、前記ボンディング装置に実装部材を搬送する実装部材搬送手段と、前記ボンディン
グ装置によりワークに供給された異方導電性フィルムを加熱し、重合反応を途中まで進行
させて未硬化状態で実装部材をワークに実装させた後、当該ワークの異方導電性フィルム
を、さらに加熱して重合反応を終了させて実装部材をワークに固着させる加熱圧着手段と
、前記ボンディング装置で実装部材の実装されたワークを前記加熱圧着手段に搬送する第
２ワーク搬送手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　すなわち、この構成によれば、ワークに異方導電性フィルムを供給してから、当該供給
箇所に実装部材を実装するまでの一連の処理を、人を介さずに行なうことができる。した
がって、搬送過程などにおいて、ワークに塵埃が付着するのを回避することができるので
、高品位のワークを得ることができる。
【００１７】
　なお、本発明のボンディングシステムは、チップ部品およびフィルム状またはシート状
の両実装部材を洗浄する洗浄手段を備えることが好ましい。この洗浄手段としては、例え
ば、気体または超音波を付与した気体を実装部材に吹き付けるよう構成があげられる。
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【００１８】
　また、本発明のボンディング装置装置は、ワークに導電性接合材料を介して実装部材を
実装するボンディング装置であって、前記ワークを載置保持する第１保持テーブルと、
　前記実装部材であるフィルム状またはシート状の基板およびチップ部品の両実装部材の
実装部位を吸着保持する複数個の吸着孔の形成された保持手段と、前記保持手段を取り付
ける仮圧着ヘッドと、前記保持手段に保持する実装部材の形状に応じて、当該保持手段に
形成された複数個の吸着孔の吸着作動を切換制御する制御手段と、前記第１保持テーブル
とヘッドとを相対的に昇降移動させる第１駆動手段と、前記第１駆動手段を作動させて前
記第１保持テーブルと仮圧着ヘッドとを相対的に昇降移動させ、前記保持手段に保持され
た実装部材を前記ワークに押圧されている状態の前記導電性接合材料を加熱して仮圧着す
る加熱手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１９】
　この構成によれば、保持手段の形成された複数個の吸着孔の作動を制御することにより
、単一の保持手段を利用してチップと基板の両方を適時に吸着保持することができる。ま
た、チップの実装精度と同じ実装精度によって基板を精度よく実装することができる。
【００２０】
　なお、本発明のボンディング装置は、さらに保持手段によって基板を吸着保持したとき
に、保持手段からはみ出る部位を吸着保持する支持手段を備えることが好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、保持手段からはみ出した基板を支持手段により吸着保持するので、
基板の撓みによる実装部位への位置ずれなどを回避することができる。
【００２２】
　また、支持手段は、基板の複数の角部近傍を吸着保持するよう構成することが好ましい
。
【００２３】
　この構成によれば、フィルム基板などを撓ますことなく平坦状態を維持したまま取り扱
うことができる。
【００２４】
　また、本発明のボンディング装置は、保持手段または支持手段の少なくともともいずれ
かを昇降させる第２駆動手段と、保持手段および支持手段に保持される両実装部材の厚み
の差に応じて、第２駆動手段の作動制御する駆動制御手段と、を備えることが好ましい。
【００２５】
　また、駆動制御手段は、保持手段および第支持手段の両方が実装部材を保持した状態で
第２駆動手段を作動制御し、保持手段が両実装部材を同時にワークに実装するように構成
することがより好ましい。
【００２６】
　また、本発明のボンディング装置を備えたボンディングシステムは、前記ワークを載置
保持する第２保持テーブルと、前記第２保持テーブルに載置保持されたワークの所定部分
に実装部材に応じた幅の異方導電性フィルムを供給する複数の導電材料供給手段と、異方
導電性フィルムの供給された前記ワークをボンディング装置に搬送する第１ワーク搬送手
段と、前記ボンディング装置に実装部材を搬送する実装部材搬送手段と、前記ボンディン
グ装置によりワークに供給された異方導電性フィルムを加熱し、重合反応を途中まで進行
させて未硬化状態で実装部材をワークに実装させた後、当該ワークの異方導電性フィルム
を、さらに加熱して重合反応を終了させて実装部材をワークに固着させる加熱圧着手段と
、前記ボンディング装置で実装部材の実装されたワークを前記加熱圧着手段に搬送する第
２ワーク搬送手段と、を備えたことを特徴とする。
【００２７】
　すなわち、この構成によれば、ワークに異方導電性フィルムを供給してから、当該供給
箇所に実装部材を実装するまでの一連の処理を、人を介さずに行なうことができる。した
がって、搬送過程などにおいて、ワークに塵埃が付着するのを回避することができるので
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、高品位のワークを得ることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明に係るにボンディング装置によれば、ワークに実装する実装部材に応じて、ヘッ
ドに取り付けた第１保持手段または第２保持手段のいずれかの保持を作動させ、チップ部
品またはフィルム状の基板など異なる形状の実装部品をワークに実装することができる。
【００２９】
　また、この発明に係るボンディングシステムによれば、ワークに異方導電性フィルムを
供給してから、当該供給箇所に実装部材を実装するまでの一連の処理を、人を介さずに行
なうことができる。すなわち、搬送過程などにおいて、ワークに塵埃が付着するのを回避
することができるので、高品位のワークを得ることができる。
【００３０】
　また、装置およびシステムが簡素化されるので、装置導入費用を抑えることができると
ともに、生産効率を上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施例に係るボンディングシステムの斜視図である。
【図２】実装部材供給ユニットの概略構成を示した斜視図である。
【図３】第１および第２実装部材移送機構の吸着部材の下面から見た図である。
【図４】基板に実装部材を実装した様子を示す図である。
【図５】仮圧着ヘッドに備わった第１および第２保持部材の下面から見た図である。
【図６】仮圧着ヘッドの概略構成を示す斜視図である。
【図７】実施例２に係る仮圧着ヘッドに備わった第１および第２保持部材の下面から見た
図である。
【図８】変形例のボンディング装置の動作を説明する図である。
【符号の説明】
【００３２】
　　１ａ…　ボンディング部位（チップ用）
　　１ｂ…　ボンディング部位（ＦＰＣ用）
　　２　…　チップ
　　４　…　ＦＰＣ
　２０　…　基板供給ユニット
　３０　…　実装部材供給ユニット
　３１Ａ…　第１実装部材移送機構
　３１Ｂ…　第２実装部材移送機構
　４０　…　導電材料供給ユニット
　５０　…　仮圧着ユニット
　５２　…　仮圧着ヘッド
　５４　…　基板保持ステージ
　５６Ａ…　第１保持部材
　５６Ｂ…　第２保持部材
　５６Ｃ…　第１保持部材
　５６Ｄ…　第２保持部材
　６０Ａ…　本圧着ユニット（チップ用）
　６０Ｂ…　本圧着ユニット（ＦＰＣ用）
　７０　…　基板収納ユニット
　９０　…　制御部
【実施例１】
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明のボンディング装置を備えたボンディングシステムの実施
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例を説明する。なお、本実施例では、チップ部品としてＬＳＩを、フィルム状の基板など
としてはＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）をワークであるガラス基板に実装する場合
を例にとって説明する。なお、チップ部品としては、その他に例えば、電子部品、ＩＣチ
ップ、半導体チップ、光素子、表面実装部品、ウエハなどの種類や大きさに関係なく、基
板と接合させる側の全ての形態を示す。なお、以下、本実施例では、ＬＳＩを単にチップ
という。
【００３４】
　また、基板としては、例えば、樹脂基板やガラス基板などチップ部品などが接合される
側の全ての形態を示す。なお、本実施例では液晶ディスプレイパネル用のガラス基板を利
用する。
【００３５】
　図１は、本実施例に係るボンディングシステムの斜視図である。
　本実施例に係るチップ実装装置は、大きく分けて、装置基台１０と、この装置基台１０
の一端側（図１では左端）に配設された基板供給ユニット２０と、装置基台１０の奥側に
配設された実装部材供給ユニット３０と、基板供給ユニット２０の隣に配設された導電材
料供給ユニット４０と、その隣に配設された仮圧着ユニット５０と、さらにその隣に配設
された本圧着ユニット６０Ａ、６０Ｂと、装置基台１０の他端側（図１では右端）に配設
された基板収納ユニット７０と、装置基台１０の手前側に配設された４つの基板搬送機構
８０Ａ～８０Ｄとから構成されている。なお、実装部材供給ユニット３０は、本発明の実
装部材搬送手段に相当し、導電材料供給ユニット４０は導電材料供給手段に相当し、本圧
着ユニット６０Ａ、６０Ｂは加熱圧着手段に相当する。
【００３６】
　基板供給ユニット２０は、実装部材であるＬＳＩとＦＰＣの実装前の複数枚のガラス基
板１（以下、単に「基板」という）を一定間隔で多段に収納する基板収納マガジン２１と
、この基板収納マガジン２１から基板１を順に取り出す昇降および水平移動可能な昇降テ
ーブル２２とを備えている。また、基板供給ユニット２０は、基板１を順に供給可能であ
れば、その構造は特に限定されず、例えば、複数枚の基板１を水平面内に整列配置したト
レイ構造であってもよい。
【００３７】
　実装部材供給ユニット３０は、図２に示すように、基板１に実装すべき複数個のチップ
２をフェイスアップ状態で縦横に整列配置したチップトレイ３からチップ２を１個ずつ順
に取り出し、フェイスアップ状態で移送する第１実装部材移送機構３１Ａと、基板１に実
装すべき複数個のＦＰＣ４をフェイスアップ状態で縦横に整列配備したＦＰＣトレイ５か
ら、ＦＰＣ４を１個ずつ順に取り出し、そのＦＰＣ４をフェイスアップ状態で移送する第
２実装部材移送機構３１Ｂと、これら第１および第２実装部材搬送機構３１Ａ、３１Ｂか
ら交互に各実装部材を受け取り、その実装部材を保持して上下反転することにより、その
チップ２およびＦＰＣ４をフェイスダウン状態の姿勢変換する反転テーブル３２と、この
反転テーブル３２から各実装部材を受け取り、各実装部材をフェイスダウン状態で保持す
る保持テーブル３３とを備える。この保持テーブル３３から各実装部材を、さらに第１お
よび第２実装部材移送機構３１Ａ、３１Ｂが受け取り、保持して移送することにより、そ
の各実装部材を所定位置（具体的には、待機位置にあるスライダー３４上の所定位置）に
フェイスダウン状態などで供給する。
【００３８】
　具体的には、チップトレイ３の一辺に沿う方向（Ｙ方向）に固定レール３５Ａが設けら
れており、この固定レール３５Ａ上を、Ｘ方向に延びる可動レール３５Ｂが走行するよう
になっている。この可動レール３５Ｂ上を走行する可動ベース３６に上述した第１実装部
材移送機構３１Ａと第２実装部材移送機構３１Ｂとが間隔をあけて取り付けられている。
【００３９】
　第１実装部材移送機構３１Ａの下端部には、チップ２を吸着保持可能な吸着ヘッド６Ａ
が取り付けられている。また、第２実装部材移送機構３１Ｂの下端部には、ＦＰＣ４を吸
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着保持可能な吸着ヘッド６Ｂが取り付けられている。吸着ヘッド６Ａは、図３（ａ）に示
すように、チップ２の全面を覆う横長矩形状であり、その中央にチップ２を吸着保持する
吸着孔８Ａが形成されている。また吸着ヘッド６Ｂは、図３（ｂ）に示すように、ＦＰＣ
４の全面を覆う横長矩形状であり、ＦＰＣ４が撓むことのないように複数の角部の近傍を
吸着保持する吸着孔８Ｂが形成されている。
【００４０】
　反転テーブル３２には、Ｙ方向の軸心Ｐ周りに１８０度の範囲で回動可能に構成されて
いる。なお、第１および第２実装部材移送機構３１Ａ、３１Ｂからスライダー３４に実装
部材が移送される途中の下方に認識手段であるカメラ９１が配備されており、両実装部材
移送機構３１Ａ、３１Ｂの下端に吸着保持された各実装部材の吸着保持姿勢を認識するよ
うになっている。そして、認識された画像情報に基づいて、各実装部材移送機構３１Ａ、
３１Ｂの吸着ヘッドをθ方向に回転させたり、各可動レール３５Ａ、３５ＢによってＸ、
Ｙ方向の位置を調整したりして、各実装部材をスライダー３４に載置するようになってい
る。
【００４１】
　図２に示すように、上述した保持テーブル３３に並んで実装部材洗浄ブロック３８が配
設されている。チップ洗浄ブロック３８は、その上面の中央部に窒素ガスあるいは清浄空
気などの気体を噴出する気体噴出孔３８Ａが設けられている。この気体噴出孔は図示しな
いガス供給源に接続されている。気体噴出孔の両隣に気体噴出孔から噴出された気体を吸
引排気する一対の排気孔３８Ｂが設けられている。この排気孔３８Ｂは図示しない減圧ポ
ンプに接続されている。
【００４２】
　保持テーブル３３および実装部材洗浄ブロック３８は、スライドテーブル３９上に並べ
て配設されている。このスライドテーブル３９は、反転テーブル３２の回動軸心Ｐに沿っ
て往復移動可能に構成されている。このスライドテーブル３９の移動によって、各実装部
材をフェイスダウン状態に保持している反転テーブル３２の下方位置に、保持テーブル３
３および実装部材洗浄ブロック３８を択一的に進入させるようになっている。
【００４３】
　スライダー３４は、Ｙ方向に配設された固定レール３５Ｃに沿って往復移動可能に構成
されている。スライダー３４は、待機位置（図２の状態）にあるときに、第１または第２
実装部材移送機構３１Ａ、３１Ｂから順に、例えば、チップ２をフェイスダウン状態で載
置され、そのチップ２を仮圧着ユニット５０に供給する。また、その後にＦＰＣ４を同様
に処理する。
【００４４】
　図１に戻って、導電材料供給ユニット４０は、基板供給ユニット２０から搬送されてき
た基板１を水平姿勢で保持する可動テーブル４１と、図２および図４に示す基板１にチッ
プ２を実装する部位であるボンディング部位１ａと、ＦＰＣ４を実装する部位であるボン
ディング部位１ｂとに異方導電性フィルム（ＡＣＦ：Anisotropic Conductive Film ）か
ら導電材料を各部位に転写する、フィルム幅の異なる２つのヘッド４２Ａ、４２Ｂを備え
ている。可動テーブル４１は、基板１を吸着保持する基板保持ステージ４３を備え、この
基板保持ステージ４３が水平２軸（Ｘ，Ｙ）方向、上下（Ｚ）方向、およびθ方向に移動
自在に構成されている。基板１の一端側である各ボンディング部位１ａ、１ｂは基板保持
ステージ４３から前方に延び出ている。
【００４５】
　なお、この異方性導電フィルムは、接着・導電・絶縁という３つの機能を同時にもつ接
続材料で、熱圧着することにより、膜の厚み方向には導通性、面方向には絶縁性という電
気的異方性をもつ高分子膜であり、接着性のあるバインダー内に導電粒子が混在している
。
【００４６】
　仮圧着ユニット５０は、導電材料供給ユニット４０から搬送されてきた基板１を水平姿
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勢で保持する可動テーブル５１と、導電材料が転写された基板１の各ボンディング部位１
ａ、１ｂ にチップ２およびＦＰＣ４を仮圧着する仮圧着ヘッド５２と、仮圧着時に基板
１とチップ２およびＦＰＣ４との位置合わせを行なう上下２方向の認識視野をもつ２視野
の認識手段（例えば、２視野カメラ）５３とを備えている。なお、可動テーブル５１は、
本発明の第１保持テーブルに相当する。
【００４７】
　また、仮圧着ヘッド５２の下方にバックアップ５５が固定設置されている。可動テーブ
ル５１は、基板１を吸着保持する基板保持ステージ５４を備え、この基板保持ステージ５
４が水平２軸（Ｘ，Ｙ）方向、上下（Ｚ）方向、およびＺ軸周り（θ）方向に、それぞれ
移動自在に構成されている。なお、基板保持ステージ５４は、本発明の第１駆動手段に相
当する。
【００４８】
　仮圧着ヘッド５２は昇降自在であって、その下端には、チップ２とＦＰＣ４を吸着保持
する第１保持部材５６Ａと、第２保持部材５６Ｂとを備えている。図５に示すように、第
１保持部材５６Ａは、チップ２の電極側とは反対面の全面を覆うように当接し、その中央
を吸着する横長の吸着孔５７Ａが形成されている。また、第２保持部材５６Ｂは、ＦＰＣ
４の電極側とは反対面の全面を覆うように当接し、面積の広い領域の中央部分および複数
の角部の近傍に吸着孔５７Ｂが形成されている。これら第１保持部材５６Ａおよび第２保
持部材５６Ｂの各吸着孔５７Ａ、５７Ｂは、図６に示すように、吸気管５８を介して減圧
ポンプ５９と連通接続されている。また、仮圧着ヘッド５２には、加熱手段であるヒータ
が内蔵されている。なお、第１保持部材５６Ａは、本発明の第１保持手段に相当し、第２
保持部材５６Ｂは第２保持手段に相当する。
【００４９】
　また、各保持部材５６Ａ、５６Ｂの先端に向かって分岐している吸気管５８の途中には
、電磁弁Ｅ１、Ｅ２が設けられており、各電磁弁Ｅ１、Ｅ２の開閉動作に応じて第１保持
部材５６Ａまたは第２保持部材５６Ｂの吸着保持を切換作動できるようになっている。な
お、この切換動作は、予め決められて処理プログラムに基づいて制御部９０によって行な
われる。例えば、第１保持部材５６Ａと第２保持部材５６Ｂを交互に作動させたり、いず
れかの吸着エラーが発生した場合には、エラー補正するようにエラー発生側の実装部材を
吸着保持させるように連続作動させたりする。なお、制御部９０は、本発明のタイミング
制御手段に相当する。
【００５０】
　具体的な動作は、実装部材供給ユニット３０のスライダー３４で移送されてきたフェイ
スダウン状態のチップ２またはＦＰＣ４を第１または第２保持部材５６Ａ、５６Ｂに吸着
保持し、各実装部材を所定温度で加熱し、導電材料の重合反応をさせながら所定圧力で基
板１の各ボンディング部位１ａ、１ｂのいずれかに押し付ける。このとき、重合反応が開
始してから反応終了するまでの未硬化状態で加熱および押し付けを終了する。これにより
接着剤が半硬化状態になってチップ２およびＦＰＣ４が基板１に仮圧着される。なお、仮
圧着ヘッド５２の保持構造は吸着式に限らず、静電気を使った静電吸着、磁石を使った磁
気吸着など、任意の保持構造を用いることもできる。
【００５１】
　図１に戻り、２視野の認識手段５３は、水平２軸（Ｘ，Ｙ）方向および上下（Ｚ）方向
に移動可能であって、仮圧着ヘッド５２に吸着保持されたチップ２およびＦＰＣ４の認識
マークと、可動テーブル５１上に移送された基板１の認識マークとをそれぞれ認識して、
両認識マークの位置ズレを検出する。この位置ズレを無くすように仮圧着時に可動テーブ
ル５１がＸ、Ｙ、およびθ方向に駆動制御される。
【００５２】
　本圧着ユニット６０は２ブロック６０Ａ、６０Ｂからなり、各ブロック６０Ａ、６０Ｂ
は、仮圧着ユニット５０から搬送されてきた基板１を水平姿勢で保持する可動テーブル６
１Ａ、６１Ｂと、基板１の各ボンディング部位１ａ、１ｂに仮圧着されたチップ２および
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ＦＰＣ４のそれぞれを加圧および加熱し、導電材料の重合反応を完了させて硬化させ、各
ボンディング部位１ａ、１ｂに各実装部材を本圧着する２本１組からなる本圧着ヘッド６
２Ａ、６２Ｂとを備えている。各本圧着ヘッド６２Ａ、６２Ｂのそれぞれの下方にバック
アップ６３Ａ、６３Ｂが固定設置されている。また、可動テーブル６１Ａ、６１Ｂは、導
電材料供給ユニット４０の可動テーブル４１と同様の基板保持ステージ６４Ａ、６４Ｂを
備えている。さらに、各本圧着ユニット６０Ａ、６０Ｂは、本圧着ヘッド６２Ａでチップ
２を、ヘッド６２ＢでＦＰＣ４を加圧するときに、基板１に付着された導電材料に含まれ
る接着剤が各本圧着ヘッド６２Ａ、６２Ｂに付着するのを防止するために、フッソ樹脂製
の保護テープＴを供給する機構をそれぞれのブロック６０Ａ、６０Ｂに備えている。保護
テープＴは、本圧着ユニット６０の本体フレームに取り付けられた供給ローラ６５Ａ、６
５Ｂから繰り出されて、巻き取りローラ６６Ａ、６６Ｂに巻き取られる。なお、本実施例
では、ブロック６０Ａでチップ２を本圧着し、その後に基板１をブロック６０Ｂに搬送し
、ＦＰＣ４の本圧着を行なう。
【００５３】
　基板収納ユニット７０は、各実装部材の実装された複数枚の基板１を一定間隔で多段に
収納する基板収納マガジン７１と、この基板収納マガジン７１に基板１を順に収納する昇
降および水平移動可能な昇降テーブル７２とを備えている。この基板収納マガジン７１に
代えて、基板供給ユニット２０で説明したと同様に、トレイ構造の収納構造を備えてもよ
い。また、基板供給ユニット２０と基板収納ユニット７０とは必ずしも個別である必要は
なく、これらを単一のユニットにして、チップ２が実装された基板１を元の基板供給ユニ
ットに戻すようにしてもよい。
【００５４】
　基板搬送機構８０Ａ～８０Ｄは、装置基台１０の長手方向に配設されたレール８１と、
このレール８１に沿って走行する支柱８２と、この支柱８２に昇降自在に取り付けられて
基板１を吸着保持する基板保持具８３とを備えている。
【００５５】
　次に上述した構成を備えたボンディングシステムの動作を説明する。図１から図６を参
照しながら説明する。
【００５６】
　基板搬送機構８０Ａは、基板供給ユニット２０から処理対象の基板１を取り出して、こ
の基板１を導電材料供給ユニット４０に搬送する。この基板１は可動テーブル４１の基板
保持ステージ４３上に移載されて吸着保持される。基板保持ステージ４３が前方（Ｙ方向
）に移動して、基板１のボンディング部位をバックアップ４４上に載せる。
【００５７】
　基板１のチップ２を実装するボンディング部位１ａがバックアップ４４によって水平に
支持された状態で、ヘッド４２Ａが下降しボンディング部位１ａ上にチップ２の電極幅に
応じた導電材料が転写される。その後、基板１を図中の左水平方向に移動させてＦＰＣ４
を実装するボンディング部位１ｂに位置合わせを行ない、ヘッド４２Ｂを降下させてＦＰ
Ｃ４の電極幅に応じた導電材料をボンディング部位１ｂに転写する。各ボンディング部位
１ａ、１ｂへの導電材料の転写が終わると、基板保持ステージ４３が基板１の受け渡し位
置に水平移動する。受け渡し位置に戻された基板１は基板搬送機構８０Ｂによって、仮圧
着ユニット５０に搬送される。
【００５８】
　仮圧着ユニット５０に搬送された基板１は可動テーブル５１の基板保持ステージ５４上
に移載されて吸着保持される。基板保持ステージ５４が前方（Ｙ方向）に移動して、先ず
基板１のボンディング部位１ａをバックアップ５５上に位置させる。
【００５９】
　一方、実装部材供給ユニット３０では、可動ベース３６とがＸ、Ｙ方向にそれぞれ移動
することにより、第１実装部材移送機構３１Ａがチップトレイ３の所定のチップ２上に移
動する。続いて第１実装部材移送機構３１Ａが下降して、チップトレイ３内のチップ２を
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第１保持部材６Ａで吸着保持する。第１実装部材移送機構３１Ａが上昇してチップ２をチ
ップトレイ３から取り出した後、可動ベース３６とがＸ、Ｙ方向にそれぞれ移動すること
により、第１実装部材移送機構３１Ａが反転テーブル３２上に移動する。このとき反転テ
ーブル３２は、チップ載置面が上方を向いた待機姿勢（図２に示す状態）にある。次に第
１実装部材移送機構３１Ａが下降し、第１保持部材６Ａで保持していたチップ２を反転テ
ーブル３２上に移す。
【００６０】
　反転テーブル３２上にチップ２が載置されて吸着保持されると、軸心Ｐ周りに反転し、
フェイスアップ状態のチップ２をフェイスダウン状態に姿勢変換する。反転した反転テー
ブル３２の下に実装部材洗浄ブロック３８が進入する。
【００６１】
　チップ２の洗浄が終わると、スライドテーブル３９が移動することにより、実装部材洗
浄ブロック３８が反転テーブル３２の下方位置から退出するとともに、保持テーブル３３
が反転テーブル３２の下方に進入する。続いて反転テーブル３２から保持テーブル３３へ
チップ２が受け渡される。反転テーブル３２はフェイスダウン状態で受け渡されたチップ
２を吸着保持する。チップ２を受け渡した後、反転テーブル３２は逆方向に反転して待機
姿勢に復帰する。
【００６２】
　反転テーブル３２が待機姿勢に復帰すると、第１実装部材移送機構３１Ａが保持テーブ
ル３３のチップ２の上方に移動する。
【００６３】
　各位置に達した第１実装部材移送機構３１Ａは下降して、保持テーブル３３上のチップ
２を吸着部材６Ａで吸着保持する。
【００６４】
　保持テーブル３３上のチップ２をフェイスダウン状態で保持した第１実装装置移送機構
３１Ａは、そのチップ２を移送してカメラ９１の上に移送する。カメラ９１でチップ２の
外形またはアライメントマークを利用して位置を認識する。そして、認識された画像情報
に基づいて吸着ヘッドをθ方向に回転したり、可動ベース３６をＸ、Ｙ方向に位置調整し
たりして、スライダー３４に受け渡す。チップ２をフェイスダウン状態で受け取ったスラ
イダー３４は仮圧着ユニット５０に向けて移動し、そのチップ２を仮圧着ヘッド５２の下
方にまで移送する。その間、第２実装部材移送機構３１Ｂは、チップ２と同じ手順でＦＰ
Ｃトレイ５からＦＰＣ４を取り出して処理を行なう。
【００６５】
　制御部９０によって電磁弁Ｅ２を閉じた状態で電磁弁Ｅ１を開放させ、スライダー３４
で移送されたチップ２を仮圧着ヘッド５２の下端の第１吸着部材５６Ａにより吸着保持さ
せる。続いて、仮圧着ヘッド５２と、基板１のボンディング部位１ａとの間に２視野の認
識手段５３が進出してきて、仮圧着ヘッド５２の第１吸着部材５６Ａに吸着保持されたチ
ップ２と基板１との位置ズレを検出するために、それぞれに印字されたアライメントマー
ク検出する。この位置ズレを無くすように可動テーブル５１がＸ、Ｙおよびθ方向に制御
されて、チップ２と基板１との位置合わせが行われる。
【００６６】
　位置合わせが終わると、２視野の認識手段５３は元の位置にまで後退する。続いて、仮
圧着ヘッド５２が下降して、導電材料が転写された基板１のボンディング部位１ａにチッ
プ２を仮圧着する。
【００６７】
　チップ２の仮圧着が終わると、制御部９０は電磁弁Ｅ２を開放して電磁弁Ｅ１を閉じ、
スライダー３４で移送されてきたＦＰＣ４を仮圧着ヘッド５２の下端の第２吸着部材５６
Ｂが吸着保持させる。続いて、仮圧着ヘッド５２と、基板１のボンディング部位１ｂとの
間に２視野の認識手段５３が進出してきて、仮圧着ヘッド５２の第２吸着部材５６Ｂに吸
着保持されたＦＰＣ４と基板１との位置ズレを検出するために、それぞれに印字されたア
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ライメントマーク検出する。この位置ズレを無くすように可動テーブル５１がＸ、Ｙおよ
びθ方向に制御されて、ＦＰＣ４と基板１との位置合わせが行われる。
【００６８】
　位置合わせが終わると、２視野の認識手段５３は元の位置にまで後退する。続いて、仮
圧着ヘッド５２が下降して、導電材料が転写された基板１のボンディング部位１ｂにＦＰ
Ｃ４を仮圧着する。
【００６９】
　両実装部材の仮圧着が終了すると、基板保持ステージ５４が基板１の受け渡し位置に水
平移動する。受け渡し位置に移動した基板１は基板搬送機構８０Ｃによって、先ず本圧着
ユニット６０Ａに搬送される。
【００７０】
　本圧着ユニット６０Ａに搬送された基板１は可動テーブル６１Ａの基板保持ステージ６
４Ａ上に移載されて吸着保持される。基板保持ステージ６４Ａが前方（Ｙ方向）に移動し
て、基板１のボンディング部位１ａをバックアップ６３Ａ上に位置させる。ボンディング
部位１ａがバックアップ６３Ａで支持されると、本圧着ヘッド６２Ａが下降して、仮圧着
されたチップ２を保護テープＴを介して加熱・加圧する。これによりチップ２のバンプが
導電材料を介して基板１の電極に電気的に接続する。
【００７１】
　チップ２の本圧着が終わると、基板保持ステージ６４Ａが基板１の受け渡し位置に水平
移動する。受け渡し位置に移動した基板１は基板搬送機構８０Ｃで移送されて本圧着ユニ
ット６０Ｂに搬送される。
【００７２】
　本圧着ユニット６０Ｂに搬送された基板１は可動テーブル６１Ｂの基板保持ステージ６
４Ｂ上に移載されて吸着保持される。基板保持ステージ６４Ｂが前方（Ｙ方向）に移動し
て、基板１のボンディング部位１ｂをバックアップ６３Ｂ上に位置させる。ボンディング
部位１ｂがバックアップ６３Ｂで支持されると、本圧着ヘッド６２Ｂが下降して、仮圧着
されたＦＰＣ４を保護テープＴを介して加熱・加圧する。これによりＦＰＣ４の電極が導
電材料を介して基板１の電極に電気的に接続する。
【００７３】
　ＦＰＣ４の本圧着が終わると、基板保持ステージ６４Ｂが基板１の受け渡し位置に水平
移動する。受け渡し位置に移動した基板１は基板搬送機構８０Ｄで移送されて基板収納ユ
ニット７０の昇降テーブル７２に受け渡され、この昇降テーブル７２によって基板収納ト
レイ７１に収納される。
【００７４】
　以上で一枚の基板１のチップ実装が終了する。なお、ある基板１が仮圧着ユニット５０
でチップ２を仮圧着されている間に、導電材料供給ユニット４０では次の基板１へ接着剤
が転写されている。このように各ユニットでは基板１への接着剤の転写、チップ２または
ＦＰＣ４の仮圧着、チップ２またはＦＰＣ４の本圧着が並行して行われている。また、仮
圧着ユニット５０から搬送される基板１は、各１組の本圧着ユニット６０Ａ、６０Ｂのタ
クトタイムを調整して基板１の処理が滞ることなくスムーズに処理できるよにしている。
【００７５】
　上述の本実施例に係るボンディング装置を備えたボンディングシステムは、ＬＳＩのよ
うなチップ２と、取り扱い時に撓むようなＦＰＣ４を単一のボンディング装置でワークで
ある基板１の所定の実装部位に実装することができる。また、この実施例のボンディング
装置は、電極のピッチの狭いＬＳＩを高精度で実装が可能であるので、ピッチの狭いＦＰ
Ｃ４に対しても、高精度な実装が実現できる。さらに、この実施例のボンディングシステ
ムは、チップ２とＦＰＣ４の各トレイから１台機構を利用して取り出して仮圧着ユニット
５０に搬送することができるので、搬送過程での基板１への塵埃の付着を抑制することが
できる。つまり、処理効率を一層向上させることもできる。
【実施例２】
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【００７６】
　本実施例では、仮圧着ヘッド５２の構成のみが上記実施例１と異なるので、他の同じ構
成部分には同一符号を付すに留め、異なる部分について具体的に説明する。
【００７７】
　仮圧着ヘッド５２は、その下端に第１保持部材５６Ｃと、第２保持部材５６Ｄとを備え
ている。第１保持部材５６Ｃは、仮圧着ヘッド５を昇降させる軸芯に、その中央が位置す
るように仮圧着ヘッド５２に取り付けられている。また、図７に示すように、第１保持部
材５６Ｃは、チップ２よりも大きく、かつ、ＦＰＣ４を基板１に実装するボンディング部
位１ｂの全面を少なくとも覆う程度の大きさを有する横長矩形状をしている。また、第１
保持部材５６Ｃの下面には、実装部材を吸着する複数個の吸着孔５７Ｃ、５７Ｄが形成さ
れている。
【００７８】
　吸着孔５７Ｃは、チップ２の長手方向の中央を吸着する位置に形成されている。また吸
着孔５７Ｄは、ＦＰＣ４の長手方向の両端側または／および中央を吸着する位置に形成さ
れている。
【００７９】
　第２保持部材５６Ｄは、第１保持部材５６ＣによってＦＰＣ４を吸着保持した場合に、
第１保持部材５６Ｃによって保持しきれない第１保持部材５６Ｃからはみ出た部分を吸着
保持するように同じ仮圧着ヘッド５２に近接配置されている。その形状は、第１保持部材
５６Ｃからはみ出た部分の全面を覆う形状をしている。また、第２保持部材５６Ｄの下面
には複数個の吸着孔５７Ｅが形成されている。これら吸着孔５７Ｅは、ＦＰＣ４の角部の
近傍を吸着する位置にある。
【００８０】
　第１および第２保持部材５６Ｃ、５６Ｄは、図６に示すように、吸気管５８を介して減
圧ポンプ５９と連通接続されている。この吸気管５８は、減圧ポンプ５９側の上流で、図
示しないが３方向に分岐され、各吸気管に電磁弁を備えている。具体的には、第１保持部
材５６Ｃに２本の吸気管が連通接続され、第２保持部材５６Ｄに１本の吸気管が連通接続
されている。
【００８１】
　第１保持部材５６Ｃに連通接続された２本の吸気管のうち１本が、吸着孔５７Ｃと連通
され、他方の吸気管は吸着孔５７Ｄと連通している。
【００８２】
　制御部９０は、実装部材に応じて各吸着孔５６Ｃ～５６Ｅの吸着を作動させるように３
ポート弁の開閉動作を制御する。例えば、チップ２を実装する場合は、吸着孔５７Ｃを作
動させるように１個の電磁弁を開放する。ＦＰＣ４を実装する場合は、吸着孔５６Ｄ、５
６Ｅを作動させるように２個の電磁弁を開放する。
【００８３】
　上述の本実施例に係るボンディング装置によれば、吸着孔５７Ｃおよび５７Ｄの作動を
切り換えることによって、チップ２およびＦＰＣ４の両方のボンディング部位を第１保持
部材５６Ｃで吸着保持することができる。特に、第１保持部材５６Ｃの中心は、仮圧着ヘ
ッド５２を昇降軸芯と一致しているので、実装時の加圧力を効率的に加えることができる
。また、ＦＰＣ４を実装する場合は、第１保持部材５６Ｃからはみ出る部分は、第２保持
部材５６Ｄによって、その全面を吸着保持することができるので、ＦＰＣ４を撓ました状
態で取り扱うことがない。つまり、本実施例のボンディング装置は、異なる実装部材であ
るチップ２とＦＰＣ４を高精度に実装することができる。
【００８４】
　なお、本発明は上述した実施例に限らず、次のように変形実施することができる。
【００８５】
　（１）上記実施例１において、仮圧着ユニット５０の第１保持部材５６Ａ、５６Ｂのい
ずれかが実装部材を吸着保持したときに、保持した側の保持部材が降下、または、保持し
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ていない側の保持部材が上昇するように構成してもよい。例えば、図８に示すよう、仮圧
着ヘッド５２の昇降軸芯に平行に配備されたパルスモータＭに連結されたボール軸Ｂに可
動台１００を介して第２保持部材５６Ｂを取り付ける。このように構成すれば、パルスモ
ータＭの正逆転により第２保持部材５８Ｂを昇降させることができる。したがって、この
構成によれば、チップ２を実装するときに、チップ２の近隣に在る部材と、第２保持部材
５６Ｂとが接触したりして、他の部材に損傷与えないようにすることができる。
【００８６】
　実施例２のボンディング装置の場合、チップ２を保持した場合に、第１保持部材５６Ｃ
を降下させるか、第２保持部材５６Ｄを上昇させるように構成すればよい。
【００８７】
　また、実施例１のボンディング装置を利用してチップ２とＦＰＣ４を各保持部材５６Ａ
、５６Ｂで同時に吸着保持して基板１に同時に実装する場合、仮圧着ヘッド５２の降下す
る距離を一定で、基板１にチップ２およびＦＰＣ４が実装される高さに同時に到達するよ
う、第１保持部材５６Ｃおよび第２保持部材５６Ｄの高さ方向の相対距離を調整すればよ
い。
【００８８】
　また、実施例２のボンディング装置の場合、第１保持部材５６Ｃの中心と軸心が一致し
なくてもよい。ワーク形状により、第１保持部材５６Ｃの形状が変わり、結果として、軸
心と第１保持部材５６Ｃの下面形状の中心が合わなくてもよい。
【００８９】
　（２）チップ２の洗浄効果を高めるために、上記実施例のようにエアーに超音波を付与
するのが好ましいが、必ずしも超音波を付与しなくてもよい。
【００９０】
　（３）上記実施例では、第１および第２のチップ移送機構３１Ａ、３１Ｂが一体になっ
て移動するように構成したが、各チップ移送機構が個別に移動するように構成してもよい
。
【００９１】
　（４）上記実施例では処理効率を上げるために圧着ユニットを仮圧着ユニット５０と本
圧着ユニット６０との２つのユニットに分割したが、チップ２の位置合わせと電気的接続
とを一つの圧着ユニットで行なうようにしてもよい。
【００９２】
　（５）本発明において各ユニットおよび基板搬送機構の配置や構成は上記実施例のもの
に限定されず、種々変更実施可能である。例えば、複数個の基板保持具を備えた基板搬送
機構をＺ軸周りに回転可能に構成し、この基板搬送機構の周りに、基板供給ユニット、実
装部材供給ユニット、接着剤付着ユニット、仮圧着ユニット、本圧着ユニット、および基
板収納ユニットを順に配置する、例えば、ロータリー式であってもよい。
【００９３】
　（６）本発明に係るチップ実装装置は、チップ搭載のための単なるマウント装置や、加
熱加圧プロセスを有したボンディング装置など、種々の形態のものを含む。
【００９４】
　（７）実施例では、チップ２をフェイスアップ状態でチップトレイに収納したが、本発
明はこれに限らず、ウエハをダイシングした状態で、かつフェイスアップで供給してもよ
い。
【００９５】
　（８）各実施例において、実装部材供給ユニット３０の第１実装部材移送機構３１Ａお
よび第２実装部材移送機構３１Ｂのそれぞれの吸着部材を、仮圧着ヘッドに備わった第１
保持部材５６Ａおよび第２保持部材５６Ｂのように実装部材に応じて形状のものを個別に
利用するようにしてもよい。
【００９６】
　（９）実施例において、チップ２およびＦＰＣ４の電極が予め下向きのフェイスダウン
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の状態でそれぞれのトレイ３、５にセットされている場合は、反転機構が設けられていな
い構成にしてもよい。
【００９７】
　（１０）実施例において、実装部材供給ユニットに洗浄ブロック３８を設けない構成で
あってもよい。
【００９８】
　（１１）実施例において、本圧着ユニット６０の一方のブロック６０Ａに備わった本圧
着ヘッド６２ＡでＦＰＣ４を本圧着し、他方のブロック６０Ｂに備わった本圧着ヘッド６
２Ｂでチップ２を本圧着するようにしてもよい。また、ブロック６０Ａ、６０Ｂごとに、
チップ２とＦＰＣ４を同時に本圧着してもよいし、ブロック６０Ａ、６０Ｂごとにチップ
２とＦＰＣ４を順番に本圧着するようにしてもよい。
【００９９】
　（１２）実施例２では、ＦＰＣ４を実装する場合に吸着孔５６Ｄ、５６Ｅを作動させる
ように２個の電磁弁を開放していたが、いずれか一方の電磁弁を作動させるようにしても
よい。
【０１００】
　（１３）実施例１では、第1実装部材移送機構３１Ａに備わった吸着ヘッド６Ａおよび
第2実装部材移送機構３１Ｂに備わった吸着ヘッド６Ｂは、それぞれがチップ２およびＦ
ＰＣ４の全面を覆う形状であったが、次のような形状であってもよい。例えば、吸着ヘッ
ド６Ａは、チップ２の中央部分を吸着保持できる形状、吸着ヘッド６Ｂは、ＦＰＣ４の角
部を含むその周り、または、角部と中央部分を覆うような形状であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　以上のように、本発明は、電子部品などのチップ部品やフィルム状の回路基板などを、
ガラスや樹脂の基板などからなるワークに実装するのに適している。
【図１】 【図２】



(17) JP 4908404 B2 2012.4.4

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図８】
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