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(57)【要約】
【課題】複数の基板搬送機構を備えた電子部品実装シス
テムにおいて、トレイフィーダに収納された電子部品を
実装対象に含む基板を何れの基板搬送機構においても制
約なく生産することが可能な電子部品実装システムおよ
び電子部品実装方法を提供することを目的とする。
【解決手段】第１の基板搬送機構１２Ａ、第２の基板搬
送機構１２Ｂを備えた電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａを
連結して構成された電子部品実装システム１において、
電子部品搭載装置Ｍ４Ａは第１の作業動作機構としての
部品搭載機構の第１の搭載ヘッド１５Ａによって取り出
される電子部品を収納する第１のトレイフィーダ２０Ａ
と、第２の作業動作機構としての部品搭載機構の第２の
搭載ヘッド１５Ｂによって取り出される電子部品を収納
する第２のトレイフィーダ２０Ｂとを備えた。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に電子部品を実装する部品実装用作業を行う複数の部品実装用装置を連結して構成
された電子部品実装システムであって、
　前記部品実装用装置は、上流側装置から受け渡された基板を基板搬送方向に搬送し、前
記基板を位置決めして保持する基板保持部をそれぞれ有する第１の基板搬送機構、第２の
基板搬送機構と、
　前記第１の基板搬送機構、第２の基板搬送機構のそれぞれに対応して設けられ前記基板
保持部に保持された基板を対象として所定の作業動作を実行する第１の作業動作機構、第
２の作業動作機構と、
　前記第１の基板搬送機構、前記第２の基板搬送機構、前記第１の作業動作機構および前
記第２の作業動作機構を制御する作業制御部を備え、
　前記部品実装用装置のうち少なくとも１つは、前記第１の基板搬送機構側に電子部品を
収納する第１のトレイフィーダと、
　前記第２の基板搬送機構側に電子部品を収納する第２のトレイフィーダとを備えた電子
部品搭載装置であり、
　前記第１のトレイフィーダ、第２のトレイフィーダはそれぞれ他種のパーツフィーダと
併設され、前記少なくとも１つの電子部品搭載装置を平面視して当該電子部品搭載装置の
中心に関して点対称に配置され、
　前記作業制御部は、前記電子部品搭載装置に対して、一の前記作業動作機構によってこ
の作業動作機構に対応した前記基板搬送機構の基板保持部に保持された基板のみを対象と
して作業動作を実行させる第１の作業モードと、一の前記作業動作機構によって当該基板
搬送機構および他の基板搬送機構の基板保持部に保持された２つの基板の何れをも対象と
して作業動作を実行可能な第２の作業モードとの２つの作業モードのうち、何れかを選択
的に実行させることを特徴とする電子部品実装システム。
【請求項２】
　前記電子部品実装システムは、前記部品実装用装置のそれぞれにおいて選択的に実行す
べき前記作業モードを各部品実装用装置に対して指令するモード指令部を備え、
　前記モード指令部は、前記電子部品搭載装置に対して選択的に実行すべき作業モードと
して前記第２の作業モードを指令し、
　前記第１のトレイフィーダ、第２のトレイフィーダはそれぞれ前記第１の基板搬送機構
および第２の基板搬送機構の基板保持部に保持された２つの基板の何れをも対象とする部
品実装作業に用いられることを特徴とする請求項１記載の電子部品実装システム。
【請求項３】
　部品実装用作業を行う複数の部品実装用装置を連結して構成された電子部品実装システ
ムによって基板に電子部品を実装する電子部品実装方法であって、
　前記部品実装用装置は、上流側装置から受け渡された基板を基板搬送方向に搬送し、前
記基板を位置決めして保持する基板保持部をそれぞれ有する第１の基板搬送機構、第２の
基板搬送機構と、
　前記第１の基板搬送機構、第２の基板搬送機構のそれぞれに対応して設けられ前記基板
保持部に保持された基板を対象として所定の作業動作を実行する第１の作業動作機構、第
２の作業動作機構と、
　前記第１の基板搬送機構、前記第２の基板搬送機構、前記第１の作業動作機構および前
記第２の作業動作機構を制御する作業制御部とを備え、
　前記部品実装用装置のうち少なくとも１つとして、前記第１の基板搬送機構側に電子部
品を収納する第１のトレイフィーダと、前記第２の基板搬送機構側に電子部品を収納する
第２のトレイフィーダとを備えた電子部品搭載装置を用い、
　前記第１のトレイフィーダ、第２のトレイフィーダはそれぞれ他種のパーツフィーダと
併設され、前記少なくとも１つの電子部品搭載装置を平面視して当該電子部品搭載装置の
中心に関して点対称に配置され、
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　前記作業制御部は、前記電子部品搭載装置に対して、一の前記作業動作機構によってこ
の作業動作機構に対応した前記基板搬送機構の基板保持部に保持された基板のみを対象と
して作業動作を実行させる第１の作業モードと、一の前記作業動作機構によって当該基板
搬送機構および他の基板搬送機構の基板保持部に保持された２つの基板の何れをも対象と
して作業動作を実行可能な第２の作業モードとの２つの作業モードのうち、何れかを選択
的に実行させることを特徴とする電子部品実装方法。
【請求項４】
　前記電子部品実装システムは、前記部品実装用装置のそれぞれにおいて選択的に実行す
べき前記作業モードを各部品実装用装置に対して指令するモード指令部を備え、
　前記モード指令部は、前記少なくとも１つの電子部品搭載装置に対して選択的に実行す
べき作業モードとして前記第２の作業モードを指令し、
　前記第１のトレイフィーダ、第２のトレイフィーダはそれぞれ前記第１の基板搬送機構
および第２の基板搬送機構の基板保持部に保持された２つの基板の何れをも対象とする部
品実装作業に用いられることを特徴とする請求項３記載の電子部品実装方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板に電子部品を実装して実装基板を製造する電子部品実装システムおよび
電子部品実装方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品を基板に実装して実装基板を製造する電子部品実装システムは、半田接合用の
ペーストが印刷された後の基板を対象として、部品搭載や検査など各種の部品実装関連の
作業を実行する複数の部品実装用装置を連結して構成されている。このような部品実装用
装置として、２つの基板搬送機構およびそれぞれの基板搬送機構に個別に対応した２つの
作業動作機構を備えた構成の装置が知られている（特許文献１）。各部品実装用装置にお
ける基板搬送機構を連結して形成される基板搬送レーンは、対応する作業動作機構と組み
合わされて、基板を搬送しながらこの基板に対して実装のための作業を行う実装レーンを
構成する。各基板搬送機構により搬送される基板に対して、対応する作業動作機構により
所定の作業が実行されることで複数の基板を同時に生産することができ、その結果、生産
性が向上するという利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－８７４４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実装対象の部品にはＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）等の大型部品が含まれ
、これらの大型部品を供給するためにはトレイフィーダが必要となる。しかしながら、従
来技術では２つの基板搬送機構のそれぞれに対応してトレイフィーダを複数備えた部品実
装モジュールは一般には用いられておらず、このため２つの基板搬送機構を備えた部品実
装用装置を複数連結して部品実装システムを構成する場合に、各基板搬送機構に対応した
トレイフィーダを複数配置した構成を採用することが困難であった。その結果、トレイフ
ィーダに収納された部品を実装対象に含む基板を対象として上記電子部品実装システムを
用いて生産する際には制約が避けられなかった。
【０００５】
　そこで本発明は、複数の基板搬送機構を備えた電子部品実装システムにおいて、トレイ
フィーダに収納された電子部品を実装対象に含む基板を何れの基板搬送機構においても制
約なく生産することが可能な電子部品実装システムおよび電子部品実装方法を提供するこ
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とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電子部品実装システムは、基板に電子部品を実装する部品実装用作業を行う複
数の部品実装用装置を連結して構成された電子部品実装システムであって、前記部品実装
用装置は、上流側装置から受け渡された基板を基板搬送方向に搬送し、前記基板を位置決
めして保持する基板保持部をそれぞれ有する第１の基板搬送機構、第２の基板搬送機構と
、前記第１の基板搬送機構、第２の基板搬送機構のそれぞれに対応して設けられ前記基板
保持部に保持された基板を対象として所定の作業動作を実行する第１の作業動作機構、第
２の作業動作機構と、前記第１の基板搬送機構、前記第２の基板搬送機構、前記第１の作
業動作機構および前記第２の作業動作機構を制御する作業制御部を備え、前記部品実装用
装置のうち少なくとも１つは、前記第１の基板搬送機構側に電子部品を収納する第１のト
レイフィーダと、前記第２の基板搬送機構側に電子部品を収納する第２のトレイフィーダ
とを備えた電子部品搭載装置であり、前記第１のトレイフィーダ、第２のトレイフィーダ
はそれぞれ他種のパーツフィーダと併設され、前記少なくとも１つの電子部品搭載装置を
平面視して当該電子部品搭載装置の中心に関して点対称に配置され、前記作業制御部は、
前記電子部品搭載装置に対して、一の前記作業動作機構によってこの作業動作機構に対応
した前記基板搬送機構の基板保持部に保持された基板のみを対象として作業動作を実行さ
せる第１の作業モードと、一の前記作業動作機構によって当該基板搬送機構および他の基
板搬送機構の基板保持部に保持された２つの基板の何れをも対象として作業動作を実行可
能な第２の作業モードとの２つの作業モードのうち、何れかを選択的に実行させる。
【０００７】
　本発明の電子部品実装方法は、部品実装用作業を行う複数の部品実装用装置を連結して
構成された電子部品実装システムによって基板に電子部品を実装する電子部品実装方法で
あって、前記部品実装用装置は、上流側装置から受け渡された基板を基板搬送方向に搬送
し、前記基板を位置決めして保持する基板保持部をそれぞれ有する第１の基板搬送機構、
第２の基板搬送機構と、前記第１の基板搬送機構、第２の基板搬送機構のそれぞれに対応
して設けられ前記基板保持部に保持された基板を対象として所定の作業動作を実行する第
１の作業動作機構、第２の作業動作機構と、前記第１の基板搬送機構、前記第２の基板搬
送機構、前記第１の作業動作機構および前記第２の作業動作機構を制御する作業制御部と
を備え、前記部品実装用装置のうち少なくとも１つとして、前記第１の基板搬送機構側に
電子部品を収納する第１のトレイフィーダと、前記第２の基板搬送機構側に電子部品を収
納する第２のトレイフィーダとを備えた電子部品搭載装置を用い、前記第１のトレイフィ
ーダ、第２のトレイフィーダはそれぞれ他種のパーツフィーダと併設され、前記少なくと
も１つの電子部品搭載装置を平面視して当該電子部品搭載装置の中心に関して点対称に配
置され、前記作業制御部は、前記電子部品搭載装置に対して、一の前記作業動作機構によ
ってこの作業動作機構に対応した前記基板搬送機構の基板保持部に保持された基板のみを
対象として作業動作を実行させる第１の作業モードと、一の前記作業動作機構によって当
該基板搬送機構および他の基板搬送機構の基板保持部に保持された２つの基板の何れをも
対象として作業動作を実行可能な第２の作業モードとの２つの作業モードのうち、何れか
を選択的に実行させる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、トレイフィーダに収納された電子部品を実装対象に含む基板を何れの
基板搬送機構においても制約なく生産することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施の形態の電子部品実装システムの構成説明図
【図２】本発明の第１の実施の形態の電子部品実装システムにおける電子部品搭載装置の
構成説明図
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【図３】本発明の第１の実施の形態の電子部品実装システムにおける電子部品搭載装置の
構成説明図
【図４】本発明の第１の実装の形態の電子部品実装システムの制御系の構成を示すブロッ
ク図
【図５】本発明の第１の実施の形態の電子部品実装方法の工程説明図
【図６】本発明の第１の実施の形態の電子部品実装方法の工程説明図
【図７】本発明の第２の実施の形態の電子部品実装システムにおける電子部品搭載装置の
構成説明図
【図８】本発明の第２の実施の形態の電子部品実装方法の工程説明図
【図９】本発明の第２の実施の形態の電子部品実装方法の工程説明図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（第１の実施の形態）
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。まず、図１を参照して電
子部品実装システムの構成について説明する。電子部品実装システム１は電子部品が実装
された実装基板を製造する機能を有するものであり、上流側（図１において左側）から供
給される電子部品接合用のペーストが印刷された基板を対象として、基板に電子部品を実
装する部品実装用作業を行う部品実装用装置である電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａを直線
状に基板搬送方向（Ｘ方向）に連結して構成されている。これらの各装置は、ＬＡＮシス
テム２を介してホストコンピュータ３に接続され、ホストコンピュータ３は電子部品実装
システム１の各装置による部品実装用作業を統括して制御する。
【００１１】
　電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａは、上流側装置から受け渡された基板４（図２参照）を
基板搬送方向にそれぞれ個別に搬送し、これらの基板４を位置決めして保持する基板保持
部（図２、図３に示す基板保持部１２ａ参照）を有する複数（ここでは２条）の基板搬送
機構を備えている。また電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａには、それぞれの基板搬送機構に
対応した部品搭載機構としての作業動作機構が複数（ここでは２つ）設けられている。し
たがって電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａにおいてそれぞれの基板搬送機構によって搬送さ
れ基板保持部に位置決め保持された基板４に対して、対応する作業動作機構によって同時
並行的に部品実装用作業を実行することが可能となっている。また１つの作業動作機構に
よって、複数の基板搬送機構の基板保持部に位置決め保持された基板４を順次作業対象と
することもできる。
【００１２】
　電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａにおける基板搬送機構を連結して形成される基板搬送レ
ーンは、対応する作業動作機構と組み合わされて、基板４を搬送しながらこの基板４に対
して実装のための作業を行う実装レーンを構成する。本実施の形態に示す電子部品実装シ
ステム１においては、各装置は２つの基板搬送機構を備えていることから、２つの個別の
第１実装レーンＬ１（前側実装レーン）、第２実装レーンＬ２（後側実装レーン）が形成
されている。すなわち電子部品実装システム１を構成する電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａ
は、上流側装置から受け渡された基板４を基板搬送方向に搬送し、基板４を位置決めして
保持する基板保持部を有する複数の基板搬送機構と、これらの基板搬送機構のそれぞれに
対応して設けられ基板保持部に保持された基板４を対象として所定の作業動作を実行する
複数の作業動作機構とを備えた構成となっている。
【００１３】
　次に、図２を参照して電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ３の構成を説明する。なお電子部品搭
載装置Ｍ１～Ｍ３は同一構造である。図２（ａ）において、基台１１の上面の中央には、
それぞれ第１実装レーンＬ１，第２実装レーンＬ２を構成する第１の基板搬送機構１２Ａ
、第２の基板搬送機構１２ＢがＸ方向に配設されている。この第１の基板搬送機構１２Ａ
、第２の基板搬送機構１２Ｂは、下流側の装置から搬出された基板４を受け取って搬送す
る機能を有する。また第１の基板搬送機構１２Ａ、第２の基板搬送機構１２Ｂは、それぞ
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れ基板保持部１２ａを有しており、搬送された基板４は基板保持部１２ａによって電子部
品搭載装置Ｍ１～Ｍ３における作業位置に位置決め保持される。
【００１４】
　基台１１の両側方には、実装対象の電子部品を供給する第１の部品供給部１６Ａ、第２
の部品供給部１６Ｂが設けられており、第１の部品供給部１６Ａ、第２の部品供給部１６
Ｂには、複数のテープフィーダ１９が装着された台車１７が配置されている。台車１７に
は実装対象の電子部品を保持したキャリアテープＴを巻回収納したテープ供給リール１８
が各テープフィーダ１９に対応して装着されている。テープフィーダ１９は、テープ供給
リール１８から引き出されたキャリアテープＴをピッチ送りすることにより、以下に説明
する部品搭載機構による取り出し位置に電子部品を供給する。
【００１５】
　基台１１の上面においてＸ方向の下流側の端部には、Ｙ軸移動テーブル１３がＹ方向に
配設されている。Ｙ軸移動テーブル１３には第１のＸ軸移動テーブル１４Ａ、第２のＸ軸
移動テーブル１４Ｂが装着されている。図２（ｂ）に示すように、第１のＸ軸移動テーブ
ル１４Ａ、第２のＸ軸移動テーブル１４ＢはＹ軸移動テーブル１３の側面に配設されたガ
イドレール１３ａに沿ってＹ方向にスライド自在となっており、Ｙ軸移動テーブル１３に
内蔵されたリニアモータ機構によってＹ方向に駆動される。第１のＸ軸移動テーブル１４
Ａ、第２のＸ軸移動テーブル１４ＢにはそれぞれＸ軸移動装着ベースを介して作業ヘッド
としての第１の搭載ヘッド１５Ａ、第２の搭載ヘッド１５Ｂが装着されている。第１の搭
載ヘッド１５Ａ、第２の搭載ヘッド１５Ｂは、第１のＸ軸移動テーブル１４Ａ、第２のＸ
軸移動テーブル１４Ｂに内蔵されたリニアモータ機構によってＸ方向に駆動される。Ｙ軸
移動テーブル１３、第１のＸ軸移動テーブル１４Ａ、第２のＸ軸移動テーブル１４Ｂは、
第１の搭載ヘッド１５Ａ、第２の搭載ヘッド１５Ｂを移動させるためのヘッド移動機構と
なっている。
【００１６】
　第１の搭載ヘッド１５Ａ、第２の搭載ヘッド１５Ｂは、下部に複数の吸着ノズル１５ａ
を着脱自在に装着した構成となっており、ヘッド移動機構によって移動して吸着ノズル１
５ａによって電子部品をテープフィーダ１９から取り出して基板４に移送搭載する。第１
の搭載ヘッド１５Ａ、第２の搭載ヘッド１５Ｂおよび前述のヘッド移動機構は、第１の基
板搬送機構１２Ａ、第２の基板搬送機構１２Ｂによって搬送される複数の基板４のそれぞ
れを対象として，部品実装用作業である部品搭載作業を実行する複数の作業動作機構とし
ての部品搭載機構（第１の部品搭載機構、第２の部品搭載機構）を構成する。
【００１７】
　図２（ｂ）において、第１の基板搬送機構１２Ａ、第２の基板搬送機構１２Ｂのそれぞ
れとテープフィーダ１９との間には、第１の部品認識カメラ１７Ａおよび第２の部品認識
カメラ１７Ｂが配置されている。第１の部品認識カメラ１７Ａ、第２の部品認識カメラ１
７Ｂは、第１の搭載ヘッド１５Ａ、第２の搭載ヘッド１５Ｂの移動経路に位置して、第１
の搭載ヘッド１５Ａ、第２の搭載ヘッド１５Ｂによって保持された電子部品を下方から撮
像する。この撮像結果を認識処理することにより、第１の搭載ヘッド１５Ａ、第２の搭載
ヘッド１５Ｂによって保持された状態の電子部品の位置ずれが検出される。
【００１８】
　次に、図３を参照して電子部品搭載装置Ｍ４Ａの構成および機能を説明する。電子部品
搭載装置Ｍ４Ａは、図２に示す電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ３において、第１の部品供給部
１６Ａ、第２の部品供給部１６Ｂに、テープフィーダ１９が装着された台車１７に替えて
、大型の電子部品（以下、「トレイ部品」と称する）が収納されたトレイ２２を供給する
機能を有する第１のトレイフィーダ２０Ａ、第２のトレイフィーダ２０Ｂそれぞれをセッ
トしたものである。第１のトレイフィーダ２０Ａ、第２のトレイフィーダ２０Ｂは、図３
（ｂ）に示すように、パレット（図示省略）に保持された複数のトレイ２２を収納するト
レイ収納部２１を備えており、トレイ収納部２１からトレイ保持部２３によってトレイ２
２を引き出して、それぞれ第１の搭載ヘッド１５Ａ、第２の搭載ヘッド１５Ｂによるピッ
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クアップ位置まで移動させる機能を有している。
【００１９】
　部品搭載動作においては、第１の搭載ヘッド１５Ａ、第２の搭載ヘッド１５Ｂは吸着ノ
ズル１５ａによってトレイ２２からトレイ部品を取り出し、第１の基板搬送機構１２Ａ、
第２の基板搬送機構１２Ｂの基板保持部１２ａの位置決め保持された基板４に移送搭載す
る。すなわち電子部品搭載装置Ｍ４Ａにおいては、第１の部品搭載機構、第２の部品搭載
機構に対応する第１の部品供給部１６Ａ、第２の部品供給部１６Ｂにそれぞれ第１のトレ
イフィーダ２０Ａ、第２のトレイフィーダ２０Ｂを配置した構成となっている。第１の部
品供給部１６Ａ、第２の部品供給部１６Ｂ以外の構成および機能については、電子部品搭
載装置Ｍ１～Ｍ３と同様である。電子部品搭載装置Ｍ４Ａにて実装作業を終えた部品実装
済みの基板４は、下流側に接続されたリフロー装置（不図示）に搬入され、ここで基板４
を加熱することにより、電子部品及びトレイ部品を基板４の回路電極に半田接合する。
【００２０】
　上記電子部品実装システム１の構成において、電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａにおける
第１の基板搬送機構１２Ａを連結して形成される搬送レーンおよびこの搬送レーンに対応
して設けられた各作業動作機構は、第１実装レーンＬ１を形成する。同様に、電子部品搭
載装置Ｍ１～Ｍ４Ａにおける第２の基板搬送機構１２Ｂを連結して形成される搬送レーン
およびこの搬送レーンに対応して設けられた各作業動作機構は、第２実装レーンＬ２を形
成する。
【００２１】
　本実施の形態における部品実装用装置である上述の電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａの構
成において、各装置は何れも上流側装置から受け渡された基板４を基板搬送方向に搬送し
、基板４を位置決めして保持する基板保持部１２ａを有する複数の基板搬送機構（第１の
基板搬送機構１２Ａおよび第２の基板搬送機構１２Ｂ）と、これら基板搬送機構のそれぞ
れに対応して設けられ、基板保持部１２ａに保持された基板４を対象として所定の作業動
作を実行する複数の作業動作機構（第１の作業動作機構、第２の作業動作機構）とを備え
た構成となっている。
【００２２】
　上述した構成において、２つの基板搬送機構のそれぞれには、１つの作業動作機構が対
応して設けられている。これらの作業動作機構の構成において、第１の搭載ヘッド１５Ａ
および第２の搭載ヘッド１５Ｂは１対の作業動作機構について共通に設けられたＹ軸移動
テーブル１３によって２つの基板搬送機構の何れの上方にも移動可能となっていることか
ら、それぞれの作業動作機構が作業対象とすることが可能な基板４は，必ずしも当該作業
動作機構に対応する基板搬送機構に位置決め保持された基板４には限定されない。
【００２３】
　このため、本実施の形態に示す電子部品実装システム１においては、各電子部品搭載装
置Ｍ１～Ｍ４Ａにおいて、制御部４１（図４参照）によって複数の基板搬送機構および複
数の作業動作機構を制御することにより、以下に説明する２つの作業モードを選択して実
行させるようにしている。すなわち、一の作業動作機構によってこの作業動作機構に対応
した基板搬送機構の基板保持部１２ａに保持された基板４のみを対象として、実装レーン
毎に独立して作業動作を実行させる第１の作業モード（いわゆる独立作業モード）と、一
の作業動作機構によって複数の基板搬送機構の基板保持部１２ａに保持された複数の基板
４の何れをも対象として、各実装レーンを交互に作業対象として作業動作を実行可能な第
２の作業モード（いわゆる交互作業モード）とを、選択的に実行させるようにしている。
これにより、生産対象とする基板種の特性や生産ロット数に対応したフレキシブルな生産
形態を選択できるようになっている。
【００２４】
　次に、図４を参照して電子部品実装システム１の制御系の構成を説明する。図４におい
て、ホストコンピュータ３はモード指令部４０、制御部４１、通信部４２、記憶部４３、
操作・入力部４４、表示部４５を備えている。モード指令部４０は、電子部品実装システ
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ム１を構成する部品実装用装置である電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａのそれぞれにおいて
、選択的に実行すべき作業モードを各装置に対して指令する。すなわち、モード指令部４
０からＬＡＮシステム２を介してモード指令が送られることにより、電子部品搭載装置Ｍ
１～Ｍ４Ａはそれぞれ指定された作業モードにしたがって、作業動作を実行する。制御部
４１は、電子部品実装システム１を構成する各装置よって実行される作業動作を統括して
制御する。
【００２５】
　通信部４２は、電子部品実装システム１を構成する電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａとの
間で信号の授受を、ＬＡＮシステム２を介して行う。記憶部４３は電子部品実装システム
１の各装置において対象となる各基板品種について、作業動作を実行するために必要な作
業データおよび作業プログラム、すなわち各基板を対象とした電子部品実装を実行するた
めのデータやプログラムのほか、前述の作業モードに関する情報を記憶する。すなわち、
記憶部４３は作業モード記憶部４６を含んでおり、作業モード記憶部４６には前述の第１
の作業モード、第２の作業モードを実行するための第１の作業モードデータ４６ａ、第２
の作業モードデータ４６ｂが記憶されている。
【００２６】
　操作・入力部４４は、タッチパネルなどの入力装置であり、電子部品実装システム１を
管理するライン管理者が各種の操作指示を入力する。この操作指示には、前述の作業モー
ドの指示が含まれる。すなわち、ライン管理者が操作・入力部４４から作業モード指示を
入力することにより、モード指令部４０による作業モードの指令が行われる。表示部４５
は液晶パネルなどの表示パネルであり、操作指示入力時の案内画面や、基板品種切り替え
時に必要となる段取り替え作業の指示などの表示を行う。
【００２７】
　次に、電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａの制御系について説明する。電子部品搭載装置Ｍ
１～Ｍ４Ａは通信部５０、作業制御部５１、作業データ記憶部５２を備えている。通信部
５０はＬＡＮシステム２に接続されており、電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａとホストコン
ピュータ３との間での信号やデータの授受が行われる。これにより、ホストコンピュータ
３の記憶部４３に記憶された作業データのうち、当該装置にて実行対象となる作業動作を
実行するために必要な作業データおよび作業プログラムが作業データ記憶部５２に書き込
まれる。
【００２８】
　作業制御部５１は、ＬＡＮシステム２を介してホストコンピュータ３のモード指令部４
０から指令されたモード指令信号に基づき、作業データ記憶部５２に記憶された作業デー
タを参照して、第１の基板搬送機構１２Ａおよび第２の基板搬送機構１２Ｂ、第１の作業
動作機構５３、第２の作業動作機構５４を制御する。ここで第１の作業動作機構５３、第
２の作業動作機構５４は、それぞれ第１実装レーンＬ１，第２実装レーンＬ２に付随する
作業動作機構である。これにより、電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａの各装置において、ホ
ストコンピュータ３より指令された第１の作業モードデータ４６ａ、第２の作業モードデ
ータ４６ｂに基づく作業動作が実行される。
【００２９】
　電子部品実装システム１は上記のように構成されており、当該電子部品実装システム１
による電子部品実装方法について説明する。前述のように、本実施の形態に示す電子部品
実装システム１は、各実装レーンにてトレイフィーダに収納されたトレイ部品を実装対象
に含む基板の生産性を高めた形態を実現することを目的として構成されているため、実際
の適用例においては種々のバリエーションが生産対象に応じて適宜採用される。以下、２
種類の実施例について図５、図６を参照して説明する。
【００３０】
　まず図５に示す実施例１は、４基の電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａによって電子部品実
装システム１を構成した例を示している。ここで、電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ３は図２に
示すように、第１の部品供給部１６Ａ、第２の部品供給部１６Ｂの何れにもテープフィー
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ダ１９が装着されたタイプの電子部品搭載装置であり、電子部品搭載装置Ｍ４Ａは図３に
示すように、第１の部品供給部１６Ａ、第２の部品供給部１６Ｂの何れにもトレイフィー
ダ２０（２０Ａ，２０Ｂ）が装着されたタイプの電子部品搭載装置である。すなわち、こ
の実施例１では、電子部品実装システム１を構成する部品実装用装置のうち少なくとも１
つは、第１の作業動作機構としての部品搭載機構の搭載ヘッドによって取り出される電子
部品を収納する第１のトレイフィーダと、第２の作業動作機構としての部品搭載機構の搭
載ヘッドによって取り出される電子部品を収納する第２のトレイフィーダとを備えた電子
部品搭載装置となっている。
【００３１】
　そしてこのような構成の電子部品実装システム１による電子部品実装方法においては、
まずホストコンピュータ３のモード指令部４０が、全ての電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ａ
に対して選択的に実行すべき作業モードとして第１の作業モードを指令する。そして部品
搭載作業が開始されると、図５（ａ）に示すように、最上流の電子部品搭載装置Ｍ１によ
って第１の作業モードに従った部品搭載作業が実行される。ここでは、第１実装レーンＬ
１、第２実装レーンＬ２に時間差をおいてそれぞれ基板４が供給される場合の例を示して
いる。
【００３２】
　すなわち、まず電子部品搭載装置Ｍ１の第１実装レーンＬ１に先行基板である基板４（
１）が搬入され、電子部品搭載装置Ｍ１に備えられた第１の部品搭載機構の第１の搭載ヘ
ッド１５Ａによって基板４（１）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ａ）。次
いで第１実装レーンＬ１における部品搭載作業と独立して、第２実装レーンＬ２に後続基
板である基板４（２）が搬入され、第２の部品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５Ｂによっ
て基板４（２）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ｂ）。そして電子部品搭載
装置Ｍ１による部品搭載作業が完了した後の基板４（１）、基板４（２）は、順次下流側
の電子部品搭載装置Ｍ２、Ｍ３へ渡され、電子部品搭載装置Ｍ２、Ｍ３においても同様に
、第１の作業モードに従った部品搭載作業が実行される。
【００３３】
　図５（ｂ）は、電子部品搭載装置Ｍ３による部品搭載作業が先に完了した基板４（１）
が電子部品搭載装置Ｍ４Ａに搬入され、後続基板である基板４（２）がまだ電子部品搭載
装置Ｍ３に滞留して作業対象となっている状態を示している。すなわち、電子部品搭載装
置Ｍ３の第２実装レーンＬ２においては、第２の部品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５Ｂ
によって基板４（２）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ｃ）。そして電子部
品搭載装置Ｍ４Ａの第１実装レーンＬ１においては、第１の部品搭載機構の第１の搭載ヘ
ッド１５Ａによって第１のトレイフィーダ２０Ａから取り出したトレイ部品を基板４（１
）に搭載する部品搭載作業が実行される（矢印ｄ）。
【００３４】
　次いで図５（ｃ）に示すように、電子部品搭載装置Ｍ４Ａにおける部品搭載作業が終了
した基板４（１）は下流側へ搬出される（矢印ｅ）。また電子部品搭載装置Ｍ３による部
品搭載作業が完了した後の基板４（２）は、電子部品搭載装置Ｍ４Ａに搬入される。そし
て電子部品搭載装置Ｍ４Ａの第２実装レーンＬ２において、第２の部品搭載機構の第２の
搭載ヘッド１５Ｂによって第２のトレイフィーダ２０Ｂから取り出したトレイ部品を基板
４（２）に搭載する部品搭載作業が実行される（矢印ｆ）。
【００３５】
　上述した実施例１によれば、トレイフィーダに収納されたトレイ部品を実装対象に含む
基板を各実装レーンにて制約なく生産対象とすることが可能となる。また、従来は各実装
レーンに対応してトレイフィーダを複数備えた部品実装装置が一般に用いられていなかっ
たため（従来はトレイフィーダを一側のみに配置した電子部品搭載装置が一般に用いられ
ていた）、実装レーンを２つ備えた電子部品搭載装置を用いてトレイフィーダに収納され
たトレイ部品を実装対象に含む基板を各実装レーンにて同時に生産したい場合、トレイフ
ィーダを一側のみに配置した電子部品搭載装置を第２の作業モードにして稼動させるか、
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当該電部品搭載装置を２基連結しなければならなかった。しかしながら上記構成の本願発
明によれば、電子部品搭載装置の両側にトレイフィーダを配置したので、従来のように第
２の作業モードにして稼動させる必要がなく（装置の複雑化を抑制）、さらにトレイフィ
ーダを一側のみに配置した電子部品搭載装置を２基連結する必要もない。したがって、設
備費用を低廉にすることができるとともに装置の占有面積を低減することが可能になって
いる。
【００３６】
　次に図６に示す実施例２では、ホストコンピュータ３のモード指令部４０が、電子部品
搭載装置Ｍ４Ａに対して選択的に実行すべき作業モードとして第２の作業モードを指令し
、他の電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ３に対しては実施例１と同様に第１の作業モードが指令
される。この実施例２では、電子部品搭載装置Ｍ４Ａは第１の基板搬送機構１２Ａの基板
保持部１２ａに保持された基板４（１）、さらに第２の基板搬送機構１２Ｂの基板保持部
１２ａに保持された基板４（２）を対象として、第２の作業モードによる部品搭載作業を
行うように制御指令がなされる。すなわちこの実施例２では、モード指令部４０は少なく
とも１つの電子部品搭載装置に対して選択的に実行すべき作業モードとして第２の作業モ
ードを指令し、第１のトレイフィーダ２０Ａ、第２のトレイフィーダ２０Ｂはそれぞれ第
１の基板搬送機構１２Ａおよび第２の基板搬送機構１２Ｂの基板保持部１２ａに保持され
た２つの基板４（１）、４（２）の何れをも対象とする部品実装作業に用いられる。
【００３７】
　部品搭載作業が開始されると、図６（ａ）に示すように、最上流の電子部品搭載装置Ｍ
１によって第１の作業モードに従った部品搭載作業が実行される。ここでは図５に示す例
と同様に、第１実装レーンＬ１、第２実装レーンＬ２に時間差をおいてそれぞれ基板４が
供給される場合の例を示している。すなわち、まず電子部品搭載装置Ｍ１の第１実装レー
ンＬ１に先行基板である基板４（１）が搬入され、電子部品搭載装置Ｍ１に備えられた第
１の部品搭載機構の第１の搭載ヘッド１５Ａによって基板４（１）を対象とする部品搭載
作業が実行される（矢印ｇ）。
【００３８】
　次いで第１実装レーンＬ１における部品搭載作業と独立して、第２実装レーンＬ２に後
続基板である基板４（２）が搬入され、第２の部品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５Ｂに
よって基板４（２）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ｈ）。そして電子部品
搭載装置Ｍ１による部品搭載作業が完了した後の基板４（１）、基板４（２）は、順次下
流側の電子部品搭載装置Ｍ２、Ｍ３へ渡され、電子部品搭載装置Ｍ２、Ｍ３においても同
様に、第１の作業モードに従った部品搭載作業が実行される。
【００３９】
　図６（ｂ）は、電子部品搭載装置Ｍ３による部品搭載作業が先に完了した基板４（１）
が電子部品搭載装置Ｍ４Ａに搬入され、後続基板である基板４（２）がまだ電子部品搭載
装置Ｍ３に滞留して作業対象となっている状態を示している。すなわち、電子部品搭載装
置Ｍ３の第２実装レーンＬ２においては、第２の部品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５Ｂ
によって基板４（２）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ｉ）。そして電子部
品搭載装置Ｍ４Ａの第１実装レーンＬ１においては、第１の部品搭載機構の第１の搭載ヘ
ッド１５Ａによって第１のトレイフィーダ２０Ａから取り出したトレイ部品を基板４（１
）に搭載する部品搭載作業が実行される（矢印ｊ）。この部品搭載作業と交互に、第２の
部品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５Ｂによって第２のトレイフィーダ２０Ｂから取り出
したトレイ部品を基板４（１）に搭載する部品搭載作業が実行される（矢印ｋ）。
【００４０】
　次いで図６（ｃ）に示すように、電子部品搭載装置Ｍ４Ａにおける部品搭載作業が終了
した基板４（１）は下流側へ搬送されて下流側へ搬出される（矢印ｌ）。また電子部品搭
載装置Ｍ３による部品搭載作業が完了した後の基板４（２）は、電子部品搭載装置Ｍ４Ａ
に搬入される。そして電子部品搭載装置Ｍ４Ａの第２実装レーンＬ２において、第２の部
品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５Ｂによって第２のトレイフィーダ２０Ｂから取り出し
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たトレイ部品を基板４（２）に搭載する部品搭載作業が実行される（矢印ｍ）。この部品
搭載作業と交互に、第１の部品搭載機構の第１の搭載ヘッド１５Ａによって第１のトレイ
フィーダ２０Ａから取り出したトレイ部品を基板４（２）に搭載する部品搭載作業が実行
される（矢印ｎ）。そして電子部品搭載装置Ｍ４Ａによる基板４（２）を対象とする部品
搭載動作が完了すると、基板４（２）は基板（１）と同様に下流側に搬出される。
【００４１】
　上述した実施例２によれば、第１のトレイフィーダ２０Ａ、第２のトレイフィーダ２０
Ｂはそれぞれ第１の基板搬送機構１２Ａおよび第２の基板搬送機構１２Ｂの基板保持部１
２ａに保持された２つの基板４（１）、４（２）の何れをも対象とする部品実装作業に用
いられるので、基板４（１）、４（２）に搭載されるトレイ部品の種類数を増やすことが
でき、トレイフィーダを配置した電子部品搭載装置を増設することなく広範囲の基板品種
に対応することが可能となっている。
【００４２】
（第２の実施の形態）
　次に図７、図８、図９を用いて、本発明の第２の実施の形態における部品実装システム
について説明する。本発明の第２の実施の形態では、第１の実施の形態における電子部品
搭載装置Ｍ４Ａに換えて後述する電子部品搭載装置Ｍ４Ｂを用いる。図７において、電子
部品搭載装置Ｍ４Ｂは第１の部品供給部１６Ａに第１のトレイフィーダ２０Ａ１とパーツ
フィーダとしてのテープフィーダ１９Ａを併設させ、同様に第２の部品供給部１６Ｂにパ
ーツフィーダとしてのテープフィーダ１９Ｂと第２のトレイフィーダ２０Ｂ１を併設させ
た構造となっている。そして第１のトレイフィーダ２０Ａ１、第２のトレイフィーダ２０
Ｂ１は、電子部品搭載装置Ｍ４Ｂを平面視して当該電子部品搭載装置Ｍ４Ｂの中心Ｃに関
して点対称に配置されている。なお、その他の構成については電子部品搭載装置Ｍ４Ａと
同様であるため説明を省略する。
【００４３】
　次に、電子部品搭載装置Ｍ４Ｂを含んだ電子部品実装システムによる電子部品実装方法
について説明する。第１の実施の形態と同様、第２の実施の形態に示す電子部品実装シス
テムによる電子部品実装方法においても種々のバリエーションが生産対象に応じて適宜採
用される。以下、２種類の実施例について図８、図９を参照して説明する。
【００４４】
　まず図８に示す実施例３は、４基の電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ｂによって電子部品実
装システム１を構成した例を示している。ここで電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ３は、図２に
示すように第１の部品供給部１６Ａ、第２の部品供給部１６Ｂの何れにもテープフィーダ
１９が装着されたタイプのものである。また電子部品搭載装置Ｍ４Ｂは、図７に示すよう
に第１の部品供給部１６Ａにて第１のトレイフィーダ２０Ａ１とテープフィーダ１９Ａを
併設し、同様に第２の部品供給部１６Ｂにてテープフィーダ１９Ｂと第２のトレイフィー
ダ２０Ｂ１を併設し、且つ電子部品搭載装置Ｍ４Ｂを平面視して当該電子部品搭載装置Ｍ
４Ｂの中心Ｃに関して点対称に配置したタイプのものである。すなわち、本発明の第２の
実施の形態において第１のトレイフィーダ２０Ａ１、第２のトレイフィーダ２０Ｂ１はそ
れぞれ他種のパーツフィーダと併設され、少なくとも１つの電子部品搭載装置を平面視し
て当該電子部品搭載装置の中心に関して点対称に配置される。
【００４５】
　上記構成の電子部品実装システム１による電子部品実装方法においては、まずホストコ
ンピュータ３のモード指令部４０が、全ての電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ４Ｂに対して選択
的に実行すべき作業モードとして第１の作業モードを指令する。そして部品搭載作業が開
始されると、図８（ａ）に示すように、最上流の電子部品搭載装置Ｍ１によって第１の作
業モードに従った部品搭載作業が実行される。ここでは実施例１，２と同様、第１実装レ
ーンＬ１、第２実装レーンＬ２に時間差をおいてそれぞれ基板４が供給される場合の例を
示している。
【００４６】
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　すなわち、まず電子部品搭載装置Ｍ２の第１実装レーンＬ１に先行基板である基板４（
１）が搬入され、電子部品搭載装置Ｍ１に備えられた第１の部品搭載機構の第１の搭載ヘ
ッド１５Ａによって基板４（１）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ｏ）。次
いで第１実装レーンＬ１における部品搭載作業と独立して、第２実装レーンＬ２に後続基
板である基板４（２）が搬入され、第２の部品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５Ｂによっ
て基板４（２）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ｐ）。そして電子部品搭載
装置Ｍ１による部品搭載作業が完了した後の基板４（１）、基板４（２）は、順次下流側
の電子部品搭載装置Ｍ２、Ｍ３へ渡され、電子部品搭載装置Ｍ２、Ｍ３においても同様に
、第１の作業モードに従った部品搭載作業が実行される。
【００４７】
　図８（ｂ）は、電子部品搭載装置Ｍ３による部品搭載作業が先に完了した基板４（１）
が、電子部品搭載装置Ｍ４Ｂに搬入され、後続基板である基板４（２）がまだ電子部品搭
載装置Ｍ３に滞留して作業対象となっている状態を示している。すなわち、電子部品搭載
装置Ｍ３の第２実装レーンＬ２においては、第２の部品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５
Ｂによって基板４（２）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ｑ）。そして電子
部品搭載装置Ｍ４Ｂの第１実装レーンＬ１においては、第１の部品搭載機構の第１の搭載
ヘッド１５Ａによって第１のトレイフィーダ２０Ａ１から取り出したトレイ部品を基板４
（１）に搭載する部品搭載作業が実行され（矢印ｒ）、次いで第１の搭載ヘッド１５Ａに
よってテープフィーダ１９Ａから取り出した電子部品を基板４（１）に搭載する部品搭載
作業が実行される（矢印ｓ）。
【００４８】
　次いで図８（ｃ）に示すように、電子部品搭載装置Ｍ４Ｂにおける部品搭載作業が完了
した基板４（１）は下流側へ搬出される（矢印ｔ）。また電子部品搭載装置Ｍ３による部
品搭載作業が完了した後の基板４（２）は、電子部品搭載装置Ｍ４Ｂに搬入される。そし
て電子部品搭載装置Ｍ４Ｂの第２実装レーンＬ２において、第２の部品搭載機構の第２の
搭載ヘッド１５Ｂによってテープフィーダ１９Ｂから取り出した電子部品を基板４（２）
に搭載する部品搭載作業が実行され（矢印ｕ）、次いで第２の搭載ヘッド１５Ｂによって
第２のトレイフィーダ２０Ｂ１から取り出した電子部品を基板４（２）に搭載する部品搭
載作業が実行される（矢印ｖ）。なお、各実装レーンにおいてトレイフィーダ２０Ａ１，
２０Ｂ１に収納されたトレイ部品の搭載作業とテープフィーダ１９Ａ，１９Ｂに収納され
た電子部部品の搭載作業の順序は逆でもよい。
【００４９】
　上述した実施例３によれば、第１のトレイフィーダ２０Ａ１、第２のトレイフィーダ２
０Ｂ１はそれぞれ他種のパーツフィーダと併設され、電子部品搭載装置Ｍ４Ｂを平面視し
て当該電子部品搭載装置の中心Ｃに関して点対称に配置されるので、同一図面によって電
子部品搭載装置Ｍ４Ｂの前側部、後側部の生産が可能となり、その結果、電子部品搭載装
置Ｍ４Ｂの製造コストを低減させることができる。
【００５０】
　次に図９に示す実施例４では、ホストコンピュータ３のモード指令部４０が、電子部品
搭載装置Ｍ４Ｂに対して選択的に実行すべき作業モードとして第２の作業モードを指令し
、他の電子部品搭載装置Ｍ１～Ｍ３に対しては第１の作業モードを指令する。この実施例
４では、電子部品搭載装置Ｍ４Ｂは第１の基板搬送機構１２Ａの基板保持部１２ａに保持
された基板４（１）、さらに第２の基板搬送機構１２Ｂの基板保持部１２ａに保持された
基板４（２）を対象として、第２の作業モードによる部品搭載作業を行うように制御指令
がなされる。すなわちこの実施例４では、モード指令部４０は少なくとも１つの電子部品
搭載装置に対して選択的に実行すべき作業モードとして第２の作業モードを指令し、第１
のトレイフィーダ２０Ａ１、第２のトレイフィーダ２０Ｂ１、及びテープフィーダ１９Ａ
、テープフィーダ１９Ｂはそれぞれ第１の基板搬送機構１２Ａおよび第２の基板搬送機構
１２Ｂの基板保持部１２ａに保持された２つの基板４（１）、４（２）の何れをも対象と
する部品実装作業に用いられる。
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【００５１】
　図９（ａ）に示すように、部品搭載作業が開始されると最上流の電子部品搭載装置Ｍ１
によって第１の作業モードに従った部品搭載作業が実行される。ここでは図５、図６、図
８に示す例と同様に、第１実装レーンＬ１、第２実装レーンＬ２に時間差をおいてそれぞ
れ基板４が供給される場合の例を示している。すなわち、まず電子部品搭載装置Ｍ１の第
１実装レーンＬ１に先行基板である基板４（１）が搬入され、電子部品搭載装置Ｍ１に備
えられた第１の部品搭載機構の第１の搭載ヘッド１５Ａによって基板４（１）を対象とす
る部品搭載作業が実行される（矢印ｗ）。
【００５２】
　次いで第１実装レーンＬ１における部品搭載作業と独立して、第２実装レーンＬ２に後
続基板である基板４（２）が搬入され、第２の部品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５Ｂに
よって基板４（２）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ｘ）。そして電子部品
搭載装置Ｍ１による部品搭載作業が完了した後の基板４（１）、基板４（２）は、順次下
流側の電子部品搭載装置Ｍ２、Ｍ３へ渡され、電子部品搭載装置Ｍ２、Ｍ３においても同
様に、第１の作業モードに従った部品搭載作業が実行される。
【００５３】
　図９（ｂ）は、電子部品搭載装置Ｍ３による部品搭載作業が先に完了した基板４（１）
が電子部品搭載装置Ｍ４Ｂに搬入され、後続基板である基板４（２）がまだ電子部品搭載
装置Ｍ３に滞留して作業対象となっている状態を示している。すなわち、電子部品搭載装
置Ｍ３の第２実装レーンＬ２においては、第２の部品搭載機構の第２の搭載ヘッド１５Ｂ
によって基板４（２）を対象とする部品搭載作業が実行される（矢印ｙ）。そして電子部
品搭載装置Ｍ４Ｂの第１実装レーンＬ１においては、第１の部品搭載機構の第１の搭載ヘ
ッド１５Ａによって基板４（１）を対象とする部品搭載作業が実行される。具体的には、
第１の搭載ヘッド１５Ａによって第１のトレイフィーダ２０Ａ１から取り出したトレイ部
品を基板４（１）に搭載する部品搭載作業が実行され（矢印ｚ）、次いで第１の搭載ヘッ
ド１５Ａによってテープフィーダ１９Ａから取り出した電子部品を基板４（１）に搭載す
る部品搭載作業が実行される（矢印α）。この部品搭載作業と交互に、第２の部品搭載機
構の第２の搭載ヘッド１５Ｂによる部品搭載作業が実行される。具体的には、第２の搭載
ヘッド１５Ｂによってテープフィーダ１９Ｂから取り出した電子部品を基板４（１）に搭
載する部品搭載作業が実行され（矢印β）、次いで第２の搭載ヘッド１５Ｂによって第２
のトレイフィーダ２０Ｂ１から取り出したトレイ部品を基板４（１）に搭載する部品搭載
作業が実行される（矢印γ）。
【００５４】
　次いで図９（ｃ）に示すように、電子部品搭載装置Ｍ４Ｂにおける部品搭載作業が終了
した基板４（１）は下流側へ搬送される（矢印δ）。また電子部品搭載装置Ｍ３における
部品搭載作業が完了した後の基板（２）は、電子部品搭載装置Ｍ４Ｂに搬入される。そし
て電子部品搭載装置Ｍ４Ａの第２実装レーンＬ２において、第２の部品搭載機構の第２の
搭載ヘッド１５Ｂによって基板４（２）を対象とする部品搭載作業が実行される。具体的
には、第２の搭載ヘッド１５Ｂによってテープフィーダ１９Ｂから取り出した電子部品を
基板４（２）に搭載する部品搭載作業が実行され（矢印ε）、次いで第２の搭載ヘッド１
５Ｂによって第２のトレイフィーダ２０Ｂ１から取り出した電子部品を基板４（１）に搭
載する部品搭載作業が実行される（矢印θ）。この部品搭載作業と交互に、第１の部品搭
載機構の第１の搭載ヘッド１５Ａによる部品搭載作業が実行される。具体的には、第１の
搭載ヘッド１５Ａによって第１のトレイフィーダ２０Ａ１から取り出した電子部品を基板
４（１）に搭載する部品搭載作業が実行され（矢印σ）、次いで第１の搭載ヘッド１５Ａ
によってテープフィーダ１９Ａから取り出した電子部品を基板４（１）に搭載する部品搭
載作業が実行される（矢印ω）。なお、各部品供給部１６にてトレイフィーダ２０に収納
されたトレイ部品とテープフィーダ１９に収納された電子部品の搭載作業の順序は逆でも
よい。
【００５５】
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　上述した実施例４によれば、実施例３について述べた効果とともに、基板に搭載される
トレイフィーダに収納されたトレイ部品およびテープフィーダに収納された電子部品の種
類数を増やすことができ、広範囲の基板品種に対応することが可能となっている。
【００５６】
　上記説明したように本実施の形態に示す電子部品実装システムは、複数の基板搬送機構
を備えた部品実装用装置を複数連結して構成された電子部品実装システムにおいて、この
部品実装用装置のうち少なくとも１つは、第１の作業動作機構としての部品搭載機構の搭
載ヘッドによって取り出される電子部品を収納する第１のトレイフィーダと、第２の作業
動作機構としての部品搭載機構の搭載ヘッドによって取り出される電子部品を収納する第
２のトレイフィーダとを備えたので、トレイ部品を実装対象に含む基板を何れの基板搬送
機構においても制約なく生産することが可能となり、トレイ部品を実装対象に含む基板の
生産効率にすぐれた電子部品実装システムを実現することができる。
【００５７】
　また、第１のトレイフィーダ、第２のトレイフィーダはそれぞれ第１の基板搬送機構お
よび第２の基板搬送機構の基板保持部に保持された２つの基板の何れをも対象とする部品
実装作業に用いられる構成とすることで、基板に搭載されるトレイ部品の種類数を増やす
ことができ、トレイフィーダを配置した電子部品搭載装置を増設することなく広範囲の基
板品種に対応することが可能となっている。
【００５８】
　さらに、第１のトレイフィーダ、第２のトレイフィーダをそれぞれ他種のパーツフィー
ダと併設し、電子部品搭載装置を平面視して当該電子部品搭載装置の中心に関して点対称
に配置することにより、同一図面によって電子部品搭載装置の前側部、後側部の生産が可
能となり、その結果、電子部品搭載装置の製造コストを低減させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明の電子部品実装システムおよび電子部品実装方法は、各基板搬送機構にて搬送さ
れるトレイフィーダに収納されたトレイ部品を実装対象に含む基板を制約なく生産対象と
することが可能となり、トレイ部品を実装対象に含む基板の生産効率にすぐれるという利
点を有し、基板に電子部品を実装して実装基板を製造する電子部品実装分野において有用
である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　電子部品実装システム
　４、４（１）、４（２）　基板
　１２Ａ　第１の基板搬送機構
　１２Ｂ　第２の基板搬送機構
　１２ａ　基板保持部
　１５Ａ　第１の搭載ヘッド
　１５Ｂ　第２の搭載ヘッド
　１６Ａ　第１の部品供給部
　１６Ｂ　第２の部品供給部
　１９、１９Ａ、１９Ｂ　テープフィーダ
　２０Ａ、２０Ａ１　第１のトレイフィーダ
　２０Ｂ、２０Ｂ１　第２のトレイフィーダ
　Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４Ａ、Ｍ４Ｂ　電子部品搭載装置
　Ｌ１　第１実装レーン
　Ｌ２　第２実装レーン
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