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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部品を基板上に配置する実装装置であって、
　部品を採取する採取部材が装着された昇降部材を昇降させる第１昇降駆動部と、
　前記昇降部材に対して前記採取部材を昇降させる第２昇降駆動部と、
　転写ステージを有し、前記転写ステージに転写材の転写膜を形成する転写装置と、
　前記転写ステージのステージ高さ及び前記部品の部品厚さの少なくとも一方を測定する
高さ測定装置と、
　前記高さ測定装置により測定された前記ステージ高さの情報及び前記部品厚さの情報の
うち１以上を含む高さ情報に基づいて、前記部品に前記転写膜を転写する際に、少なくと
も前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、（ａ）設計上の前記ステージ高さに対する前記高さ測定装置により測定
された前記ステージ高さの高さ差分値及び（ｂ）設計上の前記部品厚さに対する前記高さ
測定装置により測定された前記部品厚さの厚さ差分値との少なくとも一方の差分値を算出
し、算出した前記高さ差分値及び／又は前記厚さ差分値の少なくとも一部を設計上の停止
位置に対する前記昇降部材の停止位置の補正値として設定し、前記補正値を用いて前記部
品に前記転写膜を転写する際の前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御し、前記差分値の残
りの部分を前記第２昇降駆動部による前記採取部材の昇降ストロークによりカバーするよ
う制御する実装装置。
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【請求項２】
　前記制御部は、前記高さ情報を用いて、前記転写ステージと前記昇降部材との距離が前
記採取部材の昇降ストロークに応じた距離となる停止位置に前記昇降部材が位置するよう
前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御する、請求項１に記載の実装装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記差分値に対し、前記第２ 昇降駆動部がカバーするストロークより
も前記補正値の方が大きくなるように前記補正値を設定する、請求項１又は２に記載の実
装装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記高さ情報に基づき、前記昇降部材の停止位置における前記採取部材
の基準高さで前記採取部材に保持されている部品と前記転写ステージとの離間距離が一定
となるように、前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御する、請求項１～３のいずれか１項
に記載の実装装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の実装装置であって、
　前記採取部材に加わる荷重を検出する検出部、を備え、
　前記制御部は、前記昇降部材及び／又は前記採取部材の昇降制御において、前記昇降部
材に装着された部材への接触を前記検出部で検出することにより前記ステージ高さ及び部
品厚さのうち１以上を測定する、実装装置。
【請求項６】
　部品を基板上に配置する実装装置であって、
　部品を採取する採取部材が装着された昇降部材を昇降させる第１昇降駆動部と、
　前記昇降部材に対して前記採取部材を昇降させる第２昇降駆動部と、
　転写ステージを有し、前記転写ステージに転写材の転写膜を形成する転写装置と、
　前記転写ステージのステージ高さ及び前記採取部材に保持されている部品の下面の下面
高さの少なくとも一方を測定する高さ測定装置と、
　前記高さ測定装置により測定された前記ステージ高さの情報及び前記下面高さの情報の
うち１以上を含む高さ情報に基づいて、前記部品に前記転写膜を転写する際に、少なくと
も前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、（ａ）設計上の前記ステージ高さに対する前記高さ測定装置により測定
された前記ステージ高さの高さ差分値及び（ｂ）設計上の前記下面高さに対する前記高さ
測定装置により測定された前記下面高さの高さ差分値との少なくとも一方の差分値を算出
し、算出した前記ステージ高さの高さ差分値及び／又は前記下面高さの高さ差分値の少な
くとも一部を設計上の停止位置に対する前記昇降部材の停止位置の補正値として設定し、
前記補正値を用いて前記部品に前記転写膜を転写する際の前記第１昇降駆動部の昇降動作
を制御し、前記差分値の残りの部分を前記第２昇降駆動部による前記採取部材の昇降スト
ロークによりカバーするよう制御する実装装置。
【請求項７】
　部品を採取する採取部材が装着された昇降部材を昇降させる第１昇降駆動部と、前記昇
降部材のうち前記採取部材を昇降させる第２昇降駆動部と、転写ステージを有し前記転写
ステージに転写材の転写膜を形成する転写装置とを備え、前記転写ステージ上に形成され
た前記転写膜に部品を接触させた後、部品を基板上に配置する実装装置の制御方法であっ
て、
　測定部により測定された前記転写ステージのステージ高さの情報及び部品厚さの情報の
うち１以上を含む高さ情報に基づいて、前記転写膜に部品を接触させる際に少なくとも前
記第１昇降駆動部の昇降動作を制御するステップ、
　を含み、
　前記ステップは、
　（ａ）設計上の前記ステージ高さに対する前記測定部により測定された前記ステージ高
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さの高さ差分値及び（ｂ）設計上の前記部品厚さに対する前記測定部により測定された前
記部品厚さの厚さ差分値との少なくとも一方の差分値を算出するステップと、
　算出した前記高さ差分値及び／又は前記厚さ差分値の少なくとも一部を設計上の停止位
置に対する前記昇降部材の停止位置の補正値として設定するステップと、
　前記補正値を用いて前記部品に前記転写膜を転写する際の前記第１昇降駆動部の昇降動
作を制御するステップと、
　前記差分値の残りの部分を前記第２昇降駆動部による前記採取部材の昇降ストロークに
よりカバーするよう制御するステップと、
　を含む実装装置の制御方法。
【請求項８】
　部品を採取する採取部材が装着された昇降部材を昇降させる第１昇降駆動部と、前記昇
降部材のうち前記採取部材を昇降させる第２昇降駆動部と、転写ステージを有し前記転写
ステージに転写材の転写膜を形成する転写装置とを備え、前記転写ステージ上に形成され
た前記転写膜に部品を接触させた後、部品を基板上に配置する実装装置の制御方法であっ
て、
　測定部により測定された前記転写ステージのステージ高さの情報及び前記採取部材に保
持されている部品の下面の下面高さの情報のうち１以上を含む高さ情報に基づいて、前記
転写膜に部品を接触させる際に少なくとも前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御するステ
ップ、
　を含み、
　前記ステップは、
　（ａ）設計上の前記ステージ高さに対する前記測定部により測定された前記ステージ高
さの高さ差分値及び（ｂ）設計上の前記下面高さに対する前記測定部により測定された前
記下面高さの高さ差分値との少なくとも一方の差分値を算出するステップと、
　算出した前記ステージ高さの高さ差分値及び／又は前記下面高さの高さ差分値の少なく
とも一部を設計上の停止位置に対する前記昇降部材の停止位置の補正値として設定するス
テップと、
　前記補正値を用いて前記部品に前記転写膜を転写する際の前記第１昇降駆動部の昇降動
作を制御するステップと、
　前記差分値の残りの部分を前記第２昇降駆動部による前記採取部材の昇降ストロークに
よりカバーするよう制御するステップと、
　を含む実装装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、実装装置及び実装装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、実装装置としては、第１昇降部材を昇降させる第１リニアモータと、第１昇降部
材の先端に設けられたノズルを昇降させる第２リニアモータとを備えるものが提案されて
いる（例えば、特許文献１参照）。この実装装置では、第２リニアモータで比較的精密な
昇降を行うことによって、部品の基板への装着能率を高く保ちつつ、吸着ノズルあるいは
基板との当接衝撃による損傷を回避することができる。
【０００３】
　また、実装装置において、フラックスや導体ペーストなどを転写材として転写装置によ
り転写した後に、部品を基板に実装することも行なわれる（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開２０１４／０８０４７２号パンフレット
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【特許文献２】特開２０１４－７８５８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献１の実装装置において転写装置により転写材を転写す
ることも考えられるが、転写装置の取付けや実装ヘッドの取付けにより、転写ステージの
上面位置とノズルとの高さ方向の位置関係が変化する場合や、部品の厚さにばらつきがあ
る場合などには、比較的余裕を持たせたマージンを設ける必要があり、第２リニアモータ
で昇降させるストロークが長くなってしまう。
【０００６】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたものであり、採取部材が装着された昇降部材
を昇降させ、且つ採取部材をも昇降させる構成において、採取部材の昇降ストロークをよ
り短くすることができる実装装置及び実装装置の制御方法を提供することを主目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
【０００８】
　本発明の実装装置は、
　部品を基板上に配置する実装装置であって、
　部品を採取する採取部材が装着された昇降部材を昇降させる第１昇降駆動部と、
　前記昇降部材に対して前記採取部材を昇降させる第２昇降駆動部と、
　転写ステージを有し、前記転写ステージに転写材の転写膜を形成する転写装置と、
　前記転写ステージのステージ高さ及び前記部品の部品厚さの少なくとも一方を測定する
高さ測定装置と、
　前記高さ測定装置により測定された前記ステージ高さの情報及び前記部品厚さの情報の
うち１以上を含む高さ情報に基づいて、前記部品に前記転写膜を転写する際に、少なくと
も前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御する制御部と、
　を備えたものである。
【０００９】
　この実装装置は、部品を採取する採取部材が装着された昇降部材を昇降させる第１昇降
駆動部と、昇降部材に対して採取部材を昇降させる第２昇降駆動部とを備えている。そし
て、この装置は、測定部により測定されたステージ高さの情報及び部品厚さの情報のうち
１以上を含む高さ情報に基づいて、部品に転写膜を転写する際に、少なくとも第１昇降駆
動部の昇降動作を制御する。この装置では、ステージ高さや部品厚さに応じて昇降部材を
転写ステージにより近い位置まで移動することができる。したがって、この装置では、採
取部材が装着された昇降部材を昇降させ、且つ採取部材をも昇降させる構成において、採
取部材の昇降ストロークをより短くすることができる。このため、この装置では、装置の
コンパクト化をより図ることができる。
【００１０】
　本発明の実装装置において、前記制御部は、前記高さ情報を用いて、前記転写ステージ
と前記昇降部材との距離が前記採取部材の昇降ストロークに応じた距離となる停止位置に
前記昇降部材が位置するよう前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御するものとしてもよい
。
【００１１】
　本発明の実装装置において、前記制御部は、（ａ）設計上の前記ステージ高さに対する
前記高さ測定装置により測定された前記ステージ高さの高さ差分値及び（ｂ）設計上の前
記部品厚さに対する前記高さ測定装置により測定された前記部品厚さの厚さ差分値との少
なくとも一方の差分値を算出し、算出した前記高さ差分値及び／又は前記厚さ差分値に基
づき設計上の停止位置に対する前記昇降部材の停止位置の補正値を設定し、前記補正値を
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用いて前記部品に前記転写膜を転写する際の前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御するも
のとしてもよい。
【００１２】
　また、前記制御部は、前記差分値の少なくとも一部を前記補正値として設定し、前記差
分値の残りの部分を前記第２昇降駆動部による前記採取部材の昇降ストロークによりカバ
ーするよう制御するものとしてもよい。
【００１３】
　さらに、前記制御部は、前記第２昇降駆動部がカバーするストロークよりも前記補正値
の方が大きくなるように前記補正値を設定するものとしてもよい。この実装装置では、差
分値に対し、昇降部材の停止位置の補正値よりも第２昇降駆動部がカバーするストローク
が小さくなるため、採取部材の昇降ストロークをより短くすることができる。
【００１４】
　あるいは、本発明の実装装置において、前記制御部は、前記高さ情報に基づき、前記昇
降部材の停止位置における前記採取部材の基準高さで前記採取部材に保持されている部品
と前記転写ステージとの離間距離が一定となるように、前期前記第１昇降駆動部の昇降動
作を制御するものとしてもよい。この実装装置では、昇降部材の停止位置における採取部
材の基準高さで採取部材に保持されている部品と転写ステージとの離間距離が一定となる
ように第１昇降駆動部が昇降動作を行うことにより、第２昇降駆動部は一定の昇降動作と
なり、採取部材の昇降ストロークをより短くすることができる。
【００１５】
　本発明の実装装置は、前記採取部材に加わる荷重を検出する検出部、を備え、前記制御
部は、前記昇降部材及び／又は前記採取部材の昇降制御において、前記昇降部材に装着さ
れた部材への接触を前記検出部で検出することにより前記ステージ高さ及び部品厚さのう
ち１以上を測定するものとしてもよい。このユニットでは、採取部材に加わる荷重を検出
する検出部を利用して転写ステージの高さや部品の厚さを測定することができる。ここで
、昇降部材に装着された部材は、例えば、採取部材としてもよいし、採取部材の代わりに
昇降部材に装着された治具としてもよい。なお、前記検出部は、前記部品を前記基板に実
装する際の前記採取部材に加わる荷重を検出するものとしてもよい。このとき、前記制御
部は、前記部品を前記採取部材に採取させた状態で所定の基準面に該部品を当接させるこ
とにより該部品の厚さを測定するものとしてもよい。
【００１６】
　本発明の実装装置は、
　部品を基板上に配置する実装装置であって、
　部品を採取する採取部材が装着された昇降部材を昇降させる第１昇降駆動部と、
　前記昇降部材に対して前記採取部材を昇降させる第２昇降駆動部と、
　転写ステージを有し、前記転写ステージに転写材の転写膜を形成する転写装置と、
　前記転写ステージのステージ高さ及び前記採取部材に保持されている部品の下面の下面
高さの少なくとも一方を測定する高さ測定装置と、
　前記高さ測定装置により測定された前記ステージ高さの情報及び前記下面高さの情報の
うち１以上を含む高さ情報に基づいて、前記部品に前記転写膜を転写する際に、少なくと
も前記第１昇降駆動部の昇降動作を制御する制御部と、
　を備えたものである。この装置では、ステージ高さや下面高さに応じて昇降部材を転写
ステージにより近い位置まで移動することができる。したがって、この装置では、採取部
材が装着された昇降部材を昇降させ、且つ採取部材をも昇降させる構成において、採取部
材の昇降ストロークをより短くすることができる。このため、この装置では、装置のコン
パクト化をより図ることができる。なお、この実装装置は、上述したいずれかの実装装置
の構成を適宜採用することができる。例えば、上述したいずれかの実装装置において、「
部品厚さ」を「下面高さ」と読み替えることもできる。
【００１７】
　本発明の実装装置の制御方法は、
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　部品を採取する採取部材が装着された昇降部材を昇降させる第１昇降駆動部と、前記昇
降部材のうち前記採取部材を昇降させる第２昇降駆動部と、転写ステージを有し前記転写
ステージに転写材の転写膜を形成する転写装置とを備え、前記転写ステージ上に形成され
た前記転写膜に部品を接触させた後、部品を基板上に配置する実装装置の制御方法であっ
て、
　測定部により測定された前記転写ステージのステージ高さの情報及び部品厚さの情報の
うち１以上を含む高さ情報に基づいて、前記転写膜に部品を接触させる際に少なくとも前
記第１昇降駆動部の昇降動作を制御するステップ、
　を含むものである。
【００１８】
　この制御方法では、上述した実装装置と同様に、ステージ高さや部品厚さに応じて昇降
部材の全体を転写ステージにより近い位置まで移動することができる。したがって、この
制御方法では、採取部材が装着された昇降部材を昇降させ、且つ採取部材をも昇降させる
構成において、採取部材の昇降ストロークをより短くすることができる。なお、この実装
装置の制御方法において、上述した実装装置の種々の態様を採用してもよいし、また、上
述した実装装置の各機能を実現するようなステップを追加してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実装装置１１の一例を表す概略説明図。
【図２】実装ヘッド２２の構成を表す説明図。
【図３】実装装置１１の構成を表すブロック図。
【図４】実装処理ルーチンの一例を表すフローチャート。
【図５】高さ情報取得処理ルーチンの一例を表すフローチャート。
【図６】基板Ｓの高さを測定する一例を表す説明図。
【図７】部品Ｐの厚さを測定する一例を表す説明図。
【図８】転写ステージ５４のステージ高さ測定する一例を表す説明図。
【図９】第１昇降駆動部３０の転写時昇降補正値の設定に関する説明図。
【図１０】第１昇降駆動部３０の配置時昇降補正値の設定に関する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の好適な実施形態を図面を参照しながら以下に説明する。図１は、実装装置１１
の一例を表す概略説明図である。図２は、実装ヘッド２２の構成を表す説明図である。図
３は、実装装置１１の構成を表すブロック図である。実装装置１１は、部品Ｐを基板Ｓに
実装する処理を実行する装置である。また、本実施形態において、左右方向（Ｘ軸）、前
後方向（Ｙ軸）及び上下方向（Ｚ軸）は、図１及び図２に示した通りとする。
【００２１】
　実装装置１１は、図１～３に示すように、基板搬送ユニット１２と、実装ユニット１３
と、部品供給ユニット１４と、転写ユニット１５と、撮像ユニット１６と、制御装置４０
とを備えている。基板搬送ユニット１２は、基板Ｓの搬入、搬送、実装位置での固定、搬
出を行うユニットである。基板搬送ユニット１２は、図１の前後に間隔を開けて設けられ
左右方向に架け渡された１対のコンベアベルトを有している。基板Ｓはこのコンベアベル
トにより搬送される。
【００２２】
　実装ユニット１３は、部品Ｐを部品供給ユニット１４から採取し、基板搬送ユニット１
２に固定された基板Ｓへ配置するものである。実装ユニット１３は、ヘッド移動部２０と
、実装ヘッド２２と、吸着ノズル２８とを備えている。ヘッド移動部２０は、ガイドレー
ル（図示せず）に前後方向に移動可能に支持されるＹスライド１７と、Ｙスライド１７を
駆動するモータとを備えている。また、ヘッド移動部２０は、Ｙスライド１７に左右方向
に移動可能に支持されるＸスライド１８と、Ｘスライド１８を駆動するモータとを備えて
いる。実装ヘッド２２は、Ｘスライド１８に取り外し可能に装着されており、ヘッド移動
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部２０によりＸＹ方向へ移動する。実装ヘッド２２の下面には、１以上の吸着ノズル２８
が取り外し可能に装着されている。実装ヘッド２２には、図２に示すように、長尺円筒状
の１以上のシリンジ部材２５が中心軸を中心に回転可能に且つ上下動可能に配設されてい
る。このシリンジ部材２５の下端に吸着ノズル２８が取り外し可能に装着される。吸着ノ
ズル２８を装着したシリンジ部材２５が昇降部材に相当する。また、シリンジ部材２５の
上端には、ギア２６が配設されている。実装ヘッド２２は、ギア２４を有するＱ軸モータ
２３が配設されている。Ｑ軸モータ２３は、ギア２４がギア２６と噛み合っており、ギア
２６を介してシリンジ部材２５を軸回転させることにより、吸着ノズル２８に吸着された
部品Ｐの角度を調整する。
【００２３】
　吸着ノズル２８は、圧力を利用して、ノズル先端に部品Ｐを吸着し、ノズル先端に吸着
している部品Ｐを吸着解除する採取部材である。この吸着ノズル２８は、円板状のフラン
ジ２９と、先端側に形成された管状部１９とを有している（図２参照）。管状部１９は、
Ｚ軸方向（上下方向）に摺動可能に吸着ノズル２８の本体に配設されている。実装ヘッド
２２では、実装ヘッド２２のＹ軸方向の先端側に位置する１カ所の昇降位置において、シ
リンジ部材２５及び吸着ノズル２８をＺ軸方向に昇降する。なお、部品Ｐを採取する採取
部材は、ここでは吸着ノズル２８として説明するが、部品Ｐを採取可能であれば特に限定
されず、部品Ｐを挟持して採取するメカニカルチャックなどとしてもよい。
【００２４】
　実装ヘッド２２は、図２に示すように、第１昇降駆動部３０と、第２昇降駆動部３４と
を備えており、この第１昇降駆動部３０や第２昇降駆動部３４によってＺ軸に沿って吸着
ノズル２８の高さを調整する。第１昇降駆動部３０は、部品Ｐを採取する吸着ノズル２８
が装着されたシリンジ部材２５の全体を昇降させるものである。第１昇降駆動部３０は、
第１リニアモータ３１と、第１支持部材３２とを備えている。第１リニアモータ３１は、
比較的大きな移動範囲Ａ（図２参照）で第１支持部材３２を上下動させる。第１支持部材
３２は、上下方向に形成された部材であり、第１リニアモータ３１に支持されている。こ
の第１支持部材３２の下端に第２昇降駆動部３４が配設されている。第１支持部材３２の
上端側にはシリンジ部材２５に形成された円板状の水平部２７と係合する第１係合部３３
が形成されている。第２昇降駆動部３４は、シリンジ部材２５のうち吸着ノズル２８を昇
降させるものである。第２昇降駆動部３４は、第２リニアモータ３５と、第２支持部材３
６と、第２係合部３７と、検出部３８とを備えている。第２リニアモータ３５は、移動範
囲Ａに比して短い移動範囲Ｂ（図２参照）で第２支持部材３６を上下動させる。第２支持
部材３６は、上下方向に形成された部材であり、第２リニアモータ３５に支持されている
。この第２支持部材３６の下端に第２係合部３７が形成されている。第２係合部３７は、
吸着ノズル２８のフランジ２９に係合している。第２昇降駆動部３４は、第２リニアモー
タ３５の駆動力により、第２係合部３７及びフランジ２９を介して直接的に吸着ノズル２
８を上下動させる。この第２支持部材３６には、ロードセルである検出部３８が配設され
ており、第２係合部３７にかかる荷重を検出可能となっている。実装ヘッド２２は、第１
昇降駆動部３０により高速で吸着ノズル２８を下降させ、第２昇降駆動部３４により低速
で吸着ノズル２８を下降させ、検出部３８での検出結果に基づき部品Ｐが基板Ｓに当接す
る際の駆動制御を行い、部品Ｐにかかる負荷を低減する。実装装置１１には、高さの基準
となる基準面が形成された基準部材５０が配設されている。
【００２５】
　部品供給ユニット１４は、図１に示すように、フィーダ保持台３９と、テープ部品を供
給するテープフィーダ５６を備える。フィーダ保持台３９は上面に複数のスロットを有し
、そのスロットにはテープフィーダ５６が着脱可能に取り付けられている。また、フィー
ダ保持台３９のスロットには、転写ユニット１５がテープフィーダ５６と同様に着脱可能
に取り付けられている。
【００２６】
　転写ユニット１５は、フラックス、半田、導体ペースト、接着剤のいずれかの転写材を
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溜める転写槽５２を備える。転写槽５２はモータ（図示せず）等によって回転駆動される
ことで、回転するようになっている。転写槽５２の上方には、スキージ（図示せず）が配
置されており、転写槽５２の回転によりスキージングが行なわれ、転写ステージ５４上に
転写材の転写膜が形成される。
【００２７】
　撮像ユニット１６は、部品Ｐを吸着した吸着ノズル２８を側方から撮像するユニットで
ある。この撮像ユニット１６は、撮像素子と、ミラーと、画像処理部とを備えている。制
御装置４０は、撮像ユニット１６により撮像された画像を用いて、部品Ｐの吸着位置のず
れや部品Ｐの変形、破損の有無などを検出する。
【００２８】
　制御装置４０は、図３に示すように、ＣＰＵ４１を中心とするマイクロプロセッサとし
て構成されており、処理プログラムを記憶するＲＯＭ４２、各種データを記憶するＨＤＤ
４３、作業領域として用いられるＲＡＭ４４、外部装置と電気信号のやり取りを行うため
の入出力インタフェース４５などを備えており、これらはバス４６を介して接続されてい
る。この制御装置４０は、基板搬送ユニット１２、実装ユニット１３、部品供給ユニット
１４、転写ユニット１５、撮像ユニット１６へ制御信号を出力し、実装ユニット１３や部
品供給ユニット１４、転写ユニット１５、撮像ユニット１６からの信号を入力する。
【００２９】
　また、実装装置１１は、作業者が各種指令を入力するキーボード及びマウス等の入力装
置と、各種情報を表示するディスプレイとを備えており、これら入力装置及びディスプレ
イも制御装置４０に接続されている。
【００３０】
　次に、こうして構成された本実施形態の実装装置１１の動作、具体的には、実装装置１
１の実装処理について説明する。図４は、制御装置４０のＣＰＵ４１により実行される実
装処理ルーチンの一例を表すフローチャートである。このルーチンは、制御装置４０のＨ
ＤＤ４３に記憶され、作業者による開始指示により実行される。ここでは、吸着ノズル２
８を用い、第１昇降駆動部３０及び第２昇降駆動部３４の２段制御により部品Ｐを基板Ｓ
に実装する場合について主として説明する。このルーチンを開始すると、制御装置４０の
ＣＰＵ４１は、まず、実装ジョブ情報を実装ジョブを作成、管理するホストコンピュータ
から取得する（ステップＳ１００）。実装ジョブ情報には、部品Ｐの実装順、実装する部
品Ｐの種別及びその特徴、部品Ｐを吸着する吸着ノズル２８の情報などが含まれている。
次に、ＣＰＵ４１は、基板Ｓの搬送及び固定処理を行い（ステップＳ１１０）、吸着する
部品Ｐを設定する（ステップＳ１２０）。次に、ＣＰＵ４１は、基板Ｓの高さの情報、部
品Ｐの厚さの情報及び転写ステージ５４の高さの情報のうち１以上を含む高さ情報を取得
する処理を実行する（ステップＳ１３０）。
【００３１】
　図５は、高さ情報取得処理ルーチンの一例を表すフローチャートである。このルーチン
は、制御装置４０のＨＤＤ４３に記憶されている。ここでは、制御装置４０は、シリンジ
部材２５の昇降制御において、吸着ノズル２８への接触を検出部３８で検出することによ
り基板Ｓの高さ、部品Ｐの厚さ及び転写ステージ５４の高さを測定するものとする。まず
、基板Ｓの高さを測定する処理について説明する。基板Ｓは、うねりやそりなど、変形し
ていることがある。ここでは、制御装置４０は、実装ヘッド２２の検出部３８を利用して
基板Ｓの上面の高さを測定する処理を行うものとする。図６は、基板Ｓの高さを測定する
一例を表す説明図であり、図６（ａ）が初期状態、図６（ｂ）、（ｃ）が第１昇降駆動部
３０を降下させたあとの測定状態の図である。なお、ここでは、先端の検出部材として吸
着ノズル２８を用いて基板Ｓの高さを求めるものとするが、吸着ノズル２８に代えて測定
治具をシリンジ部材２５に装着して、この処理を行うものとしてもよい。
【００３２】
　このルーチンを開始すると、ＣＰＵ４１は、第１昇降駆動部３０により第１支持部材３
２を下降させて、シリンジ部材２５及び吸着ノズル２８の全体を下降する処理を行う（ス
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テップＳ３００）。第１昇降駆動部３０は、所定の基準高さまで吸着ノズル２８を下降さ
せる。次に、実装ヘッド２２を基板Ｓの測定点へ移動させる（ステップＳ３１０）。測定
点は、例えば、基板Ｓの変形が把握できる程度、縦横に複数点、予め定められているもの
とする。また、最初の測定点は、基準部材５０の上面（基準面）とする。ＣＰＵ４１は、
例えば、第２リニアモータ３５のエンコーダ値に基づいて、基準部材５０の基準面の高さ
を基準値として取得する。続いて、ＣＰＵ４１は、第２昇降駆動部３４によりゆっくりと
第２支持部材３６を下降させ（ステップＳ３２０）、検出部３８が荷重を検出したか否か
を検出部３８の信号に基づいて判定する（ステップＳ３３０）。検出部３８が荷重を検出
していないときには、ＣＰＵ４１は、ステップＳ３２０の処理を継続し、検出部３８が荷
重を検出したときには、吸着ノズル２８が基板Ｓの表面に当接したものとして、基準面か
らの高さをＲＡＭ４４に記憶させる（ステップＳ３４０）。基板Ｓの表面高さは、例えば
、第１リニアモータ３１のエンコーダ値及び第２リニアモータ３５のエンコーダ値により
求めることができる。ステップＳ３４０のあと、ＣＰＵ４１は、基板Ｓの表面高さをすべ
て取得（測定）したか否かを判定し（ステップＳ３５０）、すべて取得していないときに
は、ＣＰＵ４１は、第２昇降駆動部３４により、吸着ノズル２８を上昇させ（ステップＳ
３６０）、ステップＳ３１０以降の処理を実行する。一方、ステップＳ３５０で基板Ｓの
表面高さをすべて取得したときには、ＣＰＵ４１は、そのままこのルーチンを終了する。
このように、基板Ｓの各測定点における高さを実測することができる。
【００３３】
　次に、部品Ｐの厚さ（高さ）の測定について説明する。図７は、部品Ｐの厚さを測定す
る一例を表す説明図であり、図７（ａ）が基準面の測定、図７（ｂ）が部品Ｐの厚さの測
定図である。この処理では、部品Ｐを吸着ノズル２８に吸着させた状態で基準部材５０の
基準面へこの部品Ｐを当接させる処理をステップＳ３２０で行う以外は、上述した基板Ｓ
の高さ測定と同じ処理を行う。部品Ｐの厚さは、基準面の測定値と、部品Ｐを吸着した状
態での測定値との差により求めることができる（図７（ｂ）の厚さＣ参照）。このように
して、部品Ｐの厚さＣを実測することができる。
【００３４】
　さらに、転写ステージ５４の高さの測定について説明する。図８は、転写ステージ５４
の高さを測定する一例を表す説明図である。この処理では、吸着ノズル２８を転写ステー
ジ５４のステージ上面に当接させる処理をステップＳ３２０で行う以外は、上述した基板
Ｓの高さ測定と同じ処理を行う。転写ステージ５４の高さは、基準面の測定値と、吸着ノ
ズル２８を転写ステージ５４のステージ上面に当接させた状態での測定値との差により求
めることができる。このようにして、転写ステージ５４の高さを実測することができる。
なお、転写槽５２の転写ステージ５４以外の部分の高さを測定することで間接的に転写ス
テージ５４の高さを取得するようにしてもよい。
【００３５】
　さて、図４の実装処理ルーチンに戻り、ステップＳ１３０で高さ情報を取得すると、Ｃ
ＰＵ４１は、取得した高さ情報に基づいて、部品に転写膜を転写する際の第１昇降駆動部
３０の昇降補正値である転写時昇降補正値を設定する（ステップＳ１４０）。転写時昇降
補正値は、シリンジ部材２５の転写ステージ５４での停止位置を補正する値とする。また
、この昇降補正値は、転写ステージ５４とシリンジ部材２５との距離が第２昇降駆動部３
４での吸着ノズル２８の昇降ストローク（距離Ｂ）に応じた距離となる位置にシリンジ部
材２５が停止するような値に定めてもよい。例えば、転写時昇降補正値は、第２昇降駆動
部３４でのストロークを一定とし、転写ステージ５４のステージ高さや部品Ｐの厚さに応
じて第１昇降駆動部３０でのシリンジ部材２５の停止位置が転写ステージ５４により近く
なるような値に定められる。図９は、転写時昇降補正値の設定に関する説明図であり図９
（ａ）が設計値、図９（ｂ）が補正値の説明図である。ここで、ｄｈは転写ユニット１５
の設計上のステージ高さに対する実測されたステージ高さの差分であり、ｄｔは設計上の
部品Ｐの厚さに対する実測された部品Ｐの厚さの差分である。これら差分ｄｈおよびｄｔ
は、ステップＳ１３０で取得した高さ情報に基づき、ＣＰＵ４１により算出される。この
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ように、設計上の転写ステージ５４のステージ高さに対して実際に測定したステージ高さ
が異なっていた場合や、設計上の部品厚さに対して実際に測定した部品厚さが異なってい
た場合には、シリンジ部材２５の停止位置の補正値が、設計上のステージ高さと実際に測
定したステージ高さとの差分をキャンセルする値に設定される。すなわち、設計上の転写
ステージ５４のステージ高さに対して実際に測定したステージ高さがｄｈ低く、設計上の
部品厚さに対して実際に測定した部品厚さがｄｔ薄い場合には、シリンジ部材２５の停止
位置が設計値よりもｄｈ＋ｄｔ低い位置になるように転写時昇降補正値が設定される。こ
の転写時昇降補正値は、転写ステージ５４のステージ高さが低ければ、それに応じて第１
昇降駆動部３０でのシリンジ部材２５の停止位置が低くなり、部品Ｐの厚さが薄ければ、
それに応じて第１昇降駆動部３０での停止位置が低くなるよう定められる。同様に、この
転写時昇降補正値は、転写ステージ５４の高さが高ければ、それに応じて第１昇降駆動部
３０でのシリンジ部材２５の停止位置が高くなり、部品Ｐの厚さが厚ければ、それに応じ
て第１昇降駆動部３０での停止位置が高くなるよう定められる。
【００３６】
　ステップＳ１４０のあと、ＣＰＵ４１は、実装ヘッド２２を転写ステージ５４上に移動
させる移動処理を行い（ステップＳ１５０）、設定した転写時昇降補正値で第１昇降駆動
部３０（第１リニアモータ３１）を制御する（ステップＳ１６０）。シリンジ部材２５が
停止すると、ＣＰＵ４１は、第２昇降駆動部３４（第２リニアモータ３５）を下降制御す
る（ステップＳ１７０）。なお、ここでは、ＣＰＵ４１は、シリンジ部材２５が停止した
のちに第２昇降駆動部３４を下降制御するが、例えば、シリンジ部材２５の停止前に第２
昇降駆動部３４を下降させてもよい。
【００３７】
　実装装置１１において、高さ情報を用いないで第２昇降駆動部３４を昇降させる場合は
、転写ステージ５４に部品Ｐが衝突しないよう、第１昇降駆動部３０の停止位置は、比較
的大きなマージンを要する。このため、第２昇降駆動部３４のストロークは、より長くな
る。また、高さ情報を用いない場合において、転写ステージ５４の高さが低い場合や部品
Ｐの厚さが薄い場合は、転写ステージに部品Ｐが衝突しないよう第１昇降駆動部３０の停
止位置を比較的高い位置にしなければならず、更に転写ステージ５４の高さが低い分、あ
るいは部品Ｐの厚さが薄い分、第２昇降駆動部３４のストロークは、更に長くなる。高さ
情報を用いない場合、図９（ｂ）において、設計上の停止位置でシリンジ部材２５が停止
するので、そこから先は第２昇降駆動部３４のストロークとなり、シリンジ部材２５の停
止位置を補正しない場合に比べｄｈ＋ｄｔ第２昇降駆動部３４のストロークが長くなる。
この実装装置１１では、高さ情報を用いることにより、転写ステージ５４のステージ高さ
や部品Ｐの厚さに応じてシリンジ部材２５の全体を転写ステージ５４により近い位置まで
移動することができ、上記マージンをより短くすることができる。
【００３８】
　続いて、ＣＰＵ４１は、検出部３８からの荷重が検出されたか否かを判定し（ステップ
Ｓ１８０）、荷重が検出されないときには、ステップＳ１７０の処理を継続する。一方、
検出部３８から荷重が検出されたときには、部品Ｐが転写ステージ５４に当接したものと
みなし、ＣＰＵ４１は、所定の荷重となるように第２昇降駆動部３４を制御して部品Ｐへ
転写材を転写する（ステップＳ１９０）。このように、検出部３８の出力値を用いて部品
Ｐへの転写動作を行うため、部品Ｐに加わる負荷をより低減することができる。
【００３９】
　転写材の部品Ｐへの転写が完了すると、ＣＰＵ４１は、第２昇降駆動部３４により、吸
着ノズル２８を初期高さまで上昇させ（ステップＳ２００）、ステップＳ２１０以降の部
品Ｐの基板への配置処理を実行する。ＣＰＵ４１は、取得した高さ情報に基づいて、部品
Ｐを基板へ配置する際の第１昇降駆動部３０の昇降補正値である配置時昇降補正値を設定
する（ステップＳ２１０）。配置時昇降補正値は、シリンジ部材２５の基板Ｓ上での停止
位置を補正する値とする。また、この配置時昇降補正値は、基板Ｓとシリンジ部材２５と
の距離が第２昇降駆動部３４での吸着ノズル２８の昇降ストローク（距離Ｂ）に応じた距
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離となる位置にシリンジ部材２５が停止するような値に定められる。例えば、配置時昇降
補正値は、第２昇降駆動部３４でのストロークを一定とし、基板Ｓの高さや部品Ｐの厚さ
に応じて第１昇降駆動部３０でのシリンジ部材２５の停止位置が基板Ｓにより近くなるよ
うな値に定められる。図１０は、配置時昇降補正値の設定に関する説明図であり図１０（
ａ）が設計値、図１０（ｂ）が補正値の説明図である。ここで、ｄＨは設計上の基板Ｓの
高さに対する実測された基板Ｓの高さの差分であり、ｄｔは設計上の部品Ｐの厚さに対す
る実測された部品Ｐの厚さの差分である。これら差分ｄＨおよびｄｔは、ステップＳ１３
０で取得した高さ情報に基づき、ＣＰＵ４１により算出される。このように、設計上の基
板高さに対して実際に測定した基板高さが異なっていた場合や、設計上の部品厚さに対し
て実際に測定した部品厚さが異なっていた場合には、シリンジ部材２５の停止位置の補正
値が、設計上の基板高さと実際に測定した基板高さとの差分及び設計上の部品厚さと実際
に測定した部品厚さとの差分をキャンセルする値に設定される。すなわち、設計上の基板
高さに対して実際に測定した基板高さがｄＨ低く、設計上の部品厚さに対して実際に測定
した部品厚さがｄｔ薄い場合には、シリンジ部材２５の停止位置が設計値よりもｄＨ＋ｄ
ｔ低い位置になるように配置時昇降補正値が設定される。この配置時昇降補正値は、基板
Ｓの高さが低ければ、それに応じて第１昇降駆動部３０でのシリンジ部材２５の停止位置
が低くなり、部品Ｐの厚さが薄ければ、それに応じて第１昇降駆動部３０での停止位置が
低くなるよう定められる。同様に、この配置時昇降補正値は、基板Ｓの高さが高ければ、
それに応じて第１昇降駆動部３０でのシリンジ部材２５の停止位置が高くなり、部品Ｐの
厚さが厚ければ、それに応じて第１昇降駆動部３０での停止位置が高くなるよう定められ
る。
【００４０】
　ステップＳ２１０のあと、ＣＰＵ４１は、実装ヘッド２２を部品Ｐの配置位置へ移動処
理し（ステップＳ２２０）、設定した配置時昇降補正値で第１昇降駆動部３０（第１リニ
アモータ３１）を制御する（ステップＳ２３０）。シリンジ部材２５が停止すると、ＣＰ
Ｕ４１は、第２昇降駆動部３４（第２リニアモータ３５）を下降制御する（ステップＳ２
４０）。なお、ここでは、ＣＰＵ４１は、シリンジ部材２５が停止したのちに第２昇降駆
動部３４を下降制御するが、例えば、シリンジ部材２５の停止前に第２昇降駆動部３４を
下降させてもよい。
【００４１】
　実装装置１１において、高さ情報を用いないで第２昇降駆動部３４を昇降させる場合は
、基板Ｓに部品Ｐが当たらないよう、第１昇降駆動部３０の停止位置は、比較的大きなマ
ージンを要する。このため、第２昇降駆動部３４のストロークは、より長くなる。また、
高さ情報を用いない場合において、基板Ｓの高さが低い場合や部品Ｐの厚さが薄い場合は
、基板Ｓに部品Ｐが当たらないよう第１昇降駆動部３０の停止位置を比較的高い位置にし
なければならず、更に基板Ｓの高さが低い分、あるいは部品Ｐの厚さが薄い分、第２昇降
駆動部３４のストロークは、更に長くなる。高さ情報を用いない場合、図１０（ｂ）にお
いて、設計上の停止位置でシリンジ部材２５が停止するので、そこから先は第２昇降駆動
部３４のストロークとなり、シリンジ部材２５の停止位置を補正しない場合に比べｄＨ＋
ｄｔ第２昇降駆動部３４のストロークが長くなる。この実装装置１１では、高さ情報を用
いることにより、基板Ｓの高さや部品Ｐの厚さに応じてシリンジ部材２５の全体を基板Ｓ
により近い位置まで移動することができ、上記マージンをより短くすることができる。
【００４２】
　続いて、ＣＰＵ４１は、検出部３８からの荷重が検出されたか否かを判定し（ステップ
Ｓ２５０）、荷重が検出されないときには、ステップＳ２４０の処理を継続する。一方、
検出部３８から荷重が検出されたときには、部品Ｐが基板Ｓに当接したものとみなし、Ｃ
ＰＵ４１は、所定の装着荷重となるように第２昇降駆動部３４を制御するとともに部品Ｐ
の吸着解除を行う（ステップＳ２６０）。このように、検出部３８の出力値を用いて部品
Ｐの基板Ｓ上への配置を行うため、部品Ｐに加わる負荷をより低減することができる。
【００４３】
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　部品Ｐを吸着解除すると、ＣＰＵ４１は、現基板の実装処理が完了したか否かを判定し
（ステップＳ２７０）、完了していないときには、第２昇降駆動部３４により、吸着ノズ
ル２８を初期高さまで上昇させ（ステップＳ２８０）、ステップＳ１２０以降の処理を実
行する。即ち、ＣＰＵ４１は、次に吸着する部品を設定し、高さ情報を取得し、高さ情報
に基づいて設定した転写時昇降補正値を用いて第１昇降駆動部３０を制御しながら部品Ｐ
への転写材の転写を行うとともに、配置時昇降補正値を用いて第１昇降駆動部３０を制御
しながら部品Ｐの基板Ｓへの配置を行う。一方、ステップＳ２７０で現基板の実装処理が
完了したときには、ＣＰＵ４１は、実装完了した基板Ｓを排出させ（ステップＳ２９０）
、生産完了したか否かを判定する（ステップＳ２９５）。生産完了していないときには、
ＣＰＵ４１は、ステップＳ１１０以降の処理を実行する。即ち、ＣＰＵ４１は、新たな基
板を搬送、固定し、ステップＳ１２０以降の処理を実行する。一方、ステップＳ２９５で
生産完了したときには、ＣＰＵ４１は、そのままこのルーチンを終了する。
【００４４】
　ここで、本実施形態の構成要素と本発明の構成要素との対応関係を明らかにする。本実
施形態の第１昇降駆動部３０が本発明の第１昇降駆動部に相当し、第２昇降駆動部３４が
第２昇降駆動部に相当し、吸着ノズル２８が採取部材に相当し、吸着ノズル２８を装着し
たシリンジ部材２５が昇降部材に相当し、検出部３８及び制御装置４０が測定部に相当し
、制御装置４０が制御部に相当する。なお、本実施形態では、実装装置１１の動作を説明
することにより本発明の実装装置の制御方法の一例も明らかにしている。
【００４５】
　以上説明した実施形態の実装装置１１は、部品Ｐを採取する吸着ノズル２８が装着され
たシリンジ部材２５（昇降部材）の全体を昇降させる第１昇降駆動部３０と、吸着ノズル
２８が装着されたシリンジ部材２５に対して吸着ノズル２８自体を昇降させる第２昇降駆
動部３４とを備えている。そして、実装装置１１は、検出部３８及び制御装置４０により
測定された転写ステージ５４のステージ高さの情報、基板Ｓの高さの情報及び部品Ｐの厚
さの情報のうち１以上を含む高さ情報に基づいて、少なくとも第１昇降駆動部３０の昇降
動作を制御する。この実装装置１１では、転写ステージ５４の高さや基板Ｓの高さ、部品
Ｐの厚さに応じて吸着ノズル２８が装着されたシリンジ部材２５の全体を転写ステージ５
４や基板Ｓに、より近い位置まで移動することができる。したがって、実装装置１１は、
吸着ノズル２８が装着されたシリンジ部材２５を昇降させ、且つ吸着ノズル２８自体をも
昇降させる構成において、吸着ノズル２８の昇降ストロークをより短くすることができる
。このため、実装装置１１では、ユニットのコンパクト化をより図ることができる。
【００４６】
　また、ＣＰＵ４１は、高さ情報に含まれるステージ高さ及び／又は部品厚さの情報を用
いて、転写ステージ５４とシリンジ部材２５との距離が吸着ノズル２８の昇降ストローク
に応じた距離となる停止位置にシリンジ部材２５が位置するよう第１昇降駆動部３０の昇
降動作を制御する。そしてＣＰＵ４１は、高さ情報に含まれる基板高さ及び／又は部品厚
さの情報を用いて、基板Ｓとシリンジ部材２５との距離が吸着ノズル２８の昇降ストロー
クに応じた距離となる停止位置にシリンジ部材２５が位置するよう第１昇降駆動部３０の
昇降動作を制御する。このため、第２昇降駆動部３４のストロークを変更せずに吸着ノズ
ル２８を転写ステージ５４や基板Ｓへより近づけることができる。また、ＣＰＵ４１は、
（ａ）設計上の転写ステージ５４の高さに対する検出部３８及び制御装置４０により測定
された転写ステージ５４の高さの高さ差分値ｄｈ及び（ｂ）設計上の部品Ｐの厚さに対す
る検出部３８及び制御装置４０により測定された部品Ｐの厚さの厚さ差分値ｄｔとの少な
くとも一方の差分値を算出し、算出した高さ差分値ｄｈ及び／又は厚さ差分値ｄｔに基づ
き設計上の停止位置に対するシリンジ部材２５の停止位置の転写時昇降補正値を設定し、
転写時昇降補正値を用いて部品Ｐに転写膜を転写する際の第１昇降駆動部３０の昇降動作
を制御する。そして、ＣＰＵ４１は、（ａ）設計上の基板Ｓの高さに対する検出部３８及
び制御装置４０により測定された基板Ｓの高さの高さ差分値ｄＨ及び（ｂ）設計上の部品
Ｐの厚さに対する検出部３８及び制御装置４０により測定された部品Ｐの厚さの厚さ差分
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値ｄｔとの少なくとも一方の差分値を算出し、算出した高さ差分値ｄＨ及び／又は厚さ差
分値ｄｔに基づき設計上の停止位置に対するシリンジ部材２５の停止位置の配置時昇降補
正値を設定し、配置時昇降補正値を用いて部品Ｐを基板Ｓに配置する際の第１昇降駆動部
３０の昇降動作を制御する。このように、高さ差分値に基づきシリンジ部材２５の停止位
置を補正するため、そのような補正をしない場合に比べて第２昇降駆動部３４のストロー
クを短くすることができる。更に、ＣＰＵ４１は、検出部３８の検出結果に基づいて、転
写ステージ５４のステージ高さ及び部品Ｐの厚さを測定するため、吸着ノズル２８へ加わ
る荷重を検出する検出部３８を利用して転写ステージ５４のステージ高さや部品Ｐの厚さ
を測定することができる。
【００４７】
　なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に
属する限り種々の態様で実施し得ることはいうまでもない。
【００４８】
　例えば、上述した実施形態では、ＣＰＵ４１は、高さ差分値ｄｈ及び厚さ差分値ｄｔの
全ての量を転写時昇降補正値として設定したが、差分値の少なくとも一部の量を転写時昇
降補正値として設定し、差分値の残りの部分を第２昇降駆動部３４による吸着ノズル２８
の昇降ストロークによりカバーするように制御してもよい。同様に、高さ差分値ｄＨ及び
厚さ差分値ｄｔの少なくとも一部を配置時昇降補正値として設定し、差分値の残りの部分
を第２昇降駆動部３４による吸着ノズル２８の昇降ストロークによりカバーするように制
御してもよい。その際、ＣＰＵ４１は、差分値に対し、第２昇降駆動部３４がカバーする
ストロークよりも補正値の方が大きくなるように転写時昇降補正値補正値または配置時昇
降補正値を設定するのが好ましい。すなわち、差分値の半分よりも大きい値を補正値とす
れば、第２昇降駆動部３４の昇降ストロークによりカバーする量が少なくなり、第２昇降
駆動部３４のストロークを短くすることができる。
【００４９】
　上述した実施形態において、ＣＰＵ４１が、高さ情報に基づき、シリンジ部材２５の停
止位置における吸着ノズル２８の基準高さで吸着ノズル２８に保持されている部品Ｐと転
写ステージ５４との離間距離が一定となるように、第１昇降駆動部３０の昇降動作を制御
するようにしてもよい。このようにすれば、シリンジ部材２５に対して吸着ノズル２８が
一定の昇降動作となり、第２昇降駆動部３４の昇降ストロークをより短くすることができ
る。吸着ノズル２８の基準高さは、例えば、シリンジ部材２５に対して吸着ノズル２８が
最も上昇した位置でもよいし、第２昇降駆動部３４によって吸着ノズル２８が所定量下降
させられた位置でもよい。
【００５０】
　上述した実施形態では、検出部３８を用いて、転写ステージ５４の高さや基板Ｓの高さ
、部品Ｐの厚さを測定するものとしたが、特にこれに限定されない。例えば、撮像ユニッ
ト１６により撮像された画像を用いて部品Ｐの厚さを求めてもよい。また、転写ステージ
５４の高さや基板Ｓの各点での高さは、レーザー式の距離測定センサを用いて求められる
ものとしてもよい。あるいは、転写ステージ５４の高さや基板Ｓの各点での高さは、転写
ステージ５４や基板Ｓを上面側から撮像した画像に基づいて求められるものとしてもよい
。また、基板Ｓの各点での高さは、基板Ｓを下方から支持する支持ピンにかかる圧力や押
下ストロークにより求められるものとしてもよい。
【００５１】
　上述した実施形態では、転写時においては転写ステージ５４の高さと部品Ｐの厚さとの
両方を高さ情報として用い、部品Ｐの基板Ｓへの配置時においては基板Ｓの高さと部品Ｐ
の厚さとの両方を高さ情報として用いたが、特にこれに限定されず、転写時と配置時のそ
れぞれにおいて少なくとも一方の高さ情報を省略するものとしてもよい。こうしても、転
写時においては転写ステージ５４の高さと部品Ｐの厚さとのいずれかの高さ情報により、
配置時においては基板Ｓの高さと部品Ｐの厚さとのいずれかの高さ情報により、吸着ノズ
ル２８の昇降ストロークをより短くすることができる。
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【００５２】
　上述した実施形態では、転写時及び配置時のいずれにおいても高さ情報に基づいて第１
昇降駆動部の昇降動作を制御したが、転写時及び配置時のいずれか一方のみ高さ情報に基
づいて第１昇降駆動部の昇降動作を制御するようにしてもよい。
【００５３】
　上述した実施形態では、部品Ｐの厚さの情報に基づいて第１昇降駆動部３０の昇降動作
を制御したが、検出部３８や撮像ユニット１６を用いて吸着ノズル２８に保持されている
部品Ｐの下面の下面高さを測定し、部品Ｐの下面高さの情報に基づいて第１昇降駆動部３
０の昇降動作を制御するようにしてもよい。
【００５４】
　上述した実施形態では、本発明を実装装置１１として説明したが、例えば、実装装置１
１の制御方法としてもよいし、上述した処理をコンピュータが実行するプログラムとして
もよい。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明は、部品を基板上に配置する実装処理を行う装置に利用可能である。
【符号の説明】
【００５６】
１１　実装装置、１２　基板搬送ユニット、１３　実装ユニット、１４　部品供給ユニッ
ト、１５　転写ユニット、１６　撮像ユニット、１７　Ｙスライド、１８　Ｘスライド、
１９　管状部、２０　ヘッド移動部、２２　実装ヘッド、２３　Ｑ軸モータ、２４，２６
　ギア、２５　シリンジ部材、２７　水平部、２８　吸着ノズル、２９　フランジ、３０
　第１昇降駆動部、３１　第１リニアモータ、３２　第１支持部材、３３　第１係合部、
３４　第２昇降駆動部、３５　第２リニアモータ、３６　第２支持部材、３７　第２係合
部、３８　検出部、３９　フィーダ保持台、４０　制御装置、４１　ＣＰＵ、４２　ＲＯ
Ｍ、４３　ＨＤＤ、４４　ＲＡＭ、４５　入出力インタフェース、４６　バス、５０　基
準部材、５２　転写槽、５４　転写ステージ、５６　テープフィーダＰ　部品、Ｓ　基板
。 
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