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(57)【要約】
　実装装置において、カメラユニット７０は、ヘッドの
吸着ノズル６２に保持された部品Ｐ１と基板１６の表面
のうちその部品Ｐ１に対向する対向領域Ｆ１との間の位
置である撮像位置に移動可能である。そして、この撮像
位置に移動した状態において、上視野カメラが部品Ｐ１
を撮像して部品画像データを取得し、下視野カメラが対
向領域Ｆ１を撮像して基板画像データを取得し、高さセ
ンサがスポット光源８３からのスポット光を対向領域Ｆ
１に照射して対向領域Ｆ１の基板高さに関する高さ関連
画像データを取得する。また、ヘッド６０は、Ｙ軸方向
に並べて配置され部品を保持可能な複数の吸着ノズル６
２ａ，６２ｂを有し、カメラユニット７０は、上視野カ
メラと下視野カメラと高さセンサとの相対位置を維持し
つつ、吸着ノズル６２ａ，６２ｂの各々の撮像位置に移
動可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部品を保持し該部品を搬送して基板上に実装する実装ヘッドと、
　前記実装ヘッドに保持された部品を撮像する第１撮像部と、前記基板表面のうち前記保
持された部品に対向する対向領域を撮像する第２撮像部と、前記基板の前記対向領域の基
板高さに関する高さ関連情報を取得する高さ関連情報取得部と、を有する撮像手段と、
　前記第１撮像部と前記第２撮像部と前記高さ関連情報取得部との相対位置を維持しつつ
、前記実装ヘッドに保持された部品と前記対向領域との間の位置であり前記第１撮像部及
び前記第２撮像部による撮像と前記高さ関連情報の取得とが可能な撮像位置に前記撮像手
段を移動可能な撮像移動手段と、
　を備えた実装装置。
【請求項２】
　前記実装ヘッドは、所定の並び方向に並べて配置され前記部品を保持可能な保持部を複
数有し、
　前記撮像移動手段は、前記第１撮像部と前記第２撮像部と前記高さ関連情報取得部との
相対位置を維持しつつ、前記複数の保持部の各々の前記撮像位置に前記撮像手段を移動可
能である、
　請求項１に記載の実装装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の実装装置であって、
　前記実装ヘッドと前記撮像手段とを、互いの相対位置を維持しつつ移動可能なヘッド移
動手段、
　を備え、
　前記撮像移動手段は、前記実装ヘッドに対する前記撮像手段の相対位置を変化させる、
　実装装置。
【請求項４】
　前記高さ関連情報取得部は、前記基板表面上にスポット光を照射するスポット光源と、
光学系と、該光学系を介して前記スポット光の反射光を受光する撮像素子と、を有し、前
記撮像素子により前記スポット光を含む前記基板表面上を撮像した画像データを前記高さ
関連情報として取得する、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の実装装置。
【請求項５】
　前記第２撮像部は、前記高さ関連情報取得部と共通の光学系と、前記高さ関連情報取得
部と共通の撮像素子と、を有し、前記撮像素子により前記対向領域を撮像し、
　前記高さ関連情報取得部は、前記撮像素子により前記スポット光を含む前記対向領域を
撮像した画像データを前記高さ関連情報として取得する、
　請求項４に記載の実装装置。
【請求項６】
　前記撮像手段は、前記第１撮像部と前記第２撮像部と前記高さ関連情報取得部とが固定
された撮像本体部を有し、
　前記撮像移動手段は、前記撮像本体部を移動させる、
　請求項１～５のいずれか１項に記載の実装装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、実装装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、実装装置としては、基板と部品との位置ずれを補正した上で基板に部品を実装す
るものが知られている。例えば、特許文献１に記載の実装装置は、部品のアライメントマ
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ークと基板のアライメントマークとを２視野カメラで画像認識し、基板を保持するボンデ
ィングステージを画像認識に基づきＸ，Ｙ方向（水平方向）及びθ方向（回転方向）に位
置補正した上で、部品を基板に実装する。
【０００３】
　また、実装装置としては、基板上の部品装着位置の高さを検出するものも知られている
。例えば、特許文献２に記載の実装装置は、部品を吸着するヘッドと、カメラと、鉛直線
に対して傾斜配置された平面鏡を有する２つのアームと、を備えている。この実装装置は
、２つのアームをカメラの真下とヘッドの真下とにそれぞれ配置した状態で、ヘッドに吸
着された部品をカメラで撮像して部品認識を行う。また、この実装装置は、アームをカメ
ラの真下から側方にずらした状態で、基板の部品装着位置上をカメラで撮像して部品装着
位置の高さを検出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１２８０２号公報
【特許文献２】特開平６－２４４５９４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、特許文献１に記載の実装装置では、基板表面の高さに関する情報は取得
しておらず、基板表面の高さ方向のずれに対する補正は行われていない。そのため、例え
ば基板が反るなどにより基板表面の高さにずれがある場合に、部品を基板に押圧する際の
荷重の過不足が生じるなどにより、実装の精度が高くならない場合があった。また、特許
文献２に記載の実装装置では、部品装着位置の高さを検出できるが、部品認識と高さ検出
との切り換え時にアームを移動させる必要があるため、実装処理に要する時間が増加して
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、実装処理に要する時間の増加をよ
り抑制しつつ、より精度良く部品を実装することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実装装置は、
　部品を保持し該部品を搬送して基板上に実装する実装ヘッドと、
　前記実装ヘッドに保持された部品を撮像する第１撮像部と、前記基板表面のうち前記保
持された部品に対向する対向領域を撮像する第２撮像部と、前記基板の前記対向領域の基
板高さに関する高さ関連情報を取得する高さ関連情報取得部と、を有する撮像手段と、
　前記第１撮像部と前記第２撮像部と前記高さ関連情報取得部との相対位置を維持しつつ
、前記実装ヘッドに保持された部品と前記対向領域との間の位置であり前記第１撮像部及
び前記第２撮像部による撮像と前記高さ関連情報の取得とが可能な撮像位置に前記撮像手
段を移動可能な撮像移動手段と、
　を備えたものである。
【０００８】
　この本発明の実装装置は、第１撮像部と第２撮像部と高さ関連情報取得部との相対位置
を維持しつつ、これらを有する撮像手段を、前記実装ヘッドに保持された部品と基板表面
のうちその部品に対向する対向領域との間の位置である撮像位置に移動可能である。そし
て、この撮像位置に移動した状態において、第１撮像部が実装ヘッドに保持された部品を
撮像し、第２撮像部が対向領域を撮像し、高さ関連情報取得部が対向領域の基板高さに関
する高さ関連情報を取得する。こうすることで、第１撮像部，第２撮像部，高さ関連情報
取得部のいずれか１以上の移動や、その他の機構の移動を間に挟むことなく、部品及び基
板の撮像と高さ関連情報の取得とを行うことができる。そのため、実装処理に要する時間
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の増加をより抑制することができる。そして、部品及び基板の撮像と高さ関連情報の取得
とを行うことで、得られた情報に基づいて例えば部品に対する基板表面の基板高さ方向の
ずれや基板高さ方向に直交する方向のずれを考慮して、部品を基板上に実装することがで
きる。そのため、より精度良く部品を実装することができる。ここで、「基板表面」は、
部品を実装しようとする基板上の面であればよく、例えば実装済みの他の部品の表面も含
む。また、「高さ関連情報」は、対向領域の基板高さを導出可能な情報であればよく、対
向領域の基板高さを直接的に表す情報としてもよいし、間接的に表す情報としてもよい。
対向領域の基板高さを間接的に表す情報としては、例えば、基板表面のうち対向領域の周
辺（近傍）の基板高さを表す情報など、対向領域の基板高さとみなせる情報が挙げられる
。また、間接的に表す情報としては、例えば、画像データなど、対向領域の基板高さを導
出するために用いる情報が挙げられる。
【０００９】
　なお、本発明の実装装置は、前記第１撮像部が撮像して取得した部品画像データと前記
第２撮像部が撮像して取得した基板画像データとに基づいて前記実装ヘッドに保持された
部品と前記基板上の該部品の装着位置との基板高さ方向に垂直な方向の位置ずれを補正す
る第１補正手段と、前記高さ関連情報取得部が取得した高さ関連情報に基づいて前記実装
ヘッドが前記部品を前記基板上に実装する際の前記部品の前記基板高さ方向の移動距離を
補正する第２補正手段と、を備えるものとしてもよい。なお、前記第１補正手段は、実装
ヘッドと基板との１以上の位置を変更することで前記補正を行うものとしてもよい。また
、前記第１補正手段は、前記高さ関連情報取得部が取得した高さ関連情報に基づく前記対
向領域の基板高さも加味して前記補正を行うものとしてもよい。
【００１０】
　本発明の実装装置において、前記実装ヘッドは、所定の並び方向に並べて配置され前記
部品を保持可能な保持部を複数有し、前記撮像移動手段は、前記第１撮像部と前記第２撮
像部と前記高さ関連情報取得部との相対位置を維持しつつ、前記複数の保持部の各々の前
記撮像位置に前記撮像手段を移動可能であるものとしてもよい。こうすれば、複数の保持
部の各々についてそれぞれ撮像手段を設ける場合に比べて、実装装置の構成を簡略化しや
すい。この場合において、前記保持部は前記部品を吸着して保持する吸着ノズルとしても
よい。
【００１１】
　本発明の実装装置は、前記実装ヘッドと前記撮像手段とを、互いの相対位置を維持しつ
つ移動可能なヘッド移動手段、を備え、前記撮像移動手段は、前記実装ヘッドに対する前
記撮像手段の相対位置を変化させてもよい。こうすれば、実装ヘッドの移動に伴って撮像
手段が移動するため、撮像移動手段は実装ヘッドに対する撮像手段の相対位置を変化させ
るだけでよく、撮像移動手段の構成を簡略化しやすい。この場合において、前記実装ヘッ
ドは、所定の並び方向に並べて配置され前記部品を保持可能な保持部を複数有し、前記撮
像移動手段は、前記撮像手段を前記並び方向に移動させることで、前記撮像手段を前記複
数の保持部の各々の前記撮像位置や、前記複数の保持部に保持された部品の実装を妨げな
い位置である待機位置に移動可能としてもよい。こうすれば、撮像移動手段は、並び方向
に撮像手段を移動させることができればよいため、撮像移動手段の構成をより簡略化しや
すい。
【００１２】
　本発明の実装装置において、前記高さ関連情報取得部は、前記基板表面上にスポット光
を照射するスポット光源と、光学系と、該光学系を介して前記スポット光の反射光を受光
する撮像素子と、を有し、前記撮像素子により前記スポット光を含む前記基板表面上を撮
像した画像データを前記高さ関連情報として取得してもよい。こうすれば、基板表面の高
さ方向の位置が変化すれば画像データ中のスポット光の位置も変化することになるため、
画像データ中のスポット光の位置に基づいて、対向領域の基板高さを比較的容易に検出す
ることができる。なお、前記スポット光源は、前記対向領域内に前記スポット光を照射し
てもよい。
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【００１３】
　高さ関連情報取得部が基板表面上を撮像する態様の本発明の実装装置において、前記第
２撮像部は、前記高さ関連情報取得部と共通の光学系と、前記高さ関連情報取得部と共通
の撮像素子と、を有し、前記撮像素子により前記対向領域を撮像し、前記高さ関連情報取
得部は、前記撮像素子により前記スポット光を含む前記対向領域を撮像した画像データを
前記高さ関連情報として取得してもよい。こうすれば、光学系と撮像素子との共通化によ
り、撮像手段の構成を簡略化できる。なお、前記高さ関連情報取得部の光学系と撮像素子
との少なくとも一方が前記第２撮像部と共通であってもよい。
【００１４】
　本発明の実装装置において、前記撮像手段は、前記第１撮像部と前記第２撮像部と前記
高さ関連情報取得部とが固定された撮像本体部を有し、前記撮像移動手段は、前記撮像本
体部を移動させてもよい。こうすれば、第１撮像部と第２撮像部と高さ関連情報取得部と
を別々に移動させる場合に比べて、撮像移動手段の構成を簡略化しやすい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態である実装装置１０の構成の概略を示す構成図である。
【図２】制御装置９０の電気的な接続関係を示すブロック図である。
【図３】カメラユニット７０を右上からみた斜視図である。
【図４】カメラユニット７０を右下からみた斜視図である。
【図５】部品実装処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。
【図６】部品Ｐ１が実装対象部品に設定されているときの撮像位置にカメラユニット７０
を移動させた状態を示す説明図である。
【図７】対向領域Ｆの基板高さとスポット光源８３からのスポット光との関係を示す概念
図である。
【図８】部品Ｐ２が実装対象部品に設定されているときの撮像位置にカメラユニット７０
を移動させた状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。図１は、本発明の一実施形態であ
る実装装置１０の構成の概略を示す構成図であり、図２は制御装置９０の電気的な接続関
係を示すブロック図である。
【００１７】
　実装装置１０は、図１に示すように、電子部品（以下、「部品Ｐ」という）を供給する
部品供給装置２０と、基板１６を搬送する基板搬送装置３０と、搬送された基板１６をバ
ックアップするバックアップ装置４０と、部品供給装置２０により供給された部品をバッ
クアップ装置４０によりバックアップされた基板１６に装着する部品装着装置５０と、実
装装置全体を制御する制御装置９０（図２参照）とを備えている（部品Ｐは、後述する図
３参照）。基板搬送装置３０とバックアップ装置４０と部品装着装置５０とは、基台１４
上に交換可能に載置された筐体１２内に収容されている。なお、図１には、１台の部品実
装機１０のみを図示したが、部品実装ラインにおいては複数台の部品実装機が並設され、
各部品実装機の制御装置にはこれらを管理するための管理コンピュータ１００（図２参照
）が接続されている。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に示した通りとする。また、「実装」とは、部品Ｐを基板１６上
に配置、装着、挿入、接合、接着することなどを含む。
【００１８】
　部品供給装置２０は、筐体１２の前側に着脱可能に取り付けられたテープフィーダ２２
を備える。テープフィーダ２２は、テープが巻回されたリール２２ａを備えており、テー
プ表面には部品Ｐが所定間隔で貼り付けられている。これらの部品Ｐは、テープの表面を
覆うフィルムによって保護されており、リール２２ａからテープが引き出されると、フィ
ーダ部２２ｂにおいてフィルムが剥がされて露出した状態で供給される。
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【００１９】
　基板搬送装置３０は、筐体１２の下段側でＹ軸方向に所定間隔隔てて設けられた一対の
支持板３２ａ，３２ｂと、支持板３２ａ，３２ｂの互いに対向する面に設けられた一対の
コンベアベルト３４ａ，３４ｂとを備える。一対の支持板３２ａ，３２ｂは、長手方向が
Ｘ軸方向となる長方形状の部材として構成されており、長手方向の両端には駆動輪および
従動輪が設けられている。コンベアベルト３４ａ，３４ｂは、支持板３２ａ，３２ｂに設
けられた駆動輪および従動輪に架け渡されており、図示しない駆動モータにより駆動輪が
駆動されることにより、基板１６を図１の左から右へと搬送する。
【００２０】
　バックアップ装置４０は、図示しない昇降装置により昇降可能に配設されたバックアッ
ププレート４２と、バックアッププレート４２の上面に装着されたベースプレート４４と
を備える。ベースプレート４４には、基板１６を裏側からバックアップするための複数の
バックアップピン４６が立設されている。
【００２１】
　部品装着装置５０は、Ｘ軸モータ５１の駆動によりＸ軸方向に移動されるＸ軸スライダ
５２と、Ｙ軸モータ５３の駆動によりＹ軸方向に移動されるＹ軸スライダ５４と、Ｘ軸ス
ライダ５２に取り付けられたヘッド６０と、Ｚ軸方向の移動とＺ軸周りの回転とが可能に
ヘッド６０に装着され部品Ｐを吸着可能な吸着ノズル６２と、吸着ノズル６２に吸着され
た部品Ｐを撮像するためのパーツカメラ５８と、ヘッド６０に装着可能な複数種類の吸着
ノズルをストックするノズルストッカ５９と、Ｘ軸スライダ５２の下側に取り付けられ吸
着ノズル６２に吸着された部品Ｐや基板１６などを撮像するためのカメラユニット７０と
、を備える。
【００２２】
　Ｘ軸スライダ５２は、Ｙ軸スライダ５４の前面にＸ軸方向に沿って設けられたガイドレ
ール５５に取り付けられており、ガイドレール５５に案内されつつＸ軸方向にスライド可
能となっている。Ｙ軸スライダ５４は、筐体１２の上部にＹ軸方向に沿って設けられたガ
イドレール５６に取り付けられており、ガイドレール５６に案内されつつＹ軸方向にスラ
イド可能となっている。このＸ軸スライダ５２とＹ軸スライダ５４とによって、ヘッド６
０がＸＹ方向に移動可能となっている。
【００２３】
　パーツカメラ５８は、基板搬送装置３０の前方側に配置されている。このパーツカメラ
５８の撮像範囲は、パーツカメラ５８の上方である。パーツカメラ５８は、部品Ｐを吸着
した吸着ノズル６２がパーツカメラ５８の上方を通過する際、吸着された部品Ｐの状態を
撮像し、その画像を制御装置９０へ出力する。制御装置９０は、パーツカメラ５８によっ
て撮像された画像を予め記憶された正常な吸着状態の画像と比較することにより、部品Ｐ
が正常に吸着されているか否かを判定する。
【００２４】
　ヘッド６０は、図１の拡大部分に示すように、吸着ノズル６２として複数の吸着ノズル
を備えている。本実施形態では、ヘッド６０は吸着ノズル６２として吸着ノズル６２ａ，
６２ｂを備えているものとした。この複数の吸着ノズル６２（吸着ノズル６２ａ，６２ｂ
）は、所定の並び方向（本実施形態ではＹ軸方向）に並べて配置されている。なお、吸着
ノズル６２ａが吸着ノズル６２ｂの前側に配置されている。また、ヘッド６０は、内部通
路を有する円筒部材として構成され吸着ノズル６２ａ，６２ｂをそれぞれ保持する図示し
ないノズルホルダを備えている。吸着ノズル６２ａ，６２ｂは、このノズルホルダに対し
て着脱可能に構成されており、吸着する部品Ｐの形状や大きさに適したものに交換できる
ようになっている。吸着ノズル６２ａ，６２ｂの内部通路（図示せず）は、ノズルホルダ
の内部通路と連通しており、この内部通路を介して図示しない配管が接続されている。吸
着ノズル６２ａ，６２ｂの先端に部品Ｐを吸着する際には配管を介してノズル先端に負圧
を供給し、先端に吸着している部品Ｐを離す際には配管を介してノズル先端に正圧を供給
する。
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【００２５】
　ヘッド６０は、Ｚ軸モータ６６ａ，６６ｂと、θ軸モータ６８ａ，６８ｂと、を備えて
いる。吸着ノズル６２ａは、Ｚ軸モータ６６ａによりＺ軸方向に移動可能であり、θ軸モ
ータ６８ａによりＺ軸周りに回転可能である。同様に、吸着ノズル６２ｂは、Ｚ軸モータ
６６ｂによりＺ軸方向に移動可能であり、θ軸モータ６８ｂによりＺ軸周りに回転可能で
ある。
【００２６】
　カメラユニット７０は、上方向を撮像する上視野カメラ７１と、下方向を撮像する下視
野カメラ７２と、下方向を撮像して基板１６の基板高さを測定するための画像データを取
得する高さセンサ７３とを、略直方体の本体部７４に内蔵したユニットである（図２参照
）。このカメラユニット７０は、Ｘ軸スライダ５２の下側に取り付けられた支持部材６９
によって支持されており、Ｘ軸スライダ５２，Ｙ軸スライダ５４によってヘッド６０が移
動すると、これに伴ってＸＹ方向に移動する。また、カメラユニット７０には、カメラ移
動モータ７５（図２参照）の駆動によりＹ軸方向に移動されるスライダとして構成された
カメラ移動部７６が取り付けられている。カメラ移動部７６は、支持部材６９の下側の開
口内の左右側面にＹ軸方向に沿って設けられた図示しないガイドレールに取り付けられて
おり、ガイドレールに案内されつつＹ軸方向にスライド可能となっている。このカメラ移
動部７６によって、カメラユニット７０はＹ軸方向に移動可能となっている。なお、カメ
ラユニット７０は支持部材６９及びＸ軸スライダ５２を介してヘッド６０と接続されてい
るため、カメラ移動部７６によってヘッド６０に対するカメラユニット７０の相対的な位
置が変化することになる。
【００２７】
　カメラユニット７０が備える上視野カメラ７１，下視野カメラ７２，高さセンサ７３に
ついて詳細に説明する。図３は、カメラユニット７０を右上からみた斜視図である。図４
は、カメラユニット７０を右下からみた斜視図である。
【００２８】
　上視野カメラ７１は、図３に示すように、本体部７４の上方を撮像可能であり、ヘッド
６０の吸着ノズル６２に吸着された部品Ｐを撮像して部品画像データを取得するものであ
る。この上視野カメラ７１は、本体部７４の上面前方に形成された開口である上入射口７
７と、本体部７４の上面で上入射口７７の周囲を囲むように配置された上照明部８１と、
を備えている。上入射口７７は、カメラユニット７０の上側から本体部７４内部に光を入
射可能である。上入射口７７は、例えばカバーガラスなど透光性の材料で塞がれている。
上照明部８１は、上方に向けて発光するものであり、上視野カメラ７１による撮像時に上
入射口７７の上方に存在する部品Ｐの下面に光を照射できるようになっている。
【００２９】
　また、上視野カメラ７１は、図２に示すように、光学系８４ａと、撮像素子８７ａと、
画像処理部８８ａと、を本体部７４の内部に備えている。光学系８４ａは、上入射口７７
の下方に配置されて外部からの光を反射するミラー８５ａ（後述する図７参照）を含む複
数のミラーやレンズで構成されている。撮像素子８７ａは、ＣＣＤやＣＭＯＳなどにより
構成されており、上入射口７７及び光学系８４ａを介した受光により電荷を発生させ発生
した電荷を画像処理部８８ａに出力する。画像処理部８８ａは、撮像素子８７ａから入力
した電荷に基づいて部品画像データを生成する。図３に示すように、上入射口７７の真上
に吸着ノズル６２ａに吸着された部品Ｐが存在する状態で撮像素子８７ａが撮像を行うこ
とで、上視野カメラ７１は、吸着ノズル６２に吸着された部品Ｐを含む領域を撮像した部
品画像データを取得する。
【００３０】
　下視野カメラ７２は、図４に示すように、本体部７４の下方を撮像可能であり、基板１
６のうち吸着ノズル６２に吸着された部品Ｐに対向する基板１６の対向領域Ｆを撮像して
基板画像データを取得するものである。なお、図４では、対向領域Ｆは基板１６の裏側か
ら透過させて示している。この下視野カメラ７２は、本体部７４の下面前方に形成された
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開口である下入射口７８と、本体部７４の下面で下入射口７８の周囲を囲むように配置さ
れた下照明部８２と、を備えている。下入射口７８は、上入射口７７の真下に位置してお
り、カメラユニット７０の下側から本体部７４内部に光を入射可能である。下入射口７８
は、例えばカバーガラスなど透光性の材料で塞がれている。下照明部８２は、下方に向け
て発光するものであり、下視野カメラ７２による撮像時に下入射口７８の下方に存在する
基板１６に光を照射できるようになっている。
【００３１】
　また、下視野カメラ７２は、図２に示すように、光学系８４ｂと、撮像素子８７ｂと、
画像処理部８８ｂと、を本体部７４の内部に備えている。光学系８４ｂは、ミラー８５ａ
を含む複数のミラーやレンズで構成されている。光学系８４ｂは、ミラー８５ａが上視野
カメラ７１の光学系８４ａと共通である。撮像素子８７ｂは、ＣＣＤやＣＭＯＳなどによ
り構成されており、下入射口７８及び光学系８４ｂを介した受光により電荷を発生させ発
生した電荷を画像処理部８８ｂに出力する。画像処理部８８ｂは、撮像素子８７ｂから入
力した電荷に基づいて基板画像データを生成する。図４に示すように、下入射口７８の真
下に基板１６が存在する状態で撮像素子８７ｂが撮像を行うことで、下視野カメラ７２は
、基板１６の表面のうち吸着ノズル６２に吸着された部品Ｐに対向する対向領域Ｆ（部品
Ｐの真下の領域）を撮像した基板画像データを取得する。
【００３２】
　高さセンサ７３は、本体部７４の下方を撮像可能であり、基板１６の対向領域Ｆを撮像
して、対向領域Ｆの基板高さの検出に用いる高さ関連画像データを取得するものである。
この高さセンサ７３は、下入射口７８と、本体部７４の下面で下入射口７８の後方に配置
されたスポット光源８３と、光学系８４ｂと、撮像素子８７ｂと、画像処理部８８ｂと、
を備えている。高さセンサ７３は、下入射口７８，光学系８４ｂ，撮像素子８７ｂ，画像
処理部８８ｂが、下視野カメラ７２と共通である。スポット光源８３は、下方向から傾斜
した方向に指向性のスポット光を照射するものであり、下入射口７８の下方に存在する基
板１６の対向領域Ｆの一部にこのスポット光を照射できるようになっている。スポット光
源８３は、本実施形態では下方向から前方に４５°傾斜した方向にスポット光を照射する
ものとした。この高さセンサ７３は、スポット光源８３により基板１６の対向領域Ｆにス
ポット光を照射した状態で、下視野カメラ７２と同様に対向領域Ｆを撮像して、高さ関連
画像データを取得する。そのため、高さ関連画像データで表される画像には、基板１６表
面のうちスポット光が照射された領域が例えば円形の領域として含まれる（撮像される）
。
【００３３】
　制御装置９０は、図２に示すように、ＣＰＵ９１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ＲＯＭ９２、各種データを記憶するＨＤＤ
９３、作業領域として用いられるＲＡＭ９４、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９５などを備えており、これらはバス９６を介して接続されてい
る。この制御装置９０は、基板搬送装置３０やバックアップ装置４０、Ｘ軸モータ５１、
Ｙ軸モータ５３、パーツカメラ５８、Ｚ軸モータ６６ａ，６６ｂ、θ軸モータ６８ａ，６
８ｂ、上照明部８１，下照明部８２，スポット光源８３，撮像素子８７ａ，８７ｂ、カメ
ラ移動モータ７５などへの駆動信号を入出力インタフェース９５を介して出力する。また
、制御装置９０は、パーツカメラ５８，画像処理部８８ａ，８８ｂからの画像データなど
を入出力インタフェース９５を介して入力する。
【００３４】
　管理コンピュータ１００は、図２に示すように、ＣＰＵ１０１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ＲＯＭ１０２、各種データを
記憶するＨＤＤ１０３、作業領域として用いられるＲＡＭ１０４、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１０５などを備えており、これらはバス１０
６を介して接続されている。また、管理コンピュータ１００は、入出力インタフェース１
０５を介して、マウスやキーボードに代表される入力デバイス１１２から信号を入力可能
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であり、ディスプレイ１１４に種々の画像を出力可能なように接続されている。管理コン
ピュータ１００のＨＤＤ１０３には、実装装置１０での実装に用いられる実装条件情報な
どが記憶されている。実装条件情報には、部品Ｐの実装順序，部品種別，部品サイズ，基
板１６における実装位置などの情報が含まれている。なお、実装位置の情報は、例えば部
品Ｐの中心のＸＹ座標を表す情報である。
【００３５】
　次に、こうして構成された本実施形態の実装装置１０の動作、特に、基板１６に対する
部品Ｐの位置ずれを補正しつつ基板１６に部品Ｐを実装する処理について説明する。図５
は、制御装置９０のＣＰＵ９１により実行される部品実装処理ルーチンの一例を示すフロ
ーチャートである。このルーチンは、実装装置１０のＨＤＤ９３に記憶され、例えば作業
者による開始指示を入力したときや、基板１６が基板搬送装置３０により搬送されてバッ
クアップ装置４０にバックアップされたときなどに実行される。
【００３６】
　このルーチンが開始されると、制御装置９０のＣＰＵ９１は、まず、実装条件情報を管
理コンピュータ１００から取得し、ＨＤＤ９３に記憶する（ステップＳ１００）。次に、
ＣＰＵ９１は、取得した実装条件情報に基づいて、次に実装すべき部品Ｐを吸着ノズル６
２に吸着させる（ステップＳ１１０）。ＣＰＵ９１は、ステップＳ１００で取得した実装
条件情報に含まれる実装順序や部品種別などの情報に基づいて、次に実装すべき部品Ｐを
判定する。また、ＣＰＵ９１は、該当する部品が収納されているテープフィーダ２２の部
品取出位置までヘッド６０を移動するようＸ軸モータ５１及びＹ軸モータ５３を駆動制御
する。そして、ＣＰＵ９１は、Ｚ軸モータ６６ａを駆動制御して吸着ノズル６２ａを下降
させると共に吸着ノズル６２ａに負圧を作用させて、吸着ノズル６２ａに部品Ｐを吸着さ
せる。次に実装すべき部品Ｐが２個以上ある場合は、ＣＰＵ９１は、吸着ノズル６２ｂへ
の部品Ｐの吸着も同様に行い、２個の部品Ｐを吸着ノズル６２ａ，６２ｂにそれぞれ吸着
させる。以下、吸着ノズル６２ａに吸着された部品Ｐを部品Ｐ１と称し、吸着ノズル６２
ａｂに吸着された部品Ｐを部品Ｐ２と称する。
【００３７】
　次に、ＣＰＵ９１は、吸着ノズル６２に吸着した部品Ｐのうち、次に実装する対象とな
る実装対象部品を１つ設定する（ステップＳ１２０）。本実施形態では、吸着ノズル６２
ａに吸着された部品Ｐをまず実装対象部品に設定し、その部品Ｐを実装したあとに、吸着
ノズル６２ｂに吸着された部品Ｐを実装対象部品に設定するものとした。続いて、ＣＰＵ
９１は、実装対象部品に設定した部品Ｐを基板１６上の実装位置へ移動する（ステップＳ
１３０）。部品Ｐの移動は、ＣＰＵ９１がＸ軸モータ５１及びＹ軸モータ５３を駆動制御
してヘッド６０を移動させることで行う。なお、部品Ｐの実装位置（ＸＹ座標）は、ステ
ップＳ１００で取得した実装条件情報に含まれる実装位置の情報に基づいてＣＰＵ９１が
取得する。また、ＣＰＵ９１は、吸着ノズル６２がパーツカメラ５８の上方を通過してか
ら実装位置に向かうようにヘッド６０を移動させる。このとき、パーツカメラ５８が吸着
ノズル６２に吸着された部品Ｐを撮像して撮像画像を取得する。ＣＰＵ９１は、パーツカ
メラ５８によって撮像された画像を予め記憶された正常な吸着状態の画像と比較すること
により、部品Ｐが正常に吸着されているか否かを判定する。
【００３８】
　部品Ｐを実装位置に移動させると、ＣＰＵ９１は、上視野カメラ７１による部品画像の
取得と下視野カメラ７２による基板画像の取得と高さセンサ７３による高さ関連画像デー
タの取得とが可能な撮像位置にカメラユニット７０を移動させる（ステップＳ１４０）。
図６は、吸着ノズル６２ａに吸着された部品Ｐ１が実装対象部品に設定されているときの
撮像位置にカメラユニット７０を移動させた状態を示す説明図である。なお、図６は右面
からみた様子を示している。図示するように、この撮像位置では、部品Ｐ１（吸着ノズル
６２ａ）の真下に上入射口７７が位置し、且つ部品Ｐ１の対向領域Ｆ１の真上に下入射口
７８が位置している。すなわち、部品Ｐ１と対向領域Ｆ１との間に、カメラユニット７０
の上入射口７７及び下入射口７８が位置している。ＣＰＵ９１は、カメラ移動モータ７５
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を駆動制御してカメラユニット７０をＹ軸方向に移動させることで、この撮像位置にカメ
ラユニット７０を移動させる。
【００３９】
　次に、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１４０で移動させた撮像位置で撮像を行うよう上視野
カメラ７１及び下視野カメラ７２を制御して、部品画像データ及び基板画像データを取得
する（ステップＳ１５０）。具体的には、ＣＰＵ９１は、上照明部８１が発光し撮像素子
８７ａが撮像を行うよう制御して、撮像により得られた部品画像データを画像処理部８８
ａから取得する。同様に、ＣＰＵ９１は、下照明部８２が発光し撮像素子８７ｂが撮像を
行うよう制御して、撮像により得られた基板画像データを画像処理部８８ｂから取得する
。なお、本実施形態では、上視野カメラ７１の撮影範囲（視野）は上入射口７７の真上の
領域とした。図６に示すように、部品Ｐ１はこの撮影範囲内に収まっており、部品画像デ
ータには、部品Ｐ１の下面全体の画像が含まれる。同様に、本実施形態では、下視野カメ
ラ７２の撮影範囲は下入射口７８の真下の領域とした。図６に示すように、対向領域Ｆ１
はこの撮影範囲内に収まっており、基板画像データには、対向領域Ｆ１全体の画像が含ま
れる。
【００４０】
　続いて、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１４０で移動させた撮像位置で撮像を行うよう高さ
センサ７３を制御して、高さ関連画像データを取得する（ステップＳ１６０）。具体的に
は、ＣＰＵ９１は、スポット光源８３が発光し撮像素子８７ｂが撮像を行うよう制御して
、撮像により得られた高さ関連画像データを画像処理部８８ｂから取得する。なお、高さ
センサ７３と下視野カメラ７２とは下入射口７８及び光学系８４ｂが共通であるため、高
さセンサ７３の撮影範囲は下視野カメラ７２と同じである。ただし、下視野カメラ７２の
撮影時とは異なり、スポット光源８３が対向領域Ｆ（図６の対向領域Ｆ１）に向けてスポ
ット光を照射するため（図６の太矢印参照）、上述したように高さ関連画像データにはス
ポット光が照射された領域の画像が含まれる。
【００４１】
　次に、ＣＰＵ９１は、取得した高さ関連画像データに基づいて、対向領域Ｆの基板高さ
を導出する（ステップＳ１７０）。ＣＰＵ９１は、高さ関連画像データ中のスポット光の
位置に基づいて、対向領域Ｆの基板高さを導出する。なお、本実施形態では、基板高さは
、Ｚ軸方向の位置（Ｚ座標）である。図７は、対向領域Ｆの基板高さとスポット光源８３
からのスポット光との関係を示す概念図である。図７では、対向領域Ｆの基板高さが低い
ときの基板１６及びスポット光を実線で示し、対向領域Ｆの基板高さが高いときの基板１
６及びスポット光を破線で示している。図示するように、スポット光源８３からのスポッ
ト光は上下方向から傾斜して対向領域Ｆに照射されるため、対向領域Ｆの基板高さが例え
ば基板１６の反りなどにより変化すると、対向領域Ｆにおけるスポット光が照射される位
置が変化することになる。そのため、対向領域Ｆの基板高さが変化すると、高さセンサ７
３が取得する高さ関連画像データで表される画像の中のスポット光の位置が変化する。Ｃ
ＰＵ９１は、高さ関連画像データに対して、例えば明度が最も高い画素を抽出するなどの
画像処理を行って、画像の中のスポット光の位置を検出し、検出した位置に基づいて対向
領域Ｆの基板高さを導出する。ＨＤＤ９３には、予め実験などにより測定されたスポット
光の位置と対向領域Ｆの基板高さとの対応関係が記憶されており、ＣＰＵ９１は、今回取
得した高さ関連画像データ中のスポット光の位置と、この対応関係とに基づいて、対向領
域Ｆの基板高さを導出する。なお、図７では基板１６に上向きの反りが生じて対向領域Ｆ
の基板高さが変化した場合について示しているが、例えば基板１６に下向きの反りが生じ
た場合や、基板１６全体の高さが変化した場合なども、同様に高さ関連画像データ中のス
ポット光の位置に基づいて、対向領域Ｆの基板高さを導出することができる。
【００４２】
　続いて、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１５０で取得した部品画像データと基板画像データ
とに基づいて、実装対象部品と基板１６上の実装位置とのＸＹ方向の位置ずれを補正する
（ステップＳ１８０）。この処理は、例えば以下のように行う。まず、ＣＰＵ９１は、部
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品画像データで表される画像における部品Ｐの下面のバンプやマークなどの位置を検出し
、検出した位置に基づいて画像中の部品Ｐの位置（例えば画像の中心を基準とした部品Ｐ
の中心位置）を導出する。なお、画像中の部品Ｐの位置を導出できればよく、例えば画像
における部品Ｐの輪郭に基づいて画像中の部品Ｐの位置を導出してもよい。また、ＣＰＵ
９１は、基板画像データで表される画像における基板１６上の配線パターンの位置を検出
し、検出した位置に基づいて画像中の部品Ｐの実装位置（例えば画像の中心を基準とした
位置）を導出する。配線パターンと実装位置との位置関係は、例えば管理コンピュータ１
００のＨＤＤ１０３に記憶されており、ＣＰＵ９１が管理コンピュータ１００から取得す
る。なお、画像中の部品Ｐの実装位置を導出できれよく、例えば基板１６上に実装位置を
特定するためのマークなどを付しておき、ＣＰＵ９１が画像におけるマークの位置に基づ
いて画像中の部品Ｐの実装位置を導出してもよい。そして、ＣＰＵ９１は、部品画像デー
タにおける画像中の部品Ｐの位置と、基板画像データにおける画像中の部品Ｐの実装位置
とに基づいて、両者のずれを導出し、そのずれがなくなるようにヘッド６０をＸＹ方向に
移動させて、部品Ｐと基板１６上の実装位置とのＸＹ方向の位置ずれを補正する。ここで
、本実施形態では、上入射口７７から入射する光軸と下入射口７８から入射する光軸とが
同軸になっているものとした。そのため、ステップＳ１７０で移動させた部品ＰのＸＹ方
向の位置と基板１６上の部品ＰのＸＹ方向の実装位置とが一致していれば、部品画像デー
タの画像中の部品Ｐの位置と基板画像データの画像中の実装位置とが一致することになる
。したがって、ＣＰＵ９１は、部品画像データの画像中の部品Ｐの位置と基板画像データ
の画像中の実装位置とのずれ（ずれ量及びずれ方向）を導出して、このずれがなくなるよ
うな方向にヘッド６０を移動させて、部品Ｐの位置と基板１６上の実装位置とのＸＹ方向
の位置ずれを補正することができる。なお、上入射口７７から入射する光軸と下入射口７
８から入射する光軸とが同軸になっていなくとも、両光軸のＸＹ方向のずれを予め測定し
ておけば、ＣＰＵ９１はこれを加味することで同様に位置ずれの補正が可能である。
【００４３】
　次に、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１７０で導出した基板高さに基づいて、実装対象部品
を基板１６に実装するときの吸着ノズル６２のＺ軸方向の移動距離である補正後移動距離
を導出する（ステップＳ１９０）。部品Ｐを基板１６に実装する際には、吸着ノズル６２
をＺ軸方向（下方向）に移動させて部品Ｐを基板１６に押圧する。このときのＺ軸方向の
移動距離の初期値は、押圧の荷重の適正値や基板１６及び部品Ｐの厚さなどに応じて予め
定められており、例えばステップＳ１００でＣＰＵ９１が取得した実装条件情報に含まれ
ている。ＣＰＵ９１は、例えばステップＳ１７０で導出した対向領域Ｆの基板高さに基づ
いて、基板高さが高ければその分だけ初期値から値を減じるなどの補正を行う。ＣＰＵ９
１は、こうした補正を行って、部品Ｐを基板１６に押圧する際の荷重が適正値になるよう
な補正後移動距離を導出する。
【００４４】
　次に、ＣＰＵ９１は、吸着ノズル６２による部品Ｐの実装の妨げにならない待機位置に
カメラユニット７０を移動させる（ステップＳ２００）。待機位置は、例えばカメラユニ
ット７０がＹ軸方向に移動可能な範囲のうち最も後方の位置である。なお、ＣＰＵ９１は
、実装対象部品を吸着している吸着ノズル６２の真下にカメラユニット７０が存在しない
ような位置に移動させればよい。例えば、実装対象部品を吸着しているのが吸着ノズル６
２ａである場合には、吸着ノズル６２ｂの真下にはカメラユニット７０が存在していても
問題はない。そして、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１９０で導出した補正後移動距離に基づ
いて吸着ノズル６２をＺ軸方向に移動させて、実装対象部品を基板１６に実装する（ステ
ップＳ２１０）。例えば吸着ノズル６２ａに吸着された部品Ｐ１が実装対象部品であると
きには、ＣＰＵ９１は、Ｚ軸モータ６６ａを駆動制御して吸着ノズル６２ａを下降させる
と共に吸着ノズル６２ａに正圧を作用させて、部品Ｐ１を基板１６上に実装する。
【００４５】
　実装対象部品の実装を行うと、ＣＰＵ９１は、吸着ノズル６２に吸着済みの未実装部品
があるか否かを判定する（ステップＳ２２０）。吸着済みの未実装部品があるときには、
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ＣＰＵ９１は、ステップＳ１２０以降の処理を実行する。例えば吸着ノズル６２ａが吸着
した部品Ｐ１の実装が完了し、吸着ノズル６２ｂが吸着した部品Ｐ２が未実装であれば、
ＣＰＵ９１は、ステップＳ１２０で部品Ｐ２を実装対象部品に設定して、部品Ｐ２の実装
位置への移動や、カメラユニット７０の撮像位置への移動を行い、カメラユニット７０に
よる撮像や補正を行った上で、部品Ｐ２を基板１６に実装する。図８は、部品Ｐ２が実装
対象部品に設定されているときの撮像位置にカメラユニット７０を移動させた状態を示す
説明図である。図示するように、この撮像位置では、部品Ｐ２（吸着ノズル６２ｂ）の真
下に上入射口７７が位置し、且つ部品Ｐ２の対向領域Ｆ２の真上に下入射口７８が位置し
ている。すなわち、部品Ｐ２と対向領域Ｆ２との間に、カメラユニット７０の上入射口７
７及び下入射口７８が位置している。
【００４６】
　ステップＳ２２０で吸着ノズル６２に吸着済みの未実装部品がないと判定すると、ＣＰ
Ｕ９１は、未吸着の未実装部品があるか否かを判定する（ステップＳ２３０）。未吸着の
未実装部品があるときには、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１１０以降の処理を実行する。す
なわち、次に実装すべき部品Ｐを吸着ノズル６２に吸着させ、吸着した部品Ｐを１つずつ
実装対象部品に設定して、部品Ｐを基板１６に実装する。ステップＳ２３０で未吸着の未
実装部品がないときには、ＣＰＵ９１は本ルーチンを終了する。
【００４７】
　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
施形態のヘッド６０が本発明の実装ヘッドに相当し、上視野カメラ７１が第１撮像部に相
当し、下視野カメラ７２が第２撮像部に相当し、高さセンサ７３が高さ関連情報取得部に
相当し、カメラユニット７０が撮像手段に相当し、カメラ移動モータ７５及びカメラ移動
部７６が撮像移動手段に相当する。また、吸着ノズル６２が保持部に相当し、Ｘ軸モータ
５１，Ｘ軸スライダ５２，Ｙ軸モータ５３，及びＹ軸スライダ５４がヘッド移動手段に相
当し、本体部７４が撮像本体部に相当し、制御装置９０が第１補正手段及び第２補正手段
に相当する。
【００４８】
　以上説明した実装装置１０によれば、カメラ移動モータ７５及びカメラ移動部７６は、
上視野カメラ７１と下視野カメラ７２と高さセンサ７３との相対位置を維持しつつ、これ
らを有するカメラユニット７０を、ヘッド６０に保持された部品Ｐと基板１６の表面のう
ちその部品Ｐに対向する対向領域Ｆとの間の位置である撮像位置に移動可能である。そし
て、この撮像位置に移動した状態において、上視野カメラ７１がヘッド６０に保持された
部品Ｐを撮像し、下視野カメラ７２が対向領域Ｆを撮像し、高さセンサ７３が対向領域Ｆ
の基板高さに関する高さ関連画像データを取得する。こうすることで、上視野カメラ７１
，下視野カメラ７２，高さセンサ７３のいずれか１以上の移動や、その他の機構の移動を
間に挟むことなく、部品Ｐ及び基板１６の撮像と高さ関連画像データの取得とを行うこと
ができる。そのため、実装処理に要する時間の増加をより抑制することができる。そして
、部品Ｐ及び基板１６の撮像と高さ関連画像データの取得とを行うことで、得られた情報
に基づいて例えば部品Ｐに対する基板１６の表面の基板高さ方向のずれや基板高さ方向に
直交するＸＹ方向のずれを考慮して、部品Ｐを基板１６上に実装することができる。その
ため、より精度良く部品を実装することができる。
【００４９】
　また、ヘッド６０は、Ｙ方向に並べて配置され部品Ｐを保持可能な吸着ノズル６２を複
数有し、カメラ移動モータ７５及びカメラ移動部７６は、上視野カメラ７１と下視野カメ
ラ７２と高さセンサ７３との相対位置を維持しつつ、複数の吸着ノズル６２の各々の撮像
位置にカメラユニット７０を移動可能である。そのため、複数の吸着ノズル６２の各々に
ついてそれぞれカメラユニットを設ける場合に比べて、実装装置１０の構成を簡略化しや
すい。
【００５０】
　さらに、実装装置１０は、ヘッド６０とカメラユニット７０とを、互いの相対位置を維
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持しつつ移動可能なＸ軸モータ５１，Ｘ軸スライダ５２，Ｙ軸モータ５３，Ｙ軸スライダ
５４を備え、カメラ移動モータ７５及びカメラ移動部７６は、ヘッド６０に対するカメラ
ユニット７０の相対位置を変化させる。そのため、ヘッド６０の移動に伴ってカメラユニ
ット７０が移動するため、カメラ移動モータ７５及びカメラ移動部７６はヘッド６０に対
するカメラユニット７０の相対位置を変化させるだけでよく、カメラユニット７０を移動
させる機構を簡略化しやすい。しかも、吸着ノズル６２ａ，６２ｂがＹ軸方向に並べて配
置されているため、ヘッド６０に対するカメラユニット７０の相対位置をカメラ移動モー
タ７５及びカメラ移動部７６によりＹ軸方向に移動させることができればよく、カメラユ
ニット７０を移動させる機構をより簡略化しやすい。
【００５１】
　さらにまた、高さセンサ７３は、基板１６の表面上にスポット光を照射するスポット光
源８３と、光学系８４ｂと、光学系８４ｂを介してスポット光の反射光を受光する撮像素
子８７ｂと、を有し、撮像素子８７ｂによりスポット光を含む基板１６表面上を撮像した
高さ関連画像データを取得する。そのため、基板１６の表面の高さ方向の位置が変化すれ
ば高さ関連画像データ中のスポット光の位置も変化することになるため、画像データ中の
スポット光の位置に基づいて、対向領域Ｆの基板高さを比較的容易に検出することができ
る。
【００５２】
　そしてまた、下視野カメラ７２は、高さセンサ７３と共通の光学系８４ｂ及び撮像素子
８７ｂを有し、撮像素子８７ｂにより対向領域Ｆを撮像する。高さセンサ７３は、撮像素
子８７ｂによりスポット光を含む対向領域Ｆを撮像した高さ関連画像データを取得する。
そのため、光学系８４ｂと撮像素子８７ｂとの共通化により、カメラユニット７０の構成
を簡略化できる。
【００５３】
　そしてまた、カメラユニット７０は、上視野カメラ７１と下視野カメラ７２と高さセン
サ７３とが固定された本体部７４を有し、カメラ移動モータ７５及びカメラ移動部７６は
、本体部７４を移動させる。そのため、上視野カメラ７１と下視野カメラ７２と高さセン
サ７３とを別々に移動させる場合に比べて、カメラユニット７０を移動させる機構の構成
を簡略化しやすい。
【００５４】
　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。
【００５５】
　例えば、上述した実施形態では、上視野カメラ７１と下視野カメラ７２とで光学系の一
部（ミラー８５ａ）が共通であり、下視野カメラ７２と高さセンサ７３とで下入射口７８
，光学系８４ｂ，撮像素子８７ｂ，画像処理部８８ｂが共通としたが、これらの１以上が
共通でなくともよい。
【００５６】
　上述した実施形態では、高さセンサ７３は対向領域Ｆにスポット光を照射して、対向領
域Ｆを含む基板１６の表面上を撮像するものとしたが、対向領域Ｆ以外にスポット光を照
射してその反射光を撮像してもよい。すなわち、下視野カメラ７２と高さセンサ７３とで
撮像領域が異なっていてもよい。この場合、例えば高さセンサ７３が撮像した画像データ
に基づいてＣＰＵ９１が基板１６のうち対向領域Ｆ近傍の基板高さを導出して、ＣＰＵ９
１がこれを対向領域Ｆの基板高さとみなしてもよい。
【００５７】
　上述した実施形態では、高さセンサ７３はスポット光を照射してその反射光を含む高さ
関連画像データを取得するものとしたが、対向領域Ｆの基板高さを導出可能な情報を取得
するものであれば、高さセンサ７３はこれに限られない。例えば、高さセンサ７３は、複
数のカメラにより基板表面の３次元画像を取得するものとしてもよい。また、高さセンサ
７３は、光学系のレンズの焦点距離の変化量を取得し、ＣＰＵ９１がこの変化量に基づい
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て基板高さを導出してもよい。あるいは、高さセンサ７３は、対向領域Ｆの基板高さを導
出可能な情報を撮像以外の手法で取得するものとしてもよい。
【００５８】
　上述した実施形態では、本体部７４に上視野カメラ７１と下視野カメラ７２と高さセン
サ７３とが固定され、これらが一体となって移動するものとしたが、これらの１以上を独
立して移動可能な移動手段を実装装置１０が備えていてもよい。
【００５９】
　上述した実施形態では、Ｘ軸スライダ５２及び支持部材６９を介してヘッド６０とカメ
ラユニット７０とが接続されていることで、Ｘ軸モータ５１，Ｘ軸スライダ５２，Ｙ軸モ
ータ５３，Ｙ軸スライダ５４がヘッド６０とカメラユニット７０との相対位置を維持した
まま両者を移動可能としたが、これに限られない。例えば、実装装置１０は、ヘッド６０
をＸＹ方向に移動させるスライダ及びモータと、カメラユニット７０をＸＹ方向に移動さ
せるスライダ及びモータとを、それぞれ備えていてもよい。
【００６０】
　上述した実施形態では、吸着ノズル６２ａ，６２ｂはＹ軸方向に並べて配置されている
物としたが、Ｘ軸方向に並べて配置されていてもよい。また、吸着ノズル６２の列が複数
ある場合など、所定の並び方向以外に配置された吸着ノズル６２が存在してもよい。この
場合でも、例えばカメラユニット７０をヘッド６０に対してＸＹ方向に移動させる機構を
実装装置１０が備えていればよい。あるいは、実装装置１０が１以上の吸着ノズルに対応
するカメラユニットを複数備えていてもよい。
【００６１】
　上述した実施形態では、スポット光源８３はＺ軸方向から傾斜してスポット光を照射す
るものとしたが、Ｚ軸方向に沿って（真下に）スポット光を照射してもよい。この場合で
も、高さセンサ７３が、スポット光が照射された領域を含む基板１６の表面上の領域を真
上からではなくＸＹ方向にずれた位置から撮像すれば、本実施形態と同様に画像中のスポ
ット光の位置に基づいて基板高さを導出することができる。
【００６２】
　上述した実施形態では、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１８０でヘッド６０をＸＹ方向に移
動させることで位置ずれを補正するものとしたが、これに加えて又は代えて、基板１６を
移動させてもよい。また、ＣＰＵ９１は、θ軸モータ６８ａ，６８ｂによる部品Ｐの回転
させて、部品Ｐの向きも補正するものとしてもよい。
【００６３】
　上述した実施形態では、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１８０で部品画像データと基板画像
データとに基づいて部品Ｐと基板１６上の実装位置とのＸＹ方向の位置ずれを補正するも
のとしたが、さらにステップＳ１７０で導出した対向領域Ｆの基板高さも加味してＸＹ方
向の位置ずれを補正してもよい。例えば、ＣＰＵ９１は、基板高さの変化に伴う部品画像
データ中の部品Ｐの位置ずれや基板画像データ中の実装位置の位置ずれを加味してＸＹ方
向の位置ずれを補正してもよい。
【００６４】
　上述した実施形態では、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１３０でヘッド６０を実装位置に移
動させた後にステップＳ１４０でカメラユニット７０を撮像位置に移動させるものとした
が、これらを平行して行ってもよい。また、ＣＰＵ９１は、ステップＳ１５０の後にステ
ップＳ１６０を行うものとしたが、先にステップＳ１６０を行ってもよい。あるいは、Ｃ
ＰＵ９１は、ステップＳ１８０で実装対象部品と基板上の実装位置との位置ずれを補正し
た後で、ステップＳ１６０の高さ関連画像データの取得及びステップＳ１８０の処理を行
ってもよい。
【００６５】
　上述した実施形態では、画像処理部８８ａ，８８ｂはカメラユニット７０に内蔵されて
いるものとしたが、カメラユニット７０とは別の構成としてもよい。この場合、高さセン
サ７３の撮像素子８７ｂが撮像して画像処理部に出力する電荷が、本発明の高さ関連情報
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取得部が取得する画像データ（高さ関連情報）に相当する。例えば、制御装置９０が画像
処理部を兼ねてもよい。
【００６６】
　上述した実施形態では、上視野カメラ７１の撮影範囲は上入射口７７の真上の領域とし
、下視野カメラ７２の撮影範囲は下入射口７８の真下の領域としたが、これに限られない
。上視野カメラ７１の撮影範囲は、例えば吸着ノズル６２が吸着する可能性のある種々の
部品Ｐが撮影範囲内に収まるように、予め定めておけばよい。なお、ＣＰＵ９１が部品Ｐ
の輪郭ではなくバンプやマーク等で画像中の部品Ｐの位置を導出する場合は、部品Ｐ全体
が撮影範囲に収まらなくともよい。同様に、下視野カメラ７２の撮影範囲は、画像中の部
品Ｐの実装位置の導出に用いる対象物（配線パターンやマークなど）が撮影範囲内に収ま
るように、予め定めておけばよい。
【００６７】
　上述した実施形態では、実装装置１０は高さセンサ７３を１つ備えるものとしたが、高
さセンサ７３を複数備えるものとしてもよい。この場合、複数の高さセンサ７３が基板上
の複数箇所の高さ関連画像データを撮像し、ＣＰＵ９１が複数の高さ関連画像データに基
づいて基板１６の対向領域Ｆの傾きを測定してもよい。
【００６８】
　上述した実施形態では、実装装置１０は、部品実装処理において、カメラユニット７０
による撮像とそれに基づく補正とを全ての部品に対してを行うものとしたが、より精度良
く実装する必要のある部品についてのみ行ってもよい。より精度良く実装する必要のある
部品としては、例えば、基板１６上に実装済みの他の部品の上にさらに重ねて実装する部
品が挙げられる。より精度良く実装する必要のある部品か否かは、例えば取得した実装条
件情報に基づいてＣＰＵ９１が判定してもよい。
【００６９】
　上述した実施形態では、ヘッド６０の吸着ノズル６２が部品Ｐを吸着するものとしたが
、ヘッド６０が部品Ｐを保持するものとすれば、吸着するものに限定されない。例えば、
ヘッド６０は、把持部に部品Ｐを引っかけて保持するものとしてもよい。
【００７０】
　上述した実施形態では、本発明の機能を備えた実装検査装置４０として説明したが、特
にこれに限定されず、実装検査方法やそのプログラムの形態としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明は、基板に部品を実装する技術分野に利用可能である。
【符号の説明】
【００７２】
　１０　実装装置、１２　筐体、１４　基台、１６　基板、２０　部品供給装置、２２　
テープフィーダ、２２ａ　リール、２２ｂ　フィーダ部、３０　基板搬送装置、３２ａ，
３２ｂ　支持板、３４ａ，３４ｂ　コンベアベルト、４０　バックアップ装置、４２　バ
ックアッププレート、４４　ベースプレート、４６　バックアップピン、５０　部品装着
装置、５１　Ｘ軸モータ、５２　Ｘ軸スライダ、５３　Ｙ軸モータ、５４　Ｙ軸スライダ
、５５，５６　ガイドレール、５８　パーツカメラ、５９　ノズルストッカ、６０　ヘッ
ド、６２，６２ａ，６２ｂ　吸着ノズル、６６ａ，６６ｂ　Ｚ軸モータ、６８ａ，６８ｂ
　θ軸モータ、６９　支持部材、７０　カメラユニット、７１　上視野カメラ、７２　下
視野カメラ、７３　高さセンサ、７４　本体部、７５　カメラ移動モータ、７６　カメラ
移動部、７７　上入射口、７８　下入射口、８１　上照明部、８２　下照明部、８３　ス
ポット光源、８４ａ，８４ｂ　光学系、８７ａ，８７ｂ　撮像素子、８８ａ，８８ｂ　画
像処理部、９０　制御装置、９１　ＣＰＵ、９２　ＲＯＭ、９３　ＨＤＤ、９４　ＲＡＭ
、９５　入出力インタフェース、９６　バス、１００　管理コンピュータ、１０１　ＣＰ
Ｕ、１０２　ＲＯＭ、１０３　ＨＤＤ、１０４　ＲＡＭ、１０５　入出力インタフェース
、１０６　バス、１１２　入力デバイス、１１４　ディスプレイ、Ｆ　対向領域、Ｐ　部
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