
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部品保持部材（５１２）に保持された部品（３１）を被装着体（５２）の装着位置に装
着するときの上記装着位置の補正量を得るために上記部品の撮像を行う部品認識装置にお
いて、
　上記部品保持部材に保持された上記部品は、該部品の厚み方向には移動せず上記厚み方
向に直交する直交方向（１７１）の内の一方向である搬送方向（１７３）に沿って搬送さ
れ、
　上記搬送されてきた上記部品に対して、上記直交方向に沿った上記部品の被撮像面（１
７２）の撮像を行う撮像装置（１１１）と、
　上記撮像装置による撮像動作のため上記保持されている部品の上記被撮像面の照明を行
い上記厚み方向に沿って複数段に配置される光源（１２２、２０３、３０３）を有し、か
つ該光源を、上記直交方向であって上記搬送方向に直交する方向に沿って、上記保持され
ている部品の上記被撮像面の照明を行う動作位置（１２７、３０９）と当該部品認識装置
への上記部品の搬送に干渉しない待機位置（１２６、３０８）との間で移動させる可動照
明装置（１２１、２０７、３０７）と、
　上記撮像装置及び上記可動照明装置の動作制御を行い、撮像する部品の厚み寸法に応じ
て上記被撮像面の照明を行う光源の点灯及び消灯の制御を行う制御装置（５０５、２１０
、３０６）と、
を備えたことを特徴とする部品認識装置。
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【請求項２】
　部品保持部材（５１２）に保持された部品（３１）を被装着体（５２）の装着位置に装
着するときの上記装着位置の補正量を得るために上記部品の撮像を行う部品認識装置にお
いて、
　上記部品保持部材に保持された上記部品は、該部品の厚み方向には移動せず上記厚み方
向に直交する直交方向（１７１）の内の一方向である搬送方向（１７３）に沿って搬送さ
れ、
　上記搬送されてきた上記部品に対して、上記直交方向に沿った上記部品の被撮像面（１
７２）の撮像を行う撮像装置（１１１）と、
　上記撮像装置による撮像動作のため上記保持されている部品の上記被撮像面の照明を行
う光源（１２２、２０３、３０３）を有し、かつ該光源を、上記保持されている部品の上
記被撮像面の照明を行う動作位置（１２７、３０９）と当該部品認識装置への上記部品の
搬送に干渉しない待機位置（１２６、３０８）との間で移動させる可動照明装置（１２１
、２０７、３０７）と、
　上記撮像装置及び上記可動照明装置の動作制御を行う制御装置（５０５、２１０、３０
６）と、を備え、
　上記制御装置は、上記部品保持部材に保持された部品が上記被撮像面に半球状電極（３
２）を有するか否かに応じて上記可動照明装置を動作制御して上記光源の位置を決定

こと
を特徴とする部品認識装置。
【請求項３】
　部品保持部材（５１２）に保持された部品（３１）を被装着体（５２）の装着位置に装
着するときの上記装着位置の補正量を得るために上記部品の撮像を行う部品認識方法にお
いて、
　上記部品の搬送に干渉しない待機位置（１２６、３０８）に光源（１２２、２０３、３
０３）が位置する状態において、上記部品保持部材に保持された上記部品を、該部品の厚
み方向には移動させず上記厚み方向に直交する直交方向の内の一方向である搬送方向に沿
って搬送し、
　上記直交方向に沿った上記部品の被撮像面（１７２）の照明を行う動作位置（１２７、
３０９）へ上記光源を、上記直交方向であって上記搬送方向に直交する方向に沿って上記
待機位置から移動し、
　上記光源は上記厚み方向に沿って複数段に配置されており、撮像する部品の厚み寸法に
応じて上記被撮像面の照明を行う光源の点灯及び消灯が制御されて、上記光源から上記被
撮像面の照明を行い、
　上記照明されている上記被撮像面を含む上記部品の撮像を行い、
　上記撮像後、上記光源を上記動作位置から上記待機位置へ移動させて、上記部品を搬送
する、
ことを特徴とする部品認識方法。
【請求項４】
　部品保持部材（５１２）に保持された部品（３１）を被装着体（５２）の装着位置に装
着するときの上記装着位置の補正量を得るために上記部品の撮像を行う部品認識方法にお
いて、
　上記部品の搬送に干渉しない待機位置（１２６、３０８）に光源（１２２、２０３、３
０３）が位置する状態において、上記部品保持部材に保持された上記部品を、該部品の厚
み方向には移動させず上記厚み方向に直交する直交方向に沿って搬送し、
　上記直交方向に沿った上記部品の被撮像面（１７２）の照明を行う動作位置（１２７、
３０９）へ上記光源を上記待機位置から移動し、上記光源から上記被撮像面の照明を行い
、
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し、
さらに上記被撮像面に半球状電極を有する場合には、上記被撮像面に半球状電極以外のも
のが存在するときと、存在しないときとで、搬送高さ（５１２ａ）を異ならせて保持され
た部品を搬送し、かつ上記可動照明装置を動作制御して上記光源の位置を決定する、



　上記照明されている上記被撮像面を含む上記部品の撮像を行い、
　上記撮像後、上記光源を上記動作位置から上記待機位置へ移動させて、上記部品を搬送

　上記部品保持部材に保持された部品が上記被撮像面に半球状電極（３２）を有するか否
かに応じて上記光源の位置が決定され、

ことを特徴とする部品認識方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば電子部品等の対象物を認識するために使用される部品認識装置、及び該
部品認識装置にて実行される部品認識方法、並びに上記部品認識装置を備えた部品装着装
置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば電子部品を回路基板上に実装する電子部品実装機では、電子部品供給装置から吸着
ノズルを用いて吸着した電子部品を回路基板上に実装する前に、ＣＣＤカメラと画像処理
装置とを備える部品認識装置を用いて上記吸着ノズルに吸着されている上記電子部品を撮
像し、その映像情報を画像処理することで上記吸着ノズルに吸着されている上記電子部品
の位置や角度を検出する。そして、この検出結果に基づいて、当該電子部品の上記回路基
板上への実装時における位置補正を行う。近年、上記検出の対象物である電子部品の形状
は、様々に変化しており、それらに適した部品認識装置の改良が実施されている。以下に
、電子部品に対する従来の部品認識装置について図を参照して説明する。
【０００３】
チップ型部品やリード付き部品を認識する場合には、その電極やリードに反射した光をＣ
ＣＤカメラで撮像するため、部品の斜め下方に設置された照明装置から照明光を部品に当
てる。図２１はこれを図示したもので、照明装置２５から照射された光はリード付き部品
２１のリード２２に当たって反射し、該反射光２３はＣＣＤカメラ２４によって撮像され
、それを画像処理装置２６で画像処理することによって上記部品２１の位置検出を行って
いる。
【０００４】
一方、図２２に示すように、ＢＧＡ（ Ball Grid Array）部品やＣＳＰ (Chip Size Packag
e)部品３１の場合には、上述のチップ型部品やリード付き電子部品２１の場合と異なり、
部品の底面に形成されている半球状電極３２を検出しなくてはならないため、部品３１の
厚み方向に直交する水平方向から照明光を部品３１へ当てなければならない。図示のよう
に、上記水平方向から光を当てるための照明装置３３から照射された光は、半球状電極３
２で反射し、ＣＣＤカメラ２４によって撮像される。
尚、図２１及び図２２に示す照明装置２５，３３において、ハッチングを施したものは消
灯状態を、ハッチングを施していないものは点灯状態を示している。
【０００５】
図２３～図２８は、部品認識時に上記水平方向からの光の照射が必要となる上記ＢＧＡ部
品や上記ＣＳＰ部品３１用の従来の部品認識装置、及び認識手順を示している。尚、図２
３及び図２４、図２５及び図２６、並びに、図２７及び図２８の各対の図は、それぞれ一
つの状態を異なる図示法で示したもので、図２３、図２５、及び図２７は斜視図、図２４
、図２６、及び図２８は断面図である。
図２３及び図２４に示すように、上記ＢＧＡ部品やＣＳＰ部品３１は、部品装着装置に備
わる吸着ノズル２７に吸着された状態でＣＣＤカメラ２４の上方位置まで水平に移動して
くる。
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し、

さらに上記被撮像面に上記半球状電極を有する場
合には、上記被撮像面に上記半球状電極以外のものが存在するときと、存在しないときと
で、搬送高さ（５１２ａ）を異ならせて保持された部品を搬送し、上記可動照明装置を動
作制御して上記光源の位置が決定される、



【０００６】
図２５及び図２６に示すように、上記部品３１がＣＣＤカメラ２４の真上までくると、吸
着ノズル２７は停止する。次に吸着ノズル２７は、当該部品３１の厚み方向へ下降し、部
品３１の半円状電極３２に対して上記水平方向から照明装置３３の光が当たる位置で停止
する。次に部品３１に対して上記照明装置３３が点灯し、半円状電極３２に反射した光３
４はＣＣＤカメラ２４に達し、半円状電極３２を含めて部品３１が撮像される。撮像され
た画像は、画像処理装置２６に取り込まれ、吸着ノズル２７に対する部品３１の吸着位置
や角度を検出するための処理に利用される。その後、吸着ノズル２７は、水平方向に移動
したときに照明装置３３と部品３１とが干渉しない位置まで上記厚み方向に沿って上昇し
、図２７及び図２８に示すように、部品３１を吸着した吸着ノズル２７は、回路基板への
装着等の次工程を行うために当該部品認識装置部分から移動していく。
【０００７】
図２９には、上記吸着ノズル２７を備え電子部品供給装置５４から保持した電子部品５３
を回路基板５２上へ実装する電子部品保持装置として、いわゆるロータリーヘッド式の部
品保持装置を例にとり、該部品保持装置を有する電子部品実装機の一例を示している。上
記ロータリーヘッド式の部品保持装置５６は、Ｘ，Ｙ方向には移動不可であるが軸回り方
向としての矢印５８方向に回転する円筒体５６ａと、該円筒体５６ａに設けられ該円筒体
５６ａと共に回転する複数の保持ヘッド２７ａ～２７ｅとが設けられている。各保持ヘッ
ド２７ａ～２７ｅには、上記厚み方向に沿って昇降可能であるとともにその軸周り方向へ
回転可能な上記吸着ノズル２７が設けられている。図２９において、符号５５にて示され
るものは、上記回路基板５２を載置する回路基板載置テーブル５５であり、Ｘ，Ｙ方向に
移動しない部品保持装置５６に対して、吸着ノズル２７にて保持されている電子部品５３
を回路基板５２上の所定の装着位置へ位置決めするために、回路基板５２をＸ、Ｙ方向に
移動させる。又、符号５７にて示されるものは制御装置であり、当該電子部品実装機の動
作制御を行う。又、符号６０にて示すものは、図２３～図２８を参照して説明したような
部品認識装置である。
【０００８】
このような電子部品実装機では、制御装置５７の制御動作により以下のように動作する。
即ち、上記円筒体５６ａは間欠的に矢印５８方向へ回転する。該間欠回転により保持ヘッ
ド２７ａが図示されている部品保持位置に配置された吸着ノズル２７によって、部品供給
装置５４から電子部品５３を吸着し保持する。上記間欠回転により、該電子部品５３を保
持した吸着ノズル２７は、保持ヘッド２７ｃが図示されている部品認識位置に配置された
とき、上述したように、ＣＣＤカメラ２４及び画像処理装置２６による撮像、画像処理動
作が行われる。さらに上記間欠回転により保持ヘッド２７ｅが図示されている部品離脱位
置に配置された吸着ノズル２７に保持されている電子部品５３は、上記回路基板載置テー
ブル５５にて位置決めされた部品装着位置へ装着される。尚、この部品装着動作のとき、
上記画像処理動作にて検出された装着位置の補正情報に基づき位置補正がなされる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の電子部品実装機で上記ＢＧＡ部品やＣＳＰ部品３１などを回路基板５２へ
装着する場合、部品認識装置６０に対して、保持ヘッド２７ｃから吸着ノズル２７を下降
させて照明装置２５、３３の内側部分に電子部品３１を挿入する機構が各保持ヘッド２７
ａ～２７ｅには必要であり、その構造や制御方法が複雑化したり、さらには、吸着ノズル
２７を照明装置２５、３３へ挿入するための吸着ノズル２７の上記下降距離が長くなると
、吸着ノズル２７のブレ等が影響して鮮明な画像が得られず、装着時における上記位置補
正の精度低下を来す可能性がある。又、電子部品３１の実装速度を向上させる場合には、
照明装置２５、３３への吸着ノズル２７の下降速度を高速化する必要があるため、上記保
持ヘッド２７ａ～２７ｅの振動により、鮮明な画像が得られない可能性がある。
【００１０】
本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、ＢＧＡ部品やＣＳＰ部品
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等の部品の撮像動作においても鮮明な画像が得られその結果部品装着時における位置補正
の精度の低下を来さない、部品認識装置、及び該部品認識装置を備えた部品装着装置を提
供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記問題点を解決するために本発明は以下のように構成される。
　即ち、本発明の第１態様である部品認識装置によれば、部品保持部材に保持された部品
を被装着体の装着位置に装着するときの上記装着位置の補正量を得るために上記部品の撮
像を行う部品認識装置において、
　上記部品保持部材に保持された上記部品は、該部品の厚み方向には移動せず上記厚み方
向に直交する直交方向の内の一方向である搬送方向に沿って搬送され、
　上記搬送されてきた上記部品に対して、上記直交方向に沿った上記部品の被撮像面の撮
像を行う撮像装置と、
　上記撮像装置による撮像動作のため上記保持されている部品の上記被撮像面の照明を行
う光源を有し、かつ該光源を、上記保持されている部品の上記被撮像面の照明を行う動作
位置と当該部品認識装置への上記部品の搬送に干渉しない待機位置との間で移動させる可
動照明装置と、
　上記撮像装置及び上記可動照明装置の動作制御を行う制御装置と、を備え、
　上記制御装置は、上記部品保持部材に保持された部品が上記被撮像面に半球状電極を有
するか否かに応じて上記可動照明装置を動作制御して上記光源の位置を決定

ことを特徴とする。
【００１２】
上記第１態様の部品認識装置において、上記可動照明装置における上記動作位置と上記待
機位置との間の上記光源の移動は、上記直交方向であって上記搬送方向に直交する方向に
沿った移動であってもよく、この場合、上記可動照明装置の上記光源は、上記厚み方向に
沿って複数段に配置され、上記制御装置は、上記制御動作に加えてさらに、撮像する部品
の厚み寸法に応じて上記被撮像面の照明を行う光源の点灯及び消灯の制御を行うように構
成することもできる。
【００１３】
さらに又、上記第１態様の部品認識装置において、上記可動照明装置における上記動作位
置と上記待機位置との間の上記光源の移動は上記厚み方向に沿った移動であってもよく、
この場合、上記制御装置は、上記制御動作に加えてさらに、撮像されている部品の厚み寸
法に応じて上記光源の上記厚み方向における配置位置制御を行うように構成することもで
きる。
【００１４】
　又、本発明の第２態様である部品認識方法によれば、部品保持部材に保持された部品を
被装着体の装着位置に装着するときの上記装着位置の補正量を得るために上記部品の撮像
を行う部品認識方法において、
　上記部品の搬送に干渉しない待機位置に光源が位置する状態において、上記部品保持部
材に保持された上記部品を、該部品の厚み方向には移動させず上記厚み方向に直交する直
交方向に沿って搬送し、
　上記直交方向に沿った上記部品の被撮像面の照明を行う動作位置へ上記光源を上記待機
位置から移動し、上記光源から上記被撮像面の照明を行い、
　上記照明されている上記被撮像面を含む上記部品の撮像を行い、
　上記撮像後、上記光源を上記動作位置から上記待機位置へ移動させて、上記部品を搬送

　上記部品保持部材に保持された部品が上記被撮像面に半球状電極を有するか否かに応じ
て上記光源の位置が決定され、
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し、さらに上
記被撮像面に半球状電極を有する場合には、上記被撮像面に半球状電極以外のものが存在
するときと、存在しないときとで、搬送高さを異ならせて保持された部品を搬送し、かつ
上記可動照明装置を動作制御して上記光源の位置を決定する、

し、

さらに上記被撮像面に上記半球状電極を有する場合には、



ことを特徴とする。
【００１５】
又、本発明の第３態様である部品装着装置によれば、上記第１態様の部品認識装置を備え
、又は上記第２態様の部品認識方法を実行することを特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態である部品認識装置、該部品認識装置にて実行される部品認識方法、及
び部品装着装置について、図を参照しながら以下に説明する。尚、各図において同じ構成
部分については同じ符号を付している。又、上記部品装着装置は、上記部品認識装置を備
えた、又は上記部品認識方法を実行する装置である。
【００１７】
又、上述の「課題を解決するための手段」欄に記載した「部品」の一例として本実施形態
では電子部品を例に採るが、これに限定されるものではなく、例えば半導体ウエハより切
り出したチップ等も含まれる。又、上記欄に記載した「被装着体」の一例として本実施形
態では上記電子部品を装着する回路基板を例に採るが、上記「部品」の実施例との関係で
上記回路基板に限定されるものではない。又、上記欄に記載した「部品保持部材」の機能
を果たす一例として本実施形態では吸着ノズルを例に採るが、これに限定されるものでは
なく、例えばチャック機構等の機械的構造により部品を保持する部材等も含まれる。
【００１８】
本実施形態の部品認識装置は、図１６に示すような部品装着装置５０１に備わる。まず、
部品装着装置５０１について説明する。
該部品装着装置５０１には、上記部品認識装置の他に、図２９を参照して説明したような
ロータリーヘッド式の部品保持装置５０２と、上述の回路基板載置テーブル５５に対応す
る装置であり回路基板５２を載置し互いに直交するＸ，Ｙ方向に自在に移動可能な回路基
板載置テーブル５０３と、上述の部品供給装置５４に対応する装置である部品供給装置５
０４と、当該部品装着装置５０１に備わる構成部分の動作制御を行う制御装置５０５とが
備わる。
【００１９】
円筒状の上記部品保持装置５０２には、上述の保持ヘッド２７ａ～２７ｅに対応する複数
の保持ヘッド５１１が設けられ、各保持ヘッド５１１には吸着動作にて電子部品を保持す
る吸着ノズル５１２が備わる。該吸着ノズル５１２は、保持する電子部品の厚み方向に沿
って移動可能である。このような部品保持装置５０２は、矢印５１３方向に間欠回転しな
がら、部品保持位置５１４にて電子部品を吸着ノズル５１２にて保持し、部品認識位置５
１５にて保持している電子部品が撮像され、部品離脱位置５１６にて保持している電子部
品を回路基板５２上に装着する。回路基板５２への電子部品の装着後、上記間欠回転によ
り吸着ノズル５１２は再び部品保持位置５１４に戻ってくる。
【００２０】
上記部品供給装置５０４は、本実施形態では、電子部品を収納したテープを巻回したリー
ルから上記テープを供給することで上記部品保持装置５０２へ電子部品の供給を行うリー
ル式のパーツカセット５０６を、複数台、上記Ｘ方向に並設した構成を有する。又、部品
供給装置５０４は、上記Ｘ方向に延在するレール５０７に沿ってＸ方向に自由に移動可能
であり、回路基板５２上に装着したい電子部品を有する上記パーツカセット５０６を上記
部品保持位置５１４に配置する。回路基板載置テーブル５０３は、上記部品離脱位置５１
６に配置されている吸着ノズル５１２に保持されている電子部品を回路基板２５上の所望
位置に装着するために、Ｘ，Ｙ方向に移動する。
【００２１】
このような部品装着装置５０１は以下のように動作する。
部品保持装置５０２は、部品保持位置５１４にて、保持する電子部品の厚み方向に沿って
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上記被撮像面に上記半球状電極以外のものが存在するときと、存在しないときとで、搬送
高さを異ならせて保持された部品を搬送し、上記可動照明装置を動作制御して上記光源の
位置が決定される、



吸着ノズル５１２を降下させてパーツカセット５０６から電子部品を吸着ノズル５１２に
て吸着し、その後、吸着ノズル５１２を搬送高さまで上昇させる。ここで、上記搬送高さ
は、吸着ノズル５１２の先端、つまり図１に示すように吸着ノズル５１２が電子部品に接
触する部分における高さ位置とし、搬送高さ５１２ａと符番する。尚、以下の説明では、
上記搬送高さ５１２ａにある吸着ノズル５１２に吸着されている電子部品についても、「
搬送高さにある電子部品」のような表現をする場合もある。
吸着ノズル５１２に保持された電子部品は、上記搬送高さ５１２ａに維持されたまま、保
持ヘッド５１１の矢印５１３方向への回転動作にて部品認識位置５１５に配置され、部品
認識装置１０１にて撮像されて、回路基板上の部品装着位置に、保持している電子部品を
装着するときの補正量が求められる。その後さらに上記搬送高さ５１２ａに維持されたま
ま上記回転動作により搬送されて、部品離脱位置５１６に配置された電子部品は、上記厚
み方向に沿って吸着ノズル５１２が下降し回路基板５２上の所定の部品装着位置に装着さ
れる。
【００２２】
次に、上記部品認識装置１０１の第１実施形態について、図１～図６を参照して説明する
。尚、図１及び図２、図３及び図４、図５及び図６の各対の図がそれぞれ同じ状態を示し
ており、図１，３，５は斜視図にて、図２、４，６は一部断面を含む側面図にて示してい
る。又、上述したように、部品保持装置５０２の吸着ノズル５１２にて保持されて部品認
識装置１０１へ搬送されてくる電子部品は、従来のように撮像動作のため吸着ノズルが下
降することはなく、電子部品は上記搬送高さ５１２ａに維持された状態で撮像される。又
、上記電子部品として、上述したように従来の撮像装置では問題が生じた、上記半円状電
極３２が形成された上記ＢＧＡや上記ＣＳＰのような電子部品３１を例に採る。
【００２３】
部品認識装置１０１は、大別して、撮像装置１１１と、可動側照明装置１２１と、固定側
照明装置１３１と、制御装置５０５とを備える。
撮像装置１１１は、当該部品認識装置１０１に搬送されてきた上記電子部品３１に対して
、該電子部品３１の厚み方向に直交する直交方向１７１に沿い、上記半円状電極３２が形
成されている被撮像面１７２を少なくとも撮像する装置であり、具体的にはＣＣＤカメラ
を備えている。このような撮像装置１１１は制御装置５０５に接続され、撮像動作が制御
される。
【００２４】
上記可動側照明装置１２１は、撮像装置１１１による撮像動作のため、上述のように搬送
高さ５１２ａに位置する吸着ノズル５１２に吸着されている上記被撮像面１７２の照明を
行う装置であり、例えばＬＥＤ素子を有する光源であって上記直交方向１７１に沿って延
在する光軸を有する光源１２２を備える。光源１２２は、電子部品３１が搬送されてくる
上記搬送高さ５１２ａ付近の高さ位置に配置される枠体１２３、１２４の内面に一列状に
配列されており、制御装置５０５に接続された電源１２５にて点灯、消灯される。
それぞれの上記枠体１２３、１２４は、本実施形態ではそれぞれがコ字形状をなし、図１
，２、及び図５，６に示す待機位置１２６と、図３、４に示す動作位置１２７との間を、
枠体１２３、１２４にそれぞれ接続された駆動装置１２８にて上記直交方向１７１であっ
て電子部品の搬送方向１７３に直交する方向に沿って移動する。尚、本例ではこのように
枠体１２３、１２４は、搬送方向１７３に直交する方向に沿って移動するが、これに限定
されるものではなく、以下に示すように上記直交方向１７１であって上記搬送方向１７３
に沿って搬送される電子部品に干渉しないような方向に沿って移動すればよい。
【００２５】
即ち、上述のように枠体１２３、１２４は搬送高さ５１２ａ付近の高さ位置に配置されて
いるので、搬送高さ５１２ａにて電子部品３１が当該部品認識装置１０１に搬送されてく
るとすると、電子部品３１は枠体１２３、１２４に干渉してしまう。そこで、電子部品３
１が当該部品認識装置１０１に搬送されてくるときには、枠体１２３、１２４は、電子部
品３１との干渉が生じない上記待機位置１２６に、駆動装置１２８にて上記直交方向１７
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１に移動してそれぞれ配置され、当該部品認識装置１０１への電子部品３１の搬入のため
開き、当該部品認識装置１０１に電子部品３１が搬入後においては、電子部品３１の周囲
を取り囲み、電子部品３１の上記被撮像面１７２の照明を行う上記動作位置１２７に、駆
動装置１２８にて上記直交方向１７１に移動しそれぞれ配置される。
【００２６】
尚、図１～図６では、待機位置１２６と動作位置１２７との間で枠体１２３、１２４を移
動するための、各枠体１２３、１２４の支持部材等の図示は省略している。
又、枠体１２３、１２４は、本実施形態では上述のようにそれぞれコ字形状であるが、こ
れに限定されるものではなく、例えばＬ字形状や半円形状のもの等でもよく、つまり、両
者を閉じた動作位置１２７に配置したときに電子部品３１を取り囲み、該電子部品３１に
対して均一に光を照射する形状であればよい。
又、光源１２４についても、光量が安定しており電子部品３１の検出に適したものであれ
ばよく、上記ＬＥＤに限定されず、電球でもよく、光の色や波長についても制限はない。
又、光源１２４は、制御装置５０５の制御により枠体１２３、１２４が動作位置１２７に
配置されたときにのみ点灯するようにコントロールされていても、常時点灯していても、
適した明るさに自動的に調整できる様になっていてもよい。
又、認識対象の電子部品は、上記直交方向１７１に平行又はほぼ平行な方向から光の照射
が有効とされる電子部品であれば、上記ＣＳＰ，ＢＧＡの電子部品３１に限定されるもの
ではない。
【００２７】
上述したように、光源１２２は電子部品３１が搬送されてくる上記搬送高さ５１２ａ付近
の高さ位置に配置される枠体１２３、１２４の内面に配列されていると説明したが、具体
的に光源１２２の配置位置は以下のように設定されている。この第１実施形態では、上述
のように光源１２２はその光軸を直交方向１７１に平行にして枠体１２３、１２４の内面
に配列している。よって図１７に示すように、上記直交方向１７１に平行な被撮像面１７
２と上記光軸とが一致するように光源１２２を配置したときには、電子部品３１の周縁部
分より内側に存在する、図１７にて斜線を施した範囲に存在する半球状電極３２は上記周
縁部分に存在する半球状電極３２の影になり光源１２２からの光が十分に当たらない場合
が生じる。よって、上記周縁部分より内側に存在する半球状電極３２にも十分に光が当た
るように、光源１２２の光軸を上記被撮像面１７２の配置レベルよりも撮像装置１１１側
に配置する。具体的には図１８に示すように、上記被撮像面１７２に平行な光源１２２の
光軸１７７に対して照射角度１７４の範囲内の指向性を有する光が、上記被撮像面１７２
に形成されている半球状電極３２に照射されるような高さレベルに光源１２２、つまり枠
体１２３、１２４は配置されている。ここで上記照射角度１７４は、約５～１５度である
。
【００２８】
又、当然ながら、光源１２２に近い位置にある半球状電極３２は、遠い位置つまり電子部
品３１の上記被撮像面１７２における中央部分にある半球状電極３２に比べて明るく照ら
されるが、全ての半球状電極３２が、撮像に必要な明るさで、かつできるだけ同じ明るさ
にて照らされる必要がある。よって、図１８に示す、光源１２２の先端と電子部品３１の
側面との間の距離１７８も適切な値が存在する。本第１実施形態では、上記距離１７８は
、約３０～４０ｍｍとしている。又、上記距離１７８は、光源１２２の指向性の強さにも
左右される。よって、上記距離１７８に基づいて光源１２２の指向性の強さを選定しても
よい。基本的に、被撮像面１７２に形成されているすべての半球状電極３２に均等な輝度
にて光が当たるような指向性を有する光源１２２が選定される。
【００２９】
上記照射角度１７４について詳しく説明する。図１９に示すように、電子部品３１の上記
被撮像面１７２に上記半球状電極３２以外のもの、例えばパターン１７５や表記文字部分
１７６等が存在するとき、上記照射角度１７４を、例えば上記１５度近辺の比較的大きな
値に設定し、そのような照射角度１７４になるように上記厚み方向における光源１２２の
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配置位置を決定すると、上記パターン１７４や表記文字部分１７５等に起因する乱反射光
が撮像装置１１１に入り半球状電極３２とのコントラストが得られ難くなる。したがって
、被撮像体である電子部品の形態にもよるが、被撮像面１７２に半球状電極３２の他に上
記パターン１７４等が存在しないときには、上記照射角度１７４を例えば上記１５度程度
の比較的大きな値に設定した方が半球状電極３２部分が明るくなり全ての半球状電極３２
の認識が容易になる。一方、被撮像面１７２に半球状電極３２の他に上記パターン１７４
等が存在するときには、上記照射角度１７４を例えば上記５度程度の比較的小さな値に設
定した方が上記パターン１７４等の乱反射光が撮像装置１１１に入りにくくなり、半球状
電極３２の認識が容易になる。又、半球状電極３２の欠落を検査するためには、上記照射
角度１７４を例えば上記５度程度のように比較的小さく設定するのが好ましい。
【００３０】
上記固定側照明装置１３１は、部品認識の際に上記直交方向１７１からの光を必要としな
い上述のＣＳＰやＢＧＡの電子部品３１以外の電子部品、例えばリード付き部品等に対し
て従来と同様に斜め下方から光を照射するための照明装置であり、複数の光源１３２と、
該光源用の電源１３３とを備える。電源１３３は制御装置５０５に接続されており、光源
１３２の点灯、消灯、又は光量が制御される。尚、図３及び図５では、図示簡略化のため
、固定側照明装置１３１の図示は省略している。
【００３１】
又、本実施形態の部品認識装置１０１では、撮像装置１１１の出力側には補正量決定装置
１６１を備える。補正量決定装置１６１は、上記撮像装置１１１の撮像動作により得られ
る電子部品３１の画像情報に基づいて、回路基板５２上の部品装着位置に電子部品３１を
装着するときの上記部品装着位置の補正量を求める。又、補正量決定装置１６１は、制御
装置５０５に接続され動作制御がなされる。
尚、このように本実施形態では補正量決定装置１６１を別個に設けているが、制御装置に
て上記補正量決定動作を行わせるようにすることもできる。
【００３２】
又、制御装置５０５は、上述した部品装着装置５０１に備わる制御装置であり、本実施形
態では部品装着装置５０１と部品認識装置１０１との両動作の制御を行う。しかしながら
、該構成に限定されず部品認識装置１０１用の制御装置を設けることもできる。
【００３３】
このように構成される部品認識装置１０１の動作について、さらに図１５も参照して以下
に説明する。尚、制御装置５０５には、部品装着動作に必要な装着用プログラムが入力さ
れており、制御装置５０５は、回路基板５２上の各部品装着位置に、どの種類の電子部品
を、どのような順番で装着するか、どのパーツカセット５０６にどの種類の電子部品が備
わっているか等の情報を予め認識している。
図１５に示すステップ（図内では「Ｓ」にて示す）１にて、上述のように部品保持位置５
１４にて電子部品３１を吸着保持し、ステップ２では、吸着保持され上記搬送高さ５１２
ａに位置する電子部品３１がそのままの高さ位置を維持しながら部品認識装置１０１の撮
像装置１１１の真上まで、上記直交方向１７１の内の一方向である搬送方向１７３に沿っ
て搬送される。このとき、可動側照明装置１２１における枠体１２３、１２４は、駆動装
置１２８によりそれぞれ上記待機位置１２６に配置されており、搬送されてくる電子部品
３１が枠体１２３、１２４に干渉することはない。
又、撮像装置１１１は、上記搬送方向１７３に沿って搬送されてくる電子部品３１の経路
の真下に位置し、撮像動作時において、電子部品３１は撮像動作に要する時間停止する。
【００３４】
ステップ３では、吸着ノズル５１２に保持されている電子部品が上記ＢＧＡやＣＳＰの電
子部品３１であるか否かが上記装着用プログラムに基づき判断され、上記ＢＧＡやＣＳＰ
の電子部品３１であるときにはステップ４へ、その他の、例えばリード付きの電子部品等
であるときにはステップ９へ移行する。
【００３５】
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ステップ４では、電子部品３１が撮像装置１１１の真上まで搬送されてきたとき、駆動装
置１２８にて枠体１２３、１２４を待機位置１２６から図３、４に示すように動作位置１
２７へ上記直交方向１７１に沿って移動させる。枠体１２３、１２４が動作位置１２７に
配置されることで、枠体１２３、１２４は、電子部品３１の周囲を取り囲む。
次のステップ５では、枠体１２３、１２４に備わる全ての光源１２２に電源１２５より電
力が供給され、光源１２２は点灯し、電子部品３１の上記被撮像面１７２を照明する。該
照明動作により、被撮像面１７２に形成されている半球状電極３２で反射した光が撮像装
置１１１に入光し、ステップ６にて少なくとも被撮像面１７２が撮像装置１１１にて撮像
される。該撮像動作により、少なくとも被撮像面１７２の画像情報が撮像装置１１１から
補正量決定装置１６１に供給される。補正量決定装置１６１は、ステップ１２にて、上記
画像情報に基づいて、吸着ノズル５１２に電子部品３１を吸着保持した際の電子部品３１
のずれ量を決定する。尚、該ずれ量の求め方は、演算、その他公知の方法を用いることが
できる。
【００３６】
ステップ７では、電源１２５にて枠体１２３、１２４の光源１２２が消灯され、次のステ
ップ８では、図５、６に示すように、枠体１２３、１２４が駆動装置１２８にて動作位置
１２７から再び待機位置１２６に移動される。待機位置１２６に枠体１２３、１２４が配
置した後、ステップ１３では、吸着ノズル５１２に吸着保持されている電子部品３１が上
記搬送高さ５１２ａにて部品認識装置１０１から上記部品離脱位置５１６へ搬送されて行
く。部品離脱位置５１６において、吸着ノズル５１２は、上記厚み方向に沿って下降し電
子部品３１を回路基板５２上の装着位置へ装着する。このとき、所定の上記装着位置に電
子部品３１が装着されるように、上記ずれ量を考慮して、制御装置５０５は、回路基板載
置テーブル５０３のＸ，Ｙ方向への移動量を制御したり、吸着ノズル５１２をその軸回り
方向に回転させたりする。
【００３７】
一方、ステップ３にて吸着ノズル５１２に保持されている部品がＢＧＡ、ＣＳＰではない
と判断されたときには、ステップ９にて、固定側照明装置１３１の電源１３３から全ての
光源１３２に電力が供給され光源１３２を点灯する。そして次のステップ１０にて、撮像
装置１１１は上記部品の撮像を行う。該撮像動作終了後、ステップ１１では、電源１３３
にて光源１３２を消灯する。以後、上述したステップ１２へ移行する。
【００３８】
このように部品認識装置１０１では、撮像動作のために電子部品を保持している吸着ノズ
ル５１２を下降させる必要はないことから、認識対象の電子部品がＢＧＡやＣＳＰ等の電
子部品３１である場合でも、吸着ノズル５１２を備える保持ヘッド５１１の構造や制御方
法が複雑化することはなく、又、上記下降による電子部品のブレ等の発生もないので、得
られる画像は鮮明でありよって上記補正量の精度が低下することもない。さらに、吸着ノ
ズル５１２を下降させる必要はないことから、電子部品の実装速度を向上させることがで
きる。
【００３９】
第２実施形態；
次に、上記部品認識装置の第２実施形態について、図７及び図８を参照して説明する。
上述した部品認識装置１０１では、可動側照明装置１２１における枠体１２３、１２４は
、上述したように上記直交方向１７１に沿って移動するものであり、上記厚み方向には一
定高さ位置に設けられ該厚み方向には移動できない。又、上述のように、撮像動作のため
に吸着ノズル５１２も厚み方向には移動しない。よって、認識対象物である部品において
、その厚み方向の寸法が大きい、つまり厚みの厚い電子部品に対しては、正確に上記照射
角度１７４内の照明光を当てることができない可能性も考えられる。この第２実施形態は
、この点を考慮したものである。
【００４０】
即ち、図７及び図８に示す部品認識装置２０１では、上記枠体１２３、１２４に代えて光
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源２０３を有する枠体２０４、２０５を設ける。該枠体２０４、２０５のそれぞれは、上
記枠体１２３、１２４と同様に、四角形状や、円形状等であり、さらに本例では図７に示
すように電子部品３１の被撮像面１７２に対向する対向面２２０を覆う蓋板２２１、２２
２を有する。尚、枠体２０４、２０５は可動側照明装置２０７に備わっており、上記枠体
１２３、１２４の場合と同様に上記直交方向１７１に沿って待機位置１２６と動作位置１
２７との間を移動する。枠体２０４、２０５では、例えばＬＥＤ等から構成される光源２
０３を、吸着ノズル５１２に保持されている電子部品３１の上記厚み方向に沿って複数段
、つまり本例では光源２０３ａ，２０３ｂ，２０３ｃの３段に配列している。又、各光源
２０３ａ，２０３ｂ，２０３ｃは、それぞれの光軸が上記直交方向１７１に平行になるよ
うにして枠体２０４、２０５に取り付けられている。尚、光源２０３を形成する段数は、
これに限定されるものでなく、２段以上の任意の段数であり、認識対象である部品の最大
厚み寸法に適合した段数にすればよい。
【００４１】
又、電子部品３１の厚み寸法に応じて、上記第１実施形態にて説明した照射角度１７４と
なるように、上記３段の光源２０３ａ，２０３ｂ，２０３ｃの内から、詳細後述するよう
に、得られる画像情報や装着用プログラムに基づいた方法により適切な段の光源を発光さ
せる。
【００４２】
又、本例では、上記補正量決定装置１６１に代えて補正量決定装置２０６を設けている。
該補正量決定装置２０６は、上記補正量決定装置１６１と同様に上記補正量を求め制御装
置２１０に送出する他に、撮像装置１１１が送出する画像情報を制御装置２１０へ送出す
る。上記制御装置２１０は、上記制御装置５０５と同じ機能を実行する他に、供給される
上記画像情報に基づき、例えば画像の明、暗に基づいて、上記光源２０３の点灯、消灯を
各段毎に行う制御をも行う。
尚、当該部品認識装置２０１においても、上記固定側照明装置１３１は設けられているが
、図７，８では図示の簡略化のため記載を省略している。その他の構成は、上述した部品
認識装置１０１に同じである。
【００４３】
このように構成される部品認識装置２０１の動作について以下に説明する。尚、以下に説
明する動作以外の動作については上述の部品認識装置１０１の場合に同じであり、ここで
の説明は省略する。
上記搬送高さ５１２ａにて当該部品認識装置２０１へ電子部品３１が搬入され、枠体２０
４、２０５が上記動作位置１２７に配置されることで、制御装置２１０の制御により任意
の段の光源２０３が点灯し、その他の段の光源２０３は消灯する。そして、制御装置２１
０は、この状態において補正量決定装置２０６から供給される画像情報に基づき、上記被
撮像面１７２について最も上記補正量を求めやすい画像情報が得られるように、点灯、消
灯させる光源２０３を上記段単位で自動的に切り替える。
【００４４】
具体的に説明する。図７は、厚みの薄い部品３１ａを検出する場合を示したものであり、
制御装置２１０は、部品３１ａの厚みに合わせて光源２０３ａの段のみを点灯させ、その
他の段の光源２０３ｂ，２０３ｃは消灯している。図８は、上記部品３１ａに比して厚み
の厚い部品３１ｂを検出する場合を示したものであり、制御装置２１０は、部品３１ｂの
厚みに合わせて光源２０３ｃの段のみを点灯させ、その他の段の光源２０３ａ，２０３ｂ
は消灯している。
【００４５】
尚、この例では、制御装置２１０は、上記画像情報に基づき上記光源２０３の点灯、消灯
を各段毎に行う制御するが、例えば、上述した装着用プログラムに基づき現在保持してい
る電子部品の厚み寸法を求めて該厚み寸法に基づき点灯、消灯する光源２０３を決定する
ように構成してもよい。
【００４６】
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このように部品認識装置２０１によれば、認識対象物である部品の厚み方向の寸法に応じ
て正確に上記照射角度１７４内の照明光を当てることができる。よって、部品認識装置２
０１は、上述した部品認識装置１０１が奏する効果に加えて、さらに、認識対象物である
部品の厚み寸法に拘わらず鮮明な画像を得ることができ、上記補正量の精度が低下するこ
ともないという効果を奏する。
【００４７】
第３実施形態；
次に、上記部品認識装置の第３実施形態について、図９～図１４を参照して説明する。こ
の第３実施形態における部品認識装置も上述の第２実施形態の部品認識装置２０１と同様
に認識対象の部品の厚み寸法に応じて上記照射角度１７４内の照明光を当てることができ
るように構成したもので、この第３実施形態における部品認識装置は、光源を備えた枠体
自体を上記厚み方向に沿って可動とした構成を有する。以下に詳しく説明する。
【００４８】
図９～図１４に示す部品認識装置３０１では、上述の部品認識装置１０１に備わる可動側
照明装置１２１に代えて可動側照明装置３０７を備える。該可動側照明装置３０７には、
光源３０３を有する枠体３０２と、該枠体３０２を上記厚み方向に沿って待機位置３０８
、動作位置３０９の間で移動させる駆動装置３０５と、当該部品認識装置３０１の動作制
御を行う制御装置３０６とを備える。尚、その他の構成部分は、上述の部品認識装置１０
１の構成部分に同じであり、ここでの説明は省略する。
尚、図９～図１４では、図示の簡略化のため、固定側照明装置１３１については図示を省
略している。
【００４９】
上記枠体３０２は、上記電子部品３１の周囲を取り囲むことができる程度の大きさにてな
る四角形状であり、その内面には上記周囲に沿うように一列の光源３０３が配列されてい
る。尚、光源３０３は、その光軸が上記直交方向１７１に平行に延在するようにして上記
枠体３０２に取り付けられている。又、枠体３０２には、上記厚み方向に沿って延在する
ラックギア３０８を設けている。
上記駆動装置３０５は、本例では、ピニオンギア３０４と該ピニオンギア３０４を駆動す
るモータ３０９とを備え、ピニオンギア３０４は上記ラックギア３０８に係合している。
よって、制御装置３０６による動作制御によりモータ３０９によってピニオンギア３０４
が回転することで、ラックギア３０８を介して枠体３０２、つまり光源３０３が上記待機
位置３０８と動作位置３０９との間で移動する。
【００５０】
尚、上記枠体３０２の形状は、上述の四角形状に限定されるものではなく、例えば円形、
楕円形等であってもよい。又、駆動装置３０５の構成は、上述のピニオンギア３０４、モ
ータ３０９に限定されず、例えばエアーシリンダ等を用いて直接に枠体３０２を駆動する
構成等、公知の構成を採用することができる。但し、シリンダを用いる場合には、後述の
ように電子部品３１の厚み寸法に応じた動作位置３０９に光源３０３の位置を微調整する
ことが困難となるため、上述の部品認識装置２０１の構成をさらに加えて複数段に光源を
配置して光源の切り替え機能を用いて厚みに対応するようにしてもよい。
又、図９～図１４では、図示の簡略化のため、上記待機位置３０８と動作位置３０９との
間で枠体３０２が移動するための、支持部材等の図示を省略している。
【００５１】
このように構成される部品認識装置３０１の動作について説明する。尚、以下に説明する
動作以外の動作については上述の部品認識装置１０１の場合に同じであり、ここでの説明
は省略する。
上記吸着ノズル５１２によって吸着された電子部品３１が上記搬送高さ５１２ａのレベル
のまま撮像装置１１１におけるＣＣＤカメラの真上に移動してくるまで、可動側照明装置
３０７の枠体３０２は、駆動装置３０５にて、吸着ノズル５１２及び電子部品３１と干渉
しない上記待機位置３０８まで下がっている。
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【００５２】
電子部品３１が上記ＣＣＤ力メラの真上まで搬送されたとき、上記モータ３０９が動作し
ピニオンギア３０４が回転し、可動側照明装置３０７の枠体３０２、つまり光源３０３が
上記待機位置３０８から上記動作位置３０９に配置される。ここで、該動作位置３０９は
、上記第１実施形態にて説明したように光源３０３からの光軸に対して照射角度１７４の
範囲内の指向性を有する光が、上記被撮像面１７２に形成されている半球状電極３２に照
射されるようなレベルに光源３０３が配置される位置であり、電子部品３１の厚み寸法に
応じてそのレベルは制御装置３０６の制御により可変である。該制御方法としては、上記
装着用プログラムに基づいて、制御装置３０６は、現在吸着ノズル５１２に保持している
電子部品３１の種類、つまり該電子部品３１の厚み寸法を認識しているので、該厚み寸法
に基づき上記レベルを制御することもできるし、又、上述した部品認識装置２０１のよう
に、補正量決定装置から上記被撮像面１７２の画像情報を制御装置３０６に供給し、上記
画像情報に基づき上記レベルを制御することもできるし、又は、簡易的に一定のレベル位
置で停止するようにしてもよい。
このようにして光源３０３が電子部品３１の厚み寸法に応じて適切なレベルに位置決めさ
れた後、電源１２５にて光源３０３は点灯する。
【００５３】
光源３０３からの光が電子部品３１の半球状電極３２で反射し、該反射光が上記ＣＣＤカ
メラに入光する。このようにして撮像された少なくとも被撮像面１７２の画像情報が補正
量決定装置１６１に取りこまれ、電子部品の位置や角度が求められる。
その後、ピニオンギア３０４が逆回転し、可動側照明装置３０７は、上記動作位置３０９
から上記待機位置３０８まで移動する。そして、電子部品３１を吸着した吸着ノズル５１
２は、次の工程を行うために当該部品認識装置３０１から移動していく。
【００５４】
以上のように第１～第３実施形態を示したが、要するに、可動側照明装置は、吸着ノズル
によって吸着された認識対象物の部品がＣＣＤカメラの真上に移動してくるまではそれと
干渉しない位置にあり、上記部品が上記ＣＣＤカメラの真上に静止したときに上記部品に
対して上記直交方向から照明光を当てられるように可動側照明装置が移動してくるような
構造を有すればよい。又、このような構成を有することで上述した実施形態が奏する効果
と同様の効果を奏することができる。
【００５５】
又、上述した各実施形態の部品認識装置１０１、２０１、３０１を備えた部品装着装置で
は、部品保持装置についてロータリーヘッド式のものを例に採ったが、これに限定される
ものではなく、例えばＸ，Ｙ方向に可動なロボットに取り付けられるタイプ等であっても
よい。
【００５６】
又、上述の各実施形態では、光源１２２、２０３、３０３は、各光軸が上記直交方向１７
１に平行な上記被撮像面１７２に平行となるように配列されていた。しかしながらこれに
限定されるものではない。即ち、光源１２２の場合を例に採り説明するが、図２０に示す
ように、光源１２２の光軸１７７と、直交方向１７１に平行な被撮像面１７２とのなす照
射角度１７９が上記照射角度１７４に相当するように光源１２２自体を傾斜させて設置し
てもよい。上記照射角度１７９は、上記照射角度１７４と同様に約５～１５度である。又
、約５～１５度での照射角度１７９の設定は、上記第１実施形態にて説明したように、例
えば上記パターン１７５等が被撮像面１７２に存在するか否かに基づいて設定される。
さらに、図２０に示すように、上記照射角度１７９にて傾斜して取り付けられた光源１２
２は、その光軸１７７が電子部品３１の中心１７９にて交差するような、上記厚み方向に
おけるレベルに配置され、又は上記第２実施形態及び第３実施形態の場合ではそのような
レベルに光源２０３、３０３が位置するように、何段目の光源２０３を点灯させるかが制
御されたり、上記枠体３０２における動作位置３０９が制御される。尚、これらの制御は
、例えば、撮像される電子部品の寸法等に基づいて予め点灯する段や動作位置３０９を設
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定しておくことで、実際に撮像されている電子部品に対応して実行可能である。
【００５７】
【発明の効果】
本発明の第１態様の部品認識装置、及び第２態様の部品認識方法によれば、
撮像動作のために、部品を保持している部品保持部材を上記部品の厚み方向に沿って移動
させる必要はないことから、認識対象の上記部品が例えばＢＧＡやＣＳＰ等の電子部品で
ある場合でも、上記部品保持部材を備える機構の構造や制御方法が複雑化することはない
。又、上記厚み方向に沿って上記部品保持部材は移動しないことから、該移動に起因する
部品のブレ等の発生もない。よって、撮像により得られる被撮像面の画像は鮮明であり、
よって上記補正量の精度が低下することもない。さらに、上記厚み方向に沿って上記部品
保持部材を移動させないことから、被装着体への上記部品の装着速度を向上させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態における部品認識装置の構成を示す斜視図であり枠体が
待機位置にあるときの図である。
【図２】　図１に示す部品認識装置の側面図である。
【図３】　図１に示す部品認識装置の斜視図であり枠体が動作位置にあるときの図である
。
【図４】　図３に示す部品認識装置の側面図である。
【図５】　図１に示す部品認識装置の斜視図であり枠体が待機位置にあるときの図である
。
【図６】　図５に示す部品認識装置の側面図である。
【図７】　本発明の第２実施形態における部品認識装置の構成を示す側面図であり、認識
対象物が厚みの薄い部品である場合を示す図である。
【図８】　図７に示す部品認識装置の構成を示す側面図であり、認識対象物が厚みの厚い
部品である場合を示す図である。
【図９】　本発明の第３実施形態における部品認識装置の構成を示す斜視図であり枠体が
待機位置にあるときの図である。
【図１０】　図９に示す部品認識装置の側面図である。
【図１１】　図９に示す部品認識装置の斜視図であり枠体が動作位置にあるときの図であ
る。
【図１２】　図１１に示す部品認識装置の側面図である。
【図１３】　図９に示す部品認識装置の斜視図であり枠体が待機位置にあるときの図であ
る。
【図１４】　図１３に示す部品認識装置の側面図である。
【図１５】　本発明の実施形態の部品認識装置の動作を示すフローチャートである。
【図１６】　本発明の実施形態の部品認識装置を備えた部品装着装置を示す平面図である
。
【図１７】　本発明の各実施形態において電子部品と光源との位置関係を説明するための
側面図である。
【図１８】　本発明の各実施形態において電子部品と光源との位置関係を説明するための
側面図である。
【図１９】　本発明の各実施形態において電子部品と光源との位置関係を説明するための
平面図である。
【図２０】　本発明の各実施形態において光源の配置方法の他の例を示す図である。
【図２１】　従来の部品認識装置を示す側面図でありリード付きの部品を認識する場合の
図である。
【図２２】　従来の部品認識装置を示す側面図でありＢＧＡやＣＳＰ部品を認識する場合
の図である。
【図２３】　図２１に示す部品認識装置を示す斜視図であり待機状態にあるときの図であ
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る。
【図２４】　図２３に示す部品認識装置の側面図である。
【図２５】　図２１に示す部品認識装置の斜視図であり動作状態にあるときの図である。
【図２６】　図２５に示す部品認識装置の側面図である。
【図２７】　図２１に示す部品認識装置の斜視図であり待機状態にあるときの図である。
【図２８】　図２７に示す部品認識装置の側面図である。
【図２９】　図２１に示す部品認識装置を備えた従来の部品装着装置の構成を示す斜視図
である。
【符号の説明】
３１…電子部品、５２…回路基板、
１０１…部品認識装置、１１１…撮像装置、１２１…可動側照明装置、
１２２…光源、１２６…待機位置、１２７…動作位置、
１７２…被撮像面、
２０１…部品認識装置、２０３…光源、２０７…可動側照明装置、
２１０…制御装置、
３０１…部品認識装置、３０３…光源、３０６…制御装置、
３０７…可動側照明装置、３０８…待機位置、３０９…動作位置、
５０５…制御装置、５１２…吸着ノズル。
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】
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