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(57)【要約】
【課題】正確に基板の停止位置を検出することができる
部品実装装置、情報処理装置、基板の位置検出方法及び
基板の製造方法を提供すること。
【解決手段】本技術に係る部品実装装置は、搬送ユニッ
トと、実装ユニット、検出ユニットと、制御ユニットと
を具備する。前記搬送ユニットは、基板を搬送する。前
記実装ユニットは、部品を前記基板に実装する。前記検
出ユニットは、前記基板に設けられた第１及び第２の検
出対象を検出可能である。前記第２の検出対象は、少な
くとも搬送方向において前記第１の検出対象から前記基
板上で所定の距離離れて設けられ、前記実装ユニットに
よる実装動作の基準位置となる。前記制御ユニットは、
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基
づいて、前記基板の搬送を停止するための停止信号を前
記搬送ユニットに出力し、停止した前記基板の前記第２
の検出対象を前記検出ユニットにより検出させる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を搬送する搬送ユニットと、
部品を前記基板に実装する実装ユニットと、
前記基板に設けられた第１の検出対象と、少なくとも搬送方向において前記第１の検出
対象から前記基板上で所定の距離離れて設けられた、前記実装ユニットによる実装動作の
基準位置となる第２の検出対象とを検出可能な検出ユニットと、
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
するための停止信号を前記搬送ユニットに出力し、停止した前記基板の前記第２の検出対
象を前記検出ユニットにより検出させる制御ユニットと
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を具備する部品実装装置。
【請求項２】
請求項１に記載の部品実装装置であって、
前記検出ユニットは、カメラを有し、
前記制御ユニットは、前記カメラの撮像範囲内で前記基板が停止するように前記停止信
号を出力し、停止した前記基板の前記第１の検出対象の位置に基づき、前記第２の検出対
象の位置を算出する
部品実装装置。
【請求項３】
請求項１に記載の部品実装装置であって、

20

前記検出ユニットは、前記基板の、搬送方向におけるエッジ部を前記第１の検出対象と
して検出する
部品実装装置。
【請求項４】
請求項１に記載の部品実装装置であって、
前記制御ユニットは、前記基板の、搬送方向におけるエッジ部の形状の情報に基づき、
前記基板の、搬送方向における下流側エッジ部及び上流側エッジ部のうちいずれか一方を
前記検出ユニットにより検出させる
部品実装装置。
【請求項５】
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請求項１に記載の部品実装装置であって、
前記検出ユニットは、前記制御ユニットが停止信号を出力する時点で、前記搬送される
基板より下流側に配置された検出領域を有し、
前記制御ユニットは、前記搬送される基板の前記第２の検出対象が前記検出ユニットの
前記検出領域内で停止するようなタイミングで前記停止信号を出力する
部品実装装置。
【請求項６】
請求項５に記載の部品実装装置であって、
前記検出ユニットは、前記基板の、搬送方向における下流側エッジ部を前記第１の検出
対象として検出する
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部品実装装置。
【請求項７】
請求項１に記載の部品実装装置であって、
前記実装ユニットは、前記部品を保持するヘッドと、前記ヘッドを移動させる移動機構
とを有し、
前記検出ユニットは、前記移動機構により前記ヘッドと一体的に移動可能に設けられて
いる
部品実装装置。
【請求項８】
請求項１に記載の部品実装装置であって、
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前記制御ユニットは、前記基板が停止した時に検出された前記第１の検出対象の位置の
情報に基づき、前記搬送ユニットによる基板の搬送速度を制御する
部品実装装置。
【請求項９】
請求項１に記載の部品実装装置であって、
前記検出ユニットはカメラである
部品実装装置。
【請求項１０】
基板を搬送する搬送ユニットと、
部品を前記基板に実装する実装ユニットと、
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前記基板に設けられた第１の検出対象と、少なくとも搬送方向において前記第１の検出
対象から前記基板上で所定の距離離れて設けられた、前記実装ユニットによる実装動作の
基準位置となる第２の検出対象とを検出可能な検出ユニットとを備える部品実装装置に用
いられる情報処理装置であって、
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
するための停止信号を前記搬送ユニットに出力する出力部と、
停止した前記基板の前記第２の検出対象を前記検出ユニットにより検出させる検出制御
部と
を具備する情報処理装置。
【請求項１１】
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部品の実装対象である基板を搬送ユニットにより搬送し、
搬送される前記基板に設けられた第１の検出対象を検出ユニットにより検出し、
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
するための停止信号を前記搬送ユニットに出力し、
少なくとも搬送方向において前記第１の検出対象から前記基板上で所定の距離離れて設
けられた第２の検出対象であって、前記部品の実装動作の基準位置となる、停止した前記
基板の第２の検出対象を、前記検出ユニットにより検出する
位置検出方法。
【請求項１２】
部品の実装対象である基板を搬送ユニットにより搬送し、
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搬送される前記基板に設けられた第１の検出対象を検出ユニットにより検出し、
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
するための停止信号を前記搬送ユニットに出力し、
少なくとも搬送方向において前記第１の検出対象から前記基板上で所定の距離離れて設
けられた、停止した前記基板の第２の検出対象を、前記検出ユニットにより検出し、
前記検出された第２の検出対象の位置を基準位置として、前記部品を前記基板に実装す
る
基板製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本技術は、基板に部品を実装する部品実装装置、情報処理装置、基板の位置検出方法及
び基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
部品実装装置は、一般に、ヘッドが電子部品を供給するフィーダにアクセスして電子部
品を取り出し、実装のための領域に配置された回路基板等にその電子部品を実装する装置
である。
【０００３】
特許文献１には、実装のための領域に基板を配置するために、ストッパを用いて、搬送
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される基板を停止させる技術が開示されている。この技術では、搬送される基板の前端部
が、所定位置に配置されたストッパに当接することにより基板が停止する（例えば、特許
文献１の明細書段落[０００３]、図１５等参照）。
【０００４】
また、この特許文献１では、基板センサを用いる技術も開示されている。この技術は、
基板センサが、搬送される基板の前端縁を検出し、基板を搬送する搬送装置に停止命令を
出力する。この時点から実際に基板が停止するまでに所定の時間を要する。したがって、
そして、基板センサにより基板の前端縁が検出された時点から、搬送装置による基板の移
動距離が算出されることにより、実際の基板の停止位置が算出される（例えば、特許文献
１の明細書段落[００５０]、[００７０]等参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９−２７２０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、上記の技術は、基板の停止位置を正確には検出できない。例えばストッ
パを用いる場合、ストッパに基板が跳ね返り、バウンドする等の問題がある。また、上記
のように、搬送される基板が基板センサで検出されたことをトリガーとして基板を停止さ
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せる技術であっても、実際の基板の停止位置の情報は予測された（算出された）情報に過
ぎない。
【０００７】
以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、正確に基板の停止位置を検出することがで
きる部品実装装置、情報処理装置、基板の位置検出方法及び基板の製造方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記目的を達成するため、本技術に係る部品実装装置は、搬送ユニットと、実装ユニッ
ト、検出ユニットと、制御ユニットとを具備する。
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前記搬送ユニットは、基板を搬送する。
前記実装ユニットは、部品を前記基板に実装する。
前記検出ユニットは、前記基板に設けられた第１及び第２の検出対象を検出可能である
。前記第２の検出対象は、少なくとも搬送方向において前記第１の検出対象から前記基板
上で所定の距離離れて設けられ、前記実装ユニットによる実装動作の基準位置となる。
前記制御ユニットは、前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、
前記基板の搬送を停止するための停止信号を前記搬送ユニットに出力し、停止した前記基
板の前記第２の検出対象を前記検出ユニットにより検出させる。
【０００９】
本技術では、第１の検出対象の検出に基づいて基板の搬送が停止され、実際に停止した
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基板の第２の検出対象が検出されるので、実装動作を開始するための第２の検出対象を容
易に検出することができる。つまり、正確に基板の停止位置を検出することができる。
【００１０】
前記検出ユニットは、カメラを有してもよい。その場合、前記制御ユニットは、前記カ
メラの撮像範囲内で前記基板が停止するように前記停止信号を出力し、停止した前記基板
の前記第１の検出対象の位置に基づき、前記第２の検出対象の位置を算出する。減速開始
から停止するまでの基板の前記第１の検出対象が、カメラの撮像範囲内に入っていること
により、基板の停止信号の出力のタイミング、及び、実際に停止した基板の第１の検出対
象の位置の両方をカメラにより認識することができる。そして、実際に停止した基板の第
１の検出対象の位置が認識されれば、そこから所定の距離離れた第２の検出対象を容易に
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検出することができる。
【００１１】
前記検出ユニットは、前記基板の、搬送方向におけるエッジ部を前記第１の検出対象と
して検出してもよい。基板のエッジ部が第１の検出対象となるので、例えば検出ユニット
が基板上に付されたマークを検出する場合に比べその検出が容易になる。
【００１２】
前記制御ユニットは、前記基板の、搬送方向におけるエッジ部の形状の情報に基づき、
前記基板の、搬送方向における下流側エッジ部及び上流側エッジ部のうちいずれか一方を
前記検出ユニットにより検出させてもよい。基板の下流側エッジ部または上流側エッジ部
の形状が異なる場合、制御ユニットは、それらのうち検出ユニットによる検出が容易な方
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を検出対象として選択することができる。
【００１３】
前記検出ユニットは、前記制御ユニットが停止信号を出力する時点で、前記搬送される
基板より下流側に配置された検出領域を有し、前記制御ユニットは、前記搬送される基板
の前記第２の検出対象が前記検出ユニットの前記検出領域内で停止するようなタイミング
で前記停止信号を出力してもよい。本技術は、第１の検出対象の検出による停止信号が出
力されてから、搬送される基板が停止するまでに時間遅延が発生することを利用する。検
出ユニットの検出領域内で基板の第２の検出対象が停止するようなタイミングで停止信号
が出力されることにより、容易に第２の検出対象を検出することができる。
【００１４】
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前記検出ユニットは、前記基板の、搬送方向における下流側エッジ部を前記第１の検出
対象として検出してもよい。基板のエッジ部が第１の検出対象となるので、例えば検出ユ
ニットが基板上に付されたマークを検出する場合に比べその検出が容易になる。
【００１５】
前記実装ユニットは、前記部品を保持するヘッドと、前記ヘッドを移動させる移動機構
とを有してもよい。その場合、前記検出ユニットは、前記移動機構により前記ヘッドと一
体的に移動可能に設けられてもよい。第２の検出対象の位置が算出された後は、検出ユニ
ットは、第２の検出対象を検出可能な位置まで移動機構により移動し、この第２の検出対
象の位置を基準位置として、検出ユニットとともに移動したヘッドが実装動作を開始する
ことができる。
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【００１６】
前記制御ユニットは、前記基板が停止した時に検出された前記第１の検出対象の位置の
情報に基づき、前記搬送ユニットによる基板の搬送速度を制御してもよい。これにより、
搬送ユニットによる基板の搬送速度を、検出ユニットの検出能力に見合った適切な速度に
することができる。
【００１７】
前記検出ユニットはカメラであってもよい。
【００１８】
本技術に係る情報処理装置は、上記した、搬送ユニット、実装ユニット及び検出ユニッ
トを備える部品実装装置に用いられる情報処理装置である。
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この情報処理装置は、出力部と、検出制御部とを具備する。
前記出力部は、前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基
板の搬送を停止するための停止信号を前記搬送ユニットに出力する。
前記検出制御部は、停止した前記基板の前記第２の検出対象を前記検出ユニットにより
検出させる。
【００１９】
本技術に係る位置検出方法は、部品の実装対象である基板を搬送ユニットにより搬送す
ることを含む。
搬送される前記基板に設けられた第１の検出対象が検出ユニットにより検出される。
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
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するための停止信号が前記搬送ユニットに出力される。
少なくとも搬送方向において前記第１の検出対象から前記基板上で所定の距離離れて設
けられた、停止した基板の第２の検出対象が前記検出ユニットにより検出される。前記第
２の検出対象は、前記部品の実装動作の基準位置となる。
【００２０】
本技術に係る基板製造方法は、部品の実装対象である基板を搬送ユニットにより搬送す
ることを含む。
搬送される前記基板に設けられた第１の検出対象が検出ユニットにより検出される。
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
するための停止信号が前記搬送ユニットに出力される。
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少なくとも搬送方向において前記第１の検出対象から前記基板上で所定の距離離れて設
けられた、停止した前記基板の第２の検出対象が前記検出ユニットにより検出される。
前記検出された第２の検出対象の位置を基準位置として、前記部品が前記基板に実装さ
れる。
【発明の効果】
【００２１】
以上、本技術によれば、正確に基板の停止位置を検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本技術の一実施形態に係る部品実装装置を示す模式的な正面図である。
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【図２】図２は、図１に示す部品実装装置の平面図である。
【図３】図３は、図１に示す部品実装装置の側面図である。
【図４】図４は、部品実装装置の制御システムの構成を示すブロック図である。
【図５】図５は、基板Ｗの位置を検出する時の、主にメインコントローラの処理を示すフ
ローチャートである。
【図６】図６Ａ〜Ｄは、基板Ｗの位置の検出動作を説明するための模式的な図である。
【図７】図７Ａ〜Ｄは、本技術の第２の実施形態に係る、基板位置の検出動作を説明する
ための模式的な図である。
【図８】図８Ａ〜Ｃは、本技術の第２の実施形態に係る、基板位置の検出動作を説明する
ための模式的な図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２３】
[参考例]
上記のように、ストッパを用いて基板の搬送を停止させる場合、その衝撃力により、そ
の基板に搭載されている背の高い部品は折れ曲がったり、外れてしまったりする等の問題
がある。
また、例えば基板カメラ１７が基板上のアライメントマークＤを認識して実装動作が開
始される場合、基板がストッパに跳ね返りバウンドすると、その跳ね返り量によっては、
基板カメラ１７はそのアライメントマークＤを正確に認識できない。
さらに、ストッパを用いる場合、そのストッパは昇降動作を必要とし、その昇降動作の

40

分、基板の位置決めに余計な時間がかかる。
以下に説明する本技術は、以上の問題を解決することができる。以下、図面を参照しな
がら、本技術の実施形態を説明する。
【００２４】
[部品実装装置の構成]
図１は、本技術の一実施形態に係る部品実装装置を示す模式的な正面図である。図２は
、図１に示す部品実装装置１００の平面図であり、図３はその側面図である。
【００２５】
部品実装装置１００は、フレーム１０と、図示しない電子部品を保持しこれを実装対象
である回路基板（以下、単に基板という）Ｗに実装する実装ヘッド３０と、テープフィー
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ダ９０が搭載されるテープフィーダ搭載部２０と、基板Ｗを保持して搬送する搬送ユニッ
ト１６（図２参照）とを備える。
【００２６】
フレーム１０は、底部に設けられたベース１１と、ベース１１に固定された複数の支柱
１２とを有する。複数の支柱１２の上部には、図中Ｘ軸に沿って架け渡された例えば２本
のＸビーム１３が設けられている。例えば２本のＸビーム１３の間には、Ｙ軸に沿ってＹ
ビーム１４が架け渡され、このＹビーム１４に実装ヘッド３０が接続されている。Ｘビー
ム１３及びＹビーム１４には、図示しないＸ軸移動機構及びＹ軸移動機構が備え付けられ
、によって実装ヘッド３０がＸ及びＹ軸に沿って移動可能とされている。Ｘ軸移動機構及
びＹ軸移動機構は、典型的にはボールネジ駆動機構により構成されるが、ベルト駆動機構
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等の他の機構であってもよい。
【００２７】
これら、実装ヘッド３０、Ｘ軸移動機構及びＹ軸移動機構により実装ユニット４０が構
成される。この実装ユニット４０は、主に生産性の向上のため複数設けられる場合もあり
、その場合、複数の実装ヘッド３０が独立してＸ及びＹ軸方向で駆動される。
【００２８】
図２に示すように、テープフィーダ搭載部２０は、部品実装装置１００の前部側（図２
中下側）及び後部側（図２中上側）の両方に配置されている。図中Ｙ軸方向が部品実装装
置１００の前後方向となる。テープフィーダ搭載部２０には、Ｘ軸方向に沿ってテープフ
ィーダ９０が複数配列されて搭載されるようになっている。例えば４０〜７０個のテープ
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フィーダ９０がこのテープフィーダ搭載部２０に搭載可能である。本実施形態では、前部
及び後部側でそれぞれ５８個、合計１１６個のテープフィーダ９０が搭載可能とされてい
る。
【００２９】
なお、テープフィーダ搭載部２０が、部品実装装置１００の前部側及び後部側の両方に
設けられる構成としたが、これは、前部側及び後部側のいずれかに一方に設けられる構成
であってもよい。
【００３０】
テープフィーダ９０は、Ｙ軸方向に長く形成されている。テープフィーダ９０の詳細は
図示しないが、リールを備え、コンデンサ、抵抗、ＬＥＤ、ＩＣパッケージング等の電子
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部品を収納したキャリアテープがそのリールに巻き付けられている。また、テープフィー
ダ９０は、このキャリアテープをステップ送りで送り出すための機構を備えており、その
ステップ送りごとに電子部品が１つずつ供給される。図２に示すように、テープフィーダ
９０のカセットの端部の上面には供給窓９１が形成され、この供給窓９１を介して電子部
品が供給される。複数のテープフィーダ９０が配列されることによってＸ軸方向に沿って
形成される、複数の供給窓９１が配列された領域が、電子部品の供給領域Ｓとなる。
【００３１】
なお、１つのテープフィーダ９０のキャリアテープには、多数の同じ電子部品が収納さ
れる。テープフィーダ搭載部２０に搭載されるテープフィーダ９０のうち、複数のテープ
フィーダ９０にまたがって同じ電子部品が収容される場合もある。
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【００３２】
部品実装装置１００のＹ軸方向での中央部に上記搬送ユニット１６が設けられ、この搬
送ユニット１６はＸ軸方向に沿って基板Ｗを搬送する。例えば、図２に示すように、搬送
ユニット１６上の、Ｘ軸方向におけるほぼ中央位置で搬送ユニット１６に支持されている
基板Ｗ上の領域が、実装ヘッド３０によりアクセスされて電子部品の実装が行われる実装
領域Ｍとなる。
【００３３】
後述するように、部品実装装置１００は、実装領域Ｍまで搬送されて来た基板Ｗの正確
な位置を基板カメラ１７により検出する。基板Ｗの正確な位置が検出された後、実装ユニ
ット４０が電子部品の実装動作を開始する。
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【００３４】
実装ヘッド３０は、Ｙビーム１４のＹ軸移動機構に接続されたキャリッジ３１と、キャ
リッジ３１から斜め下方に延びるように設けられたターレット３２と、ターレット３２に
周方向に沿って取り付けられた複数の吸着ノズル３３とを備える。吸着ノズル３３は、真
空吸着の作用によりキャリアテープから電子部品を取り出して保持する。吸着ノズル３３
は、電子部品を基板Ｗに実装するために上下動可能となっている。吸着ノズル３３は、例
えば１２本設けられている。
【００３５】
実装ヘッド３０は、上述のようにＸ及びＹ軸方向に移動可能とされており、それらの吸
着ノズル３３は、供給領域Ｓと実装領域Ｍとの間で移動し、また、実装領域Ｍ内で実装を
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実行するために実装領域Ｍ内でＸ及びＹ軸方向に移動する。
【００３６】
ターレット３２は、その斜め方向の軸を回転の中心軸として回転（自転）可能となって
いる。複数の吸着ノズル３３のうち、その吸着ノズル３３の長さ方向がＺ軸方向に沿って
配置されたものが、基板Ｗに電子部品を実装するために選択された吸着ノズル３３である
。ターレット３２の回転により任意の１つの吸着ノズル３３が選択される。選択された吸
着ノズル３３がテープフィーダ９０の供給窓９１にアクセスして電子部品を吸着して保持
し、実装領域Ｍまで移動して下降することにより、電子部品が基板Ｗに実装される。
【００３７】
実装ヘッド３０は、ターレット３２を回転させながら、複数の吸着ノズル３３に、１工
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程で連続して複数の電子部品をそれぞれ保持させる。また、複数の吸着ノズル３に吸着さ
れた電子部品は、１工程で連続して１つの基板Ｗに実装される。
【００３８】
図１に示すように、実装ヘッド３０には、基板Ｗの位置を検出する基板カメラ１７が取
り付けられている。基板カメラ１７は、実装ヘッド３０と一体的に、Ｘ軸及びＹ軸移動機
構により移動可能となっている。基板カメラ１７は、基板Ｗの位置を検出する時は、搬送
ユニット１６の上部に配置され、上部側から基板Ｗの画像を撮影する。後述するように、
基板カメラ１７は、基板Ｗに設けられたアライメントマークを認識し、実装ユニット４０
は、このアライメントマークを基準位置として基板Ｗに電子部品を実装する。
【００３９】
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基板カメラ１７は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）、ＣＭＯＳ（Complementary Met
al‑Oxide Semiconductor）等を有する。基板カメラ１７は、主に可視光の波長領域を有す
る光を認識するものであってもよいし、主に赤外線の波長領域を有する光を認識するもの
であってもよい。
【００４０】
搬送ユニット１６は、典型的にはベルトタイプのコンベヤであるが、これに限られず、
ローラタイプ、基板Ｗを支持する支持機構がスライドして移動するタイプ、あるいは非接
触式等、何でもよい。搬送ユニットは、Ｘ軸方向に沿って敷設されたガイドレール１６ａ
を有する。これにより、搬送される基板ＷのＹ軸方向のずれが規制されながら搬送される
40

。
【００４１】
図４は、部品実装装置１００の制御システムの構成を示すブロック図である。
【００４２】
この制御システムはメインコントローラ２１（あるいはホストコンピュータ）を有して
いる。メインコントローラ２１には、テープフィーダ９０、基板カメラ１７、搬送ユニッ
ト１６、実装ユニット４０、入力部１８及び表示部１９が電気的に接続されている。
【００４３】
テープフィーダ９０は図示しない内蔵メモリを有している。テープフィーダ９０がテー
プフィーダ搭載部２０にセットされることにより、その内蔵メモリがメインコントローラ
２１に電気的に接続される。内蔵メモリには、そのテープフィーダ９０に収められている
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電子部品の情報が予め記憶されている。これにより、メインコントローラ２１は、テープ
フィーダ搭載部２０のどの位置に、どのような種類の電子部品を持つテープフィーダ９０
がセットされているかを認識する。電子部品の情報とは、電子部品の種類、そのテープフ
ィーダ９０の持つ電子部品の数等の情報である。
あるいは、テープフィーダ搭載部２０のどの位置に、どのような種類の電子部品を持つ
テープフィーダ９０がセットされているかの情報を、オペレータが手動によって、入力部
１８を介してメインコントローラ２１に入力してもよい。
【００４４】
実装ユニット４０の、各移動機構及び実装ヘッド３０には、これらに搭載された図示し
ないモータ、また、これらのモータをそれぞれ駆動するドライバが設けられている。メイ
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ンコントローラ２１はこれらのドライバに制御信号を出力することにより、ドライバがそ
の制御信号に従って各移動機構及び実装ヘッド３０を駆動する。
【００４５】
入力部１８は、例えばオペレータが、これから実装対象となる基板Ｗの種類等、実装処
理に必要な情報をメインコントローラ２１に入力するために、オペレータにより操作され
る機器である。表示部１９は、例えばオペレータにより入力部１８を介して入力された情
報及びその他必要な情報を表示する機器である。
【００４６】
メインコントローラ２１は、例えばＣＰＵ、ＲＡＭ及びＲＯＭ等のコンピュータの機能
を有し、制御ユニットとして機能する。メインコントローラ２１は、ＦＰＧＡ（Field Pr
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ogrammable Gate Array）等のＰＬＤ(Programmable Logic Device)、その他ＡＳＩＣ（Ap
plication Specific Integrated Circuit）等のデバイスにより実現されてもよい。
【００４７】
[第１の実施形態に係る基板の位置の検出方法]
図５は、基板Ｗの位置を検出する時の、主にメインコントローラ２１の処理を示すフロ
ーチャートである。図６Ａ〜Ｄは、基板Ｗの位置の検出動作を説明するための模式的な図
である。
【００４８】
部品実装装置１００が実装処理を開始する前に、オペレータは、入力部１８を介してそ
の実装処理に必要な情報、例えば基板種の情報等をメインコントローラ２１に入力する。
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【００４９】
基板カメラ１７は、一例として、搬送方向（図６中、右側から左側への方向）における
基板Ｗの下流側であって、かつ、その撮像範囲１７ａ（検出領域）と実装領域Ｍとが重な
るような位置に静止して待機している。また、基板カメラ１７は、搬送方向に直交する方
向（Ｙ軸方向）での位置は、実装対象となる基板Ｗに設けられた第２の検出対象となるア
ライメントマークＤの、Ｙ軸方向における位置に実質的に一致している。典型的には、撮
像範囲１７ａの中心位置のＹ座標が、アライメントマークＤのＹ座標に実質的に一致して
いる。このアライメントマークＤは、第１の検出対象となる下流側エッジ部Ｗ１において
、少なくとも搬送方向においてその下流側エッジ部Ｗ１から所定の距離離れて設けられて
いる。

40

【００５０】
メインコントローラ２１は、上記のように基板種の情報を持っている。したがって、基
板カメラ１７は、実装対象となる基板Ｗが持つアライメントマークＤの位置（ここでは、
Ｙ座標の位置）を記憶しており、このアライメントマークＤの位置に応じたＹ軸方向の位
置で待機していればよい。
【００５１】
なお、搬送ユニット１６は、上記したようにガイドレール１６ａによって、基板ＷをＹ
軸方向の位置のずれを実質的に発生させないようにしている。したがって、基板カメラ１
７は、予め決められた（アライメントマークＤの位置に応じた）Ｙ座標の位置に待機して
いればよい。
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【００５２】
図６Ａに示すように、基板Ｗが部品実装装置１００に搬入されてくる（ステップ１０１
）。そして、図６Ｂに示すように、基板カメラ１７が、基板Ｗの第１の検出対象となる下
流側エッジ部Ｗ１を検出する（ステップ１０２）。ここでは公知の画像処理技術によって
、その基板Ｗが認識される。例えば、基板Ｗの輝度と、その基板ＷよりＺ軸方向で下側の
背景の輝度とが異なることによって、基板Ｗを認識することができる。
【００５３】
基板カメラ１７により基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１が検出されると、メインコントロー
ラ２１は、搬送ユニット１６に基板Ｗの搬送を停止するための停止信号を出力する（ステ
ップ１０３）。この時、少なくともメインコントローラ２１は、情報処理装置の出力部と
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して機能する。
【００５４】
搬送ユニット１６は停止信号を受け、その搬送を停止することにより、基板Ｗが実際に
停止する。図６Ｂに示すように基板カメラ１７により基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１が検出
されてから、実際に基板Ｗが停止するまでに時間遅延があるので、図６Ｃに示すように、
その時間遅延の間に基板Ｗが所定の距離移動する。あるいは、この時間遅延が十分に短い
としても、基板Ｗが搬送ベルト上で慣性によってスリップを起こしたりもする。以下、こ
の時間遅延等の間に基板Ｗが移動する距離を余分移動距離Ｌという。
【００５５】
この余分移動距離Ｌは、予め基板カメラ１７の撮像範囲１７ａ内に収まるように設定さ
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れている。撮像範囲１７ａのサイズは、例えば4mm×4mmであるが、これに限られない。
【００５６】
メインコントローラ２１は、基板カメラ１７を介して得られる、実際に基板Ｗが停止し
た時の、基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１の画像情報に基づき、その下流側エッジ部Ｗ１の座
標（ここではＸ座標）を算出する（ステップ１０４）。
【００５７】
メインコントローラ２１は、下流側エッジ部Ｗ１の座標に基づき、アライメントマーク
Ｄの位置を算出する（ステップ１０５）。アライメントマークＤは、例えば基板の種類に
応じて、基板の所定の位置に設けられている。メインコントローラ２１は、最初に基板種
の情報を取得しているので、その基板種の情報に含まれる、アライメントマークＤの基板
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Ｗ内での座標の情報を有している。したがって、メインコントローラ２１は、その下流側
エッジ部Ｗ１から所定距離離れた位置にあるアライメントマークＤの座標を算出すること
ができる。
【００５８】
メインコントローラ２１がアライメントマークＤを算出すると、図６Ｄに示すように、
撮像範囲１７ａ内にそのアライメントマークＤが入るように、基板カメラ１７を移動させ
る。典型的には、撮像範囲１７ａの中心位置にアライメントマークＤの中心位置が一致す
るように、基板カメラ１７が移動する。これにより、基板カメラ１７がアライメントマー
クＤを認識する（ステップ１０６）。そして、このアライメントマークＤの座標を基準と
して、メインコントローラ２１は、実装ヘッド３０により実装動作を開始する（ステップ
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１０７）。
【００５９】
なお、図６Ｃでは、基板Ｗが余分移動距離Ｌを動いて停止した時に、撮像範囲１７ａ内
にアライメントマークＤの一部が入っている。これは、撮像範囲１７ａ及びアライメント
マークＤのサイズを、基板Ｗのサイズに対して大きく模式的に示しているためである。し
たがって、もちろん、基板Ｗが停止した時に撮像範囲１７ａ内にアライメントマークＤが
入らない場合もある。
【００６０】
アライメントマークＤの形状は、図６では十字状となっているが、円、四角、星型など
、何でもよい。
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【００６１】
以上のように、本実施形態では、基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１が検出された時（検出さ
れたことに基づいて）、基板Ｗの搬送が停止信号が出力され、その後、実際に停止した基
板ＷのアライメントマークＤが検出される。したがって、実装ヘッド３０が実装動作を開
始するためのアライメントマークＤを容易に検出することができる。つまり、正確に基板
Ｗの停止位置を検出することができ、アライメントマークＤが撮像範囲１７ａ内に入るよ
うな適切な位置に基板カメラ１７を移動させることができる。
基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１が検出されたことに基づいて、とは、それが検出された（
「瞬間」に限られない。それが検出されたことをトリガーとして停止信号が出力されるま
10

での時間遅延が存在する、という概念も、「基づいて」の意味に含まれる。
【００６２】
本実施形態では、下流側エッジ部Ｗ１の検出には基板カメラ１７が用いられる。特に、
減速開始から停止するまでの基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１が、基板カメラ１７の撮像範囲
１７ａ内に入っていることにより、基板Ｗの停止信号の出力のタイミング、及び、実際に
停止した下流側エッジ部Ｗ１の位置の両方を基板カメラ１７により認識することができる
。実際に停止した基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１の位置が認識されれば、そこから所定の距
離離れたアライメントマークＤを容易に検出することができる。
【００６３】
本実施形態では、基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１が検出されるので、例えば基板Ｗ上に付

20

されたマーク等が検出される場合に比べ、その検出が容易になる。
【００６４】
[第２の実施形態に係る基板の位置の検出方法]
図７Ａ〜Ｄは、本技術の第２の実施形態に係る、基板位置の検出動作を説明するための
模式的な図である。これ以降の説明では、上記の実施形態に係る部品実装装置１００が含
む部材及び機能、また、図５及び図６Ａ〜Ｄで示した動作等について同様のものは説明を
簡略化または省略し、異なる点を中心に説明する。
【００６５】
この実施形態に係る基板Ｗ

の下流側エッジ部Ｗ２の形状が、通常の基板Ｗ（図６参照

）のエッジ部の形状と異なり、凹形状（切り欠き形状）となっており、上流側エッジ部Ｗ
３は通常の基板と同様の直線状となっている。すなわち、この基板Ｗ

は、いわゆる異形
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基板である。
【００６６】
基板Ｗ

が搬送される場合、図７Ａに示すように、基板カメラ１７は、搬送ユニット１

６上のＹ軸方向で手前側（図７Ａ中、下側）に位置して待機している。基板Ｗ

は、下流

側エッジ部Ｗ２付近に設けられたアライメントマークＤと、上流側エッジ部Ｗ３付近に設
けられたアライメントマークＤとが、Ｙ軸方向で異なる座標にある。この例では、基板カ
メラ１７は、上流側エッジ部Ｗ３付近に設けられたアライメントマークＤを検出しようと
している。なお、図６Ａ〜Ｄに示した通常の基板Ｗも、この基板Ｗ

のように２つのアラ

イメントマークＤを有する場合もある。
40

【００６７】
図７Ｂに示すように、基板カメラ１７の撮像範囲１７ａを、基板Ｗ
Ｗ２が通り過ぎる。基板Ｗ

の下流側エッジ部

の上流側エッジ部Ｗ３が撮像範囲１７ａ内に入ると、メイン

コントローラ２１は、搬送ユニット１６に停止信号を出力する。
【００６８】
図７Ｃに示すように、基板Ｗ
ラ２１は、停止した基板Ｗ

が余分移動距離を移動して停止する。メインコントロー

の上流側エッジ部Ｗ３の座標（ここではＸ座標）を認識する

。
【００６９】
メインコントローラ２１は、上流側エッジ部Ｗ３の座標、また、基板の情報に基づき、
上流側のアライメントマークＤの位置を算出し、図７Ｄに示すように基板カメラ１７をそ
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のアライメントマークＤの座標に移動させる。そして、そのアライメントマークＤの位置
を基準として、実装ヘッド３０が実装動作を開始する。
【００７０】
このように本実施形態では、基板の下流側エッジ部Ｗ２の形状が通常と異なる場合、メ
インコントローラ２１は、それらのうち、基板カメラ１７による検出が容易な方である上
流側エッジ部Ｗ３を検出対象として選択することができる。
【００７１】
この実施形態では、下流側エッジ部Ｗ１の形状が通常とは異なる形状を持つ基板が実装
対象の基板として用いられた。しかし、上流側エッジ部の形状が通常とは異なる形状の基
板が実装対象の基板として用いられてもよい。その場合、メインコントローラ２１は、上
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記第１の実施形態のように、下流側エッジ部Ｗ１を検出し、それに基づきアライメントマ
ークＤを検出する。
【００７２】
異形基板として、エッジ部が凹形状の基板のほか、そのエッジ部が凸、斜め、曲線、ま
たはこれらの組み合わせの形状を持つ基板が用いられる場合もある。
【００７３】
[第３の実施形態に係る基板の位置の検出方法]
図８Ａ〜Ｃは、本技術の第２の実施形態に係る、基板位置の検出動作を説明するための
模式的な図である。
【００７４】
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図８Ａに示すように基板Ｗが搬送されている。基板カメラ１７の検出領域である撮像範
囲１７ａは、基板Ｗより下流側に配置されている。
【００７５】
図８Ｂに示すように、撮像範囲１７ａ内に基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１が検出されたこ
とに基づいて、メインコントローラ２１は停止信号を出力する。この時、メインコントロ
ーラ２１は、搬送される基板ＷのアライメントマークＤが撮像範囲１７ａ内で停止するよ
うなタイミングで、その停止信号を出力する。メインコントローラ２１が、基板Ｗの情報
及び上記余分移動距離Ｌに関する情報を記憶していることにより、このような動作を実現
することができる。これにより、図８Ｃに示すように、その停止信号の出力タイミングよ
り少し遅れて、基板Ｗが実際に停止するタイミングで、アライメントマークＤが撮像範囲
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１７ａ内に入る。
【００７６】
このように、本実施形態は、下流側エッジ部Ｗ１の検出による停止信号が出力されてか
ら、搬送される基板Ｗが実際に停止するまでに時間遅延が発生することを利用する。基板
カメラ１７の撮像範囲１７ａ内で基板ＷのアライメントマークＤが停止するようなタイミ
ングで停止信号が出力されることにより、容易にそのアライメントマークＤを検出するこ
とができる。
【００７７】
[その他の実施形態]
本技術は、以上説明した実施形態に限定されず、他の種々の実施形態が実現される。
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【００７８】
上記実施形態では、検出ユニットとして基板カメラ１７を例に挙げた。しかし、第１の
検出対象（例えば基板のエッジ部）を検出するユニットとして、カメラ以外のセンサ、例
えばラインセンサが用いられてもよい。ラインセンサとして例えば光センサを用いること
ができる。ラインセンサである第１のセンサが基板Ｗの下流側エッジ部Ｗ１を検出し、メ
インコントローラ２１が停止信号を出力し、さらに第２のセンサが、実際に停止した基板
Ｗの下流側エッジ部Ｗ１を検出する。そして、メインコントローラ２１は、その下流側エ
ッジ部Ｗ１の位置に基づきアライメントマークＤの位置を算出し、上記第２のセンサまた
は別の第３のセンサがそのアライメントマークＤを検出する。上記第２のセンサは、ライ
ンセンサでもよいし、カメラでもよい。第３のセンサとしてはカメラが用いられる。
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【００７９】
基板カメラ１７が有する各画素の、Ｘ軸方向に沿った複数のラインのうち一部を用いる
ことにより、ラインセンサに近いセンサとしてこの基板カメラ１７が使用されてもよい。
【００８０】
基板カメラ１７は、実装ヘッド３０と一体的に設けられていなくてもよい。すなわち、
基板カメラ１７と実装ヘッド３０とが別個独立して移動する形態でもよい。これは、基板
カメラ１７に代えて、ラインセンサまたはその他のセンサが用いられる場合にも同様であ
る。
【００８１】
メインコントローラ２１は、基板が停止した時に検出された基板のエッジ部の座標に基
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づき、搬送ユニット１６による基板の搬送速度を制御してもよい。例えば、実際に停止し
た基板のエッジ部が、撮像範囲１７ａ内から外れたり、または外れるに近い状態となった
りした場合、メインコントローラ２１は、次回に実装対象となる基板の搬送速度を所定速
度分低くなるように設定することができる。これにより、搬送ユニット１６による基板の
搬送速度を、基板カメラ１７の検出能力に見合った適切な速度にすることができる。
【００８２】
上記では、実装処理前にメインコントローラ２１が、実装対象となる基板の種類の情報
を記憶するようにした。しかし例えば、実装対象とされる第１の基板の次の実装対象とさ
れる第２の基板が、実装領域Ｍの上流側で待機している時に、その第２の基板がカメラ等
のセンサにより基板の種類（形状等）が識別されてもよい。
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【００８３】
上記実施形態では、基板の停止信号の出力のために、基板カメラ１７は基板のエッジ部
を第１の検出対象として検出した。しかし、第１の検出対象はエッジ部ではなく、基板上
上の、アライメントマークＤとは搬送方向において異なる位置に設けられた、基板カメラ
１７（あるいは上記その他のセンサ）が認識可能なマークであってもよい。そのマークと
は、例えばミシン目、導線、その他の識別可能なマークである。
【００８４】
実装ヘッド３０は、回転するターレット３２及び複数の吸着ノズル３３を備えていた。
しかし、実装ヘッドは１つのみの吸着ノズルを有していてもよい。あるいは、実装ヘッド
は、回転するターレットではなく、リニアに配列された複数の吸着ノズルを有しているリ
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ニアタイプ（インラインタイプ）であってもよい。
【００８５】
以上説明した各形態の特徴部分のうち、少なくとも２つの特徴部分を組み合わせること
も可能である。
【００８６】
本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）基板を搬送する搬送ユニットと、
部品を前記基板に実装する実装ユニットと、
前記基板に設けられた第１の検出対象と、少なくとも搬送方向において前記第１の検出
対象から前記基板上で所定の距離離れて設けられた、前記実装ユニットによる実装動作の
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基準位置となる第２の検出対象とを検出可能な検出ユニットと、
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
するための停止信号を前記搬送ユニットに出力し、停止した前記基板の前記第２の検出対
象を前記検出ユニットにより検出させる制御ユニットと
を具備する部品実装装置。
（２）（１）に記載の部品実装装置であって、
前記検出ユニットは、カメラを有し、
前記制御ユニットは、前記カメラの撮像範囲内で前記基板が停止するように前記停止信
号を出力し、停止した前記基板の前記第１の検出対象の位置に基づき、前記第２の検出対
象の位置を算出する

50

(14)

JP 2012‑212817 A 2012.11.1

部品実装装置。
（３）（１）または（２）に記載の部品実装装置であって、
前記検出ユニットは、前記基板の、搬送方向におけるエッジ部を前記第１の検出対象と
して検出する
部品実装装置。
（４）（１）から（３）のうちいずれか１つに記載の部品実装装置であって、
前記制御ユニットは、前記基板の、搬送方向におけるエッジ部の形状の情報に基づき、
前記基板の、搬送方向における下流側エッジ部及び上流側エッジ部のうちいずれか一方を
前記検出ユニットにより検出させる
部品実装装置。
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（５）（１）に記載の部品実装装置であって、
前記検出ユニットは、前記制御ユニットが停止信号を出力する時点で、前記搬送される
基板より下流側に配置された検出領域を有し、
前記制御ユニットは、前記搬送される基板の前記第２の検出対象が前記検出ユニットの
前記検出領域内で停止するようなタイミングで前記停止信号を出力する
部品実装装置。
（６）（５）に記載の部品実装装置であって、
前記検出ユニットは、前記基板の、搬送方向における下流側エッジ部を前記第１の検出
対象として検出する
部品実装装置。
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（７）（１）から（６）のうちいずれか１つに記載の部品実装装置であって、
前記実装ユニットは、前記部品を保持するヘッドと、前記ヘッドを移動させる移動機構
とを有し、
前記検出ユニットは、前記移動機構により前記ヘッドと一体的に移動可能に設けられて
いる
部品実装装置。
（８）（１）から（７）のうちいずれか１つに記載の部品実装装置であって、
前記制御ユニットは、前記基板が停止した時に検出された前記第１の検出対象の位置の
情報に基づき、前記搬送ユニットによる基板の搬送速度を制御する
部品実装装置。
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（９）（１）または（５）に記載の部品実装装置であって、
前記検出ユニットはカメラである
部品実装装置。
（１０）基板を搬送する搬送ユニットと、
部品を前記基板に実装する実装ユニットと、
前記基板に設けられた第１の検出対象と、少なくとも搬送方向において前記第１の検出
対象から前記基板上で所定の距離離れて設けられた、前記実装ユニットによる実装動作の
基準位置となる第２の検出対象とを検出可能な検出ユニットとを備える部品実装装置に用
いられる情報処理装置であって、
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
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するための停止信号を前記搬送ユニットに出力する出力部と、
停止した前記基板の前記第２の検出対象を前記検出ユニットにより検出させる検出制御
部と
を具備する情報処理装置。
（１１）部品の実装対象である基板を搬送ユニットにより搬送し、
搬送される前記基板に設けられた第１の検出対象を検出ユニットにより検出し、
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
するための停止信号を前記搬送ユニットに出力し、
少なくとも搬送方向において前記第１の検出対象から前記基板上で所定の距離離れて設
けられた第２の検出対象であって、前記部品の実装動作の基準位置となる、停止した前記
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基板の第２の検出対象を、前記検出ユニットにより検出する
位置検出方法。
（１２）部品の実装対象である基板を搬送ユニットにより搬送し、
搬送される前記基板に設けられた第１の検出対象を検出ユニットにより検出し、
前記検出ユニットによる前記第１の検出対象の検出に基づいて、前記基板の搬送を停止
するための停止信号を前記搬送ユニットに出力し、
少なくとも搬送方向において前記第１の検出対象から前記基板上で所定の距離離れて設
けられた、停止した前記基板の第２の検出対象を、前記検出ユニットにより検出し、
前記検出された第２の検出対象の位置を基準位置として、前記部品を前記基板に実装す
10

る
基板製造方法。
【符号の説明】
【００８７】
Ｄ…アライメントマーク
Ｗ…回路基板
Ｍ…実装領域
Ｗ１、Ｗ２…下流側エッジ部
Ｗ３…上流側エッジ部
１６…搬送ユニット
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１７…基板カメラ
１７ａ…撮像範囲
２１…メインコントローラ
３０…実装ヘッド
４０…実装ユニット
１００…部品実装装置
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