部品搭載技術

Beyond
5Gインフラ系基板対応次世代リワーク
メイショウ（株）
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はじめに

なるため、実装不良が発生する頻度が高くなる傾向にあり、
ま
た、部品不足に対応するために、実装不良で取り外した部品を

新型コロナ感染症の拡大により、2020 年以降、
リモート

再利用する機会も増えてくるため、本稿では当社の専門分野

ワークやウェブ会議、遠隔作業などが急速に普及し、デジタル

であるリワーク・リボールの側面から①、②の搭載技術を記述

トランスフォーメーション（DX）の稼動が始まったが、今後、

する。

DXが世界中の環境・社会・ビジネスを動かしていくことにな
る。 それらを支える柱は、
「通信ネットワーク」、
「データセン
ターなどのデジタルインフラ」、
「電子機器に使用される半
導体」である。デジタルインフラに関しては、日本のトラヒッ
ク（データ通信量）が、今後 10 年で 36 倍以上になると予
測されている。日本の政策であるSociety5.0（電子化・ス
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大型・多層基板、大型部品の
リワーク搭載技術

熱量不足、加熱（再加熱）
による基板の反り、自重による基

マート化を進め、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融

板のたわみ、温度のばらつきによる基板の捻じれ、大容量加熱

合させた社会）の実現を目指し、モバイル通信網は 5G から

による部品へのダメージといった大型・多層基板の実装課題

Beyond 5Gへ、さらに高度化を進めていくが、
リアルタイム

に対する当社の部品搭載技術は、55 年を超える実装関連装

でデータを活用できるよう遅延を回避するためには、
エッジコ

置の納入実績と20 年以上のリワーク装置の製造開発事業か

ンピューティング技術とともに、サービス制御機能を担うデー

ら培ったノウハウの積み上げによるものであり得意としてい

タセンターなどのデジタルインフラ、特にデータセンターと基

る。

地局の能力増強は必須課題である。

なお、
昨年から開発を進めている新製品『MS9000UXL』、

当社では、DX社会への大変革期に貢献するべく、潮流であ

『MS9000XL』は次 世 代 Beyond 5Gを見 据えたサ ーバ

る、①デジタルインフラ（データセンター系）で使用される基

や基地局向けの基板に最適なモデルとなっているため、同装

板・部品、
また一方で、② 5G、Beyond 5G対応の電子機器で

置を挙げて記述する。

搭載される基板・部品の、最適な実装工法を研究・開発してい
る。
①の主役であるサーバ用途向けには高性能な CPUが搭載
されているが、超高速・低遅延で処理することが必須であり、
BGAも大型化・集積化してくる。また、
サーバ基板には大型多
層基板が多く使用されており、基板の反りや重量を十分に考
慮した安定搭載が要求されるため、実装難易度は高い。
一方、②については、スマートフォンに搭載される基板を挙
げると、部品の微小化、集積化（狭隣接化）、基板の重ね合わせ
などが進み、高度な実装技術が要求されるにもかかわらず、海
外拠点での生産が多いため、設備・装置が高生産性であること
は勿論のこと、操作のスキルレス化、自動化、工程の省力化を
さらに進める必要がある。
上記のように今後、さらに難易度の高い実装技術が必要と
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図 1 『MS9000SE』
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1. 作業者にも基板にもストレスフリーであることが重要

ルを使用すれば、誰でも簡単に作業ができる。図 3に示すの

当社汎用型装置
『MS9000SE』
（図1）
の自動画像認識シス

は、
リボール装置『RBC-100』の本体と標準ツール、表 2は

テム（ビジュアルムーブ機能）
を応用させた自動パターンマッチ

『RBC-100』
を含む
『RBC』
シリーズの標準仕様概要である。

ング機能で、
基板のパターンと部品バンプの位置をそれぞれ画

また、
リワーク作業において厄介な課題の一つに、部品搭載

像で認識し、
作業者が数値や条件を入力することなく、
画像から

前の（部品取外し後の）
「はんだクリーニング工程」がある。

演算された座標（X / Y / Z /θ）
へ搭載軸が自動で移動し、
正

「はんだ吸取り機」の業界先駆者的なメーカーでもある当

確な基板上の位置に部品を搭載する。また、
基板はラフにセッ

社は、
リワーク装置のクリーニング機能に関しても研究・開発

トすればよく、
カメラで基板の正確な位置（サイズ）
を認識する

を継続的に重ねてきているが、同業のなかでは一歩リードして

ため、
加熱時は、
ボトムヒーターが自動で最適なポジションへ移

いるものの、作業者にとってストレスフリーなレベルには到達

動し、
加熱を開始する。さらに、
基板のサイズが大型・大重量で

できていなかった。今般、ついに、特殊形状のクリーニングノ

あることが前提であるため、
基板のセットもパレットによる挿入

ズルの開発に成功し、様々な問題点をクリアし、
リワーク工程

方式を採用し、
作業者が重さを感じることなく、
基板へのストレ

に明るい道筋をつくることができるため概要を次に記述する。

スもフリーで簡単に脱着できる工夫を施している。
対象部品に関しては、2 式（4 つ）のカメラ（2 連式ビジョ
ンシステム）を搭 載 することで小 型は□ 0402mm〜（□
0201mmはオプション対応）、大型は□ 150mmまで高精
度に認識することができ、対象部品にあわせて作動カメラが
自動的に切り替わり自動搭載を行う
（図 2）。
表 1に、
『 MS9000XL』の仕様概要を示す。
さらに、部品を再利用したい場合は当社の BGA再生ツー

表 1 『MS9000XL』仕様概要

カメラ2 連ビジョンシステムイメージ
MIN〜□ 50カメラ

□ 50 〜□ 150カメラ

MIN〜□ 50の場合

RBC-100（本体）

RBC-100（標準ツール）

図3
□ 50 〜□ 150の場合

図2

2 連式ビジョンシステムイメージ

表 2 『RBC』
シリーズ標準仕様概要
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基板のパターンが剥離しないよう非接触でクリーニングノ

データを同時搬送することでラインの自動化や、エラー・パー

ズルを基板上に滑らせ、一度で、
しっかり残留はんだを吸引す

ツ切れなどへの迅速な対応ができ、さらにはエラーの予兆も

るためには、基板を適切に加熱しながら、適切に調整された吸

検知できる仕組みの導入が始まっている。

引力で吸い上げる必要があり、
また、吸引流路を確保するため

こういった生産現場のスマートファクトリー化を進めていく

に、基板面とノズルの間には適切な隙間（クリアランス）が必

ためには、
メーカー間の情報共有や協業が必須であるが、設

要であり、さらに作業している間、安定した吸引を確保しつづ

備間がプリント基板データなどの情報交換を行う上で共通言

けるためには、絶妙なクリアランスを精度よく調整しつづける

語とする通信規格「SEMI SMT-ELS」の導入もいよいよ普及

必要があるため、基板面が凸凹して平面でないことが多いリ

し始めている。

ワーク工程では、
かなり難易度が高く、
センサーやデジタル的
なマネジメントだけではスキルレス作業には到達しない。
ゆえに当社は、独自のノズルの形状と材質の研究に取り組

当社も後工程の自動化を目指す協創プロジェクト「MUSUBI」
に発足期から加盟しており
（図 4）、他専門設備メーカー 12 社
（2021 年 8 月時点）
と国内主要都市にて共同展示会「実装・

み、基板に接触した状態でもパターンに影響がなく、
またクリ

組立プロセス技術展」を開催しながら（図 5）、自動化・省力化

アランスゼロでも吸引流路を確保できる形状・材質に辿り着

に対するユーザーの真の要望を聞き集めている。
今後は、それぞれの現場に適したIOTや装置間連結ユニット

いた。
このノズル開発の成功によって、複雑な制御が不要となり、

などを共同提案し、飛躍

センサやソフト的なコストも抑えられるため、低価格でストレ

的な生産性の向上に貢

スフリーなクリーニング作業の自動化が実現した。

献できる省力化提案活
動を進めていく計画で

2. AI機能が快適な作業とサポートサービスを実現させる
作業者／作業時刻／作業内容／作業基板・部品情報／使

ある。
⃝第 4 回目：

用・作成ファイルなどの履歴確認、各種解析が行える「トレーサ

2021 年 10 月 7 日、8

ビリティ機能」や「作業ログ機能」の装備は、設備装置において

日、兵庫県神戸市『神戸

今や、スタンダードになりつつあるが、今後はさらにAI機能を

サンボーホール』
にて開

搭載し、作業のティーチングや自動化、予知保全、迅速かつ正

催予定

図 4 「MUSUBI」
は協創プロ
ジェクトのシンボルマークである

確な自動自己診断によるサポートサービスの提供を当社も予
定している。
■ ディープラーニング機能の一部
⃝基板・部品をセットするとライブラリー化された基板・部品
情報を自動検索して一致したデータを読み込み、作業者はス
タート指示をするだけで作業のティーチングもしくは自動作
業が開始する
⃝実装状態をラーニングさせることで、
リワーク作業後に簡
易的な自動外観検査を実施するようになり作業の合否準判定
ができるようになる
⃝メタルマスクや部品バンプ寸法の簡易的な自動測定を実
施する

3

つながる装置（IOT）への取り組み

表面実装の生産ラインは、数年前からネットワークにより、
装置と装置、装置と管理システムなどをつなぎ、基板と基板
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図 5 2021 年 4月、高崎市において開催した、
第 1 回「実装・組立プロセス技術展」の様子

