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横河グループの最新表面実装ライン
Yokogawa Group’s Latest Surface Mount Lines

横河電機（株）では，PLCをはじめとする小型コントローラ用実装基板から，LSIテスタの多層・高密度の大型実

装基板を生産している。グループ・グローバル経営を推進しており，国内外に多くの開発，生産，販売拠点を持っ

ている。本稿では，横河グループのマザー工場の一つである横河マニュファクチャリング（株）小峰工場（東京都あ

きる野市）における最新実装ラインについて紹介する。ここでは派遣社員を主体として24時間オペレーションを

行っており，最新の3ラインはIT技術を駆使して多品種少量生産に対応したフレキシブルなラインとなっている。
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Yokogawa Electric Corporation manufactures a wide variety of surface-mount boards, from those for

PLCs and other small controllers to large multilayer high-density boards for LSI testers. In addition, it

promotes Group-wide global management and therefore has many laboratories, factories and sales offices

both domestically and abroad. This paper introduces the latest surface mount technology (SMT) lines

of Yokogawa Manufacturing Corporation (YMG)'s Komine factory (located in Akiruno City, Tokyo),

one of the Yokogawa Group's main factories. The Komine factory operates round-the-clock, manned for

the most part by dispatched employees. The three latest SMT lines utilize information technology and

have the flexibility to respond to the limited production of a diversified number of products.

図1　実装ライン（小峰工場K2ライン）

1. は じ め に

横河グループの国内マザー工場の一つである横河マ

ニュファクチャリング（株）小峰工場（東京都あきる野市，

以下小峰工場と略記）に，2005年1月から2005年の11月

にかけての約1年間で，表面実装の3ライン（K1，K2，K3）

を新たに構築した。このラインは，横河グループの中で最

新のスペックを持つ実装ラインで，横河グループの小型

基板から大型の高密度・多層基板の多品種少量生産に対

応したラインである。さらに，近年，中国に代表される海

外生産へのシフトが加速する一方で，日本国内において

はマシンオペレータの要員化（派遣社員）が進んでいるこ

とから，それに対応したスキルレスオペレーションを

テーマに，積極的に“ラインのIT化”に取り組んだ最先

端の実装ラインである。この実装ラインは，今後，国内外

の横河グループの生産拠点に展開する予定である。図1

に，実装ラインの写真を示す。

2. 表面実装ラインの構成と特長

小峰工場の実装ラインの構成図（図2）と，その特長を以

下に示す。

（1）小型基板から大型高密度基板に対応

基板サイズ90（L）×80（W）×1.0（T） mmの小型基板

から，基板サイズ500（L）×390（W）×4.5（T） mmの

大型基板で搬送重量3.0 kgまでに対応し，横河グルー

プの既存製品の全ての基板仕様をカバーする。

（2）最新スペックのモジュール型実装機の4連結

0603サイズの極小チップから□45 mmQFP／BGA

／CSP，およびコネクタ等の異形部品の実装に対応

した同一仕様のモジュール型実装機を4台連結し，い

ずれの実装機も全種類の部品を取り扱えるようにし

た。これにより，マシン間タクトバランスの最適化が
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容易となり，全てのマシンをフル稼働させて高い生

産性を実現した。同時に，ライン停止のリスクも軽減

されている。

（3）同一ライン複数化のメリット

同一実装ラインを複数化したことにより，ライン相

互の生産機種の入れ替えに伴う生産準備作業のゼロ

化を実現した。

（4）鉛フリーはんだ付け品質の安定化

近年，要求度の高い鉛フリー化の生産対応ラインで

あり，また，インラインのはんだ印刷検査装置によ

り，工程内不適合の後工程への流出を防止した。N2リ

フロー炉は最新の12ゾーン＋水冷ユニット付の採用

により，はんだ付け品質の安定化を図った。

（5）IT化による全自動段替え

ライン全体にIT技術を適用することにより，マウン

トデータ，バックアップピン位置，コンベア搬送幅，

リフローの温度プロファイルなどが全て自動的に段

替え可能である。さらに，部品残数管理，部品セット

ミス防止機能，生産履歴トレース機

能，計画着工指示，などの実装ライン

としての最先端の機能を有している。

3. 実装データ作成のプロセス

実装データの作成には，横河グループ

共通のデータ作成環境を使用している。

実装データ作成システムは，データ

ベースとして存在するCAD（Computer-

aided Design）情報とPDM（Product Data

Management）情報から，実装に必要な基

板情報と部品情報を取得して，自動で合

成される。部品の最適化マシン振り分け

は，各機の実装時間が最小でマシン相互

が同じ時間になるように演算処理され，

連続生産でのスループットを最短にして

いる。

　　

4. 実装ラインのネットワーク構成

図3に，実装ラインのネットワークを示す。

はんだ印刷機，はんだ印刷検査装置，実装機（マウンタ）

などの主要設備は，専用のネットワークで接続されてお

り，データの一元管理を図っている。これにより，実装

データの保守やバックアップが容易となり，新規のデー

タ作成や変更も一つのデータ処理で，全ラインに瞬時に

一括適用させることが可能となった。

ITオプションサーバは，実装データ，部品，生産情報

や基板のID管理を行っており，生産するために必要な情

報を管理している。バーコード読み取りコンベアでは，基

板上に貼られたバーコードの生産機種情報を読み取り，

それぞれのマシンに必要な部品情報や実装データの転送

を行っている。

生産・品質実績サーバは，部品の搭載情報や稼動率など

の生産や品質実績を収集するサーバであり，リアルタイ

ムで生産実績・エラー率などの品質情報を取得している。

図2　小峰工場表面実装ライン構成
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図 3　小峰工場実装ラインのネットワーク構成
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5. 構成機種の概要

以下に，特徴的な構成機種の概要を示す。

（1）マガジン式基板ローダ／アンローダ

基板幅250 mm以下のMサイズと，250 mmを超え

390 mmまでのLサイズの2種類のマガジンラックに

対応しており，スペース効率と作業性を向上させた。

また，重量物の大型マガジンラック使用時は，搬送台

車連結により，安全搬送が可能となっている（図4）。

制御には当社製プログラマブルコントローラFA-M3

を使用し，基板幅の自動調整やマガジンラックのサ

イズ別バーコードラベルの読み取りなどのインテリ

ジェント機能を実現している。

（2）クリームはんだ印刷装置

鉛フリーはんだ対応のため，印刷スキージの交換が

容易であり，密閉型スキージ取り付けにも対応して

いる。Lサイズ基板1枚当たりの印刷サイクルタイム

は，約20秒と高速である。

後工程に基板幅情報を出力し，後工程のコンベアは，

基板幅を自動的に調整している。

（3）クリームはんだ印刷検査装置

実装不良原因の50％以上と言われるはんだ印刷不良

の後工程流出を防止するため，印刷後の全数検査を

実施している。検査データベースの共用により，ライ

ン相互で同等の検査品質を確保している。

検査データは，CAD のガーバーデータと部品座標

データを取り込んで，短時間に作成できる。

検査品質は，自動集計すると共にオンライン監視も

可能である。

（4）モジュール型実装機

基板に貼られたバーコードラベルを読み取り，自動

幅切り替えと自動機種切り替えを行う。

バーコードリーダ（BCR）を部品面とはんだ面の両面

に設置し，部品搭載面（表裏）を自動で検出する。先頭

で読み込まれた実装情報は下流の実装機に渡され，

終端の実装機においては，リフロー炉へ温度プロ

ファイルや基板幅の情報を供給する（図5）。

0603サイズのチップ部品から□45 mmQFP，BGAま

で搭載できる同一マシンを4台シリーズに連結するこ

とにより，最適レイアウトで最速スループットを実

現し，スキルレスオペレーションに対応できるよう

にした。フィーダ部品は台車（図6），トレイ部品はオ

カモチ，スティック部品はマルチスティックフィー

ダによる一括段取り替えが可能である。部品のセッ

ト作業は，外段取りステーションを用意し，ライン本

体を停止させることなく行うことができる。

図4　アンローダと連結搬送台車

図7　大型基板（390（W）×500（L）×3.2（T）mm）の温度プロファイル図5　部品搭載面（表裏）判別

図6　段替え台車

 140-160 200℃以上 ピーク 
STOPリード 73 s 41 s 217℃ 
STOPボディ 75 s 41 s 220℃ 
コネクタリード 75 s 44 s 219℃ 
キバン表面 74 s 45 s 222℃ 
 

 140-160 200℃以上 ピーク 
STOPリード 73 s 41 s 217℃ 
STOPボディ 75 s 41 s 220℃ 
コネクタリード 75 s 44 s 219℃ 
キバン表面 74 s 45 s 222℃ 
 

183℃ 

222℃ 
217℃ 

200℃ 

220℃ 

183℃ 

222℃ 
217℃ 

200℃ 

220℃ 

コネクタリード 青 コネクタリード 青 コネクタリード 青 

STOPSTOPリード 緑 

STOPSTOPボディ 茶 

キバン表面表面 黒 

STOPリード 緑 

STOPボディ 茶 

キバン表面 黒 

時間 

温度 

時間 

温度 

ピーク温度での各測定部の 
温度ばらつきは最大５℃ 

プリヒート部で各測定部の 
温度ばらつきが収束している 



横河グループの最新表面実装ライン

18横河技報　Vol.50 No.2 (2006)

図8　はんだ付け外観検査装置
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部品の誤セット防止のため，インテリジェント

フィーダとパレットバーコードを採用した。リール

部品とフィーダ，トレイ部品とパレットをそれぞれ

の関連付けをデータベース上で行い，台車やオカモ

チのセット時に部品と配置を自動でチェックし，間

違っていたら警告を出し，部品の誤セットを防止し

ている。また，部品残量（5％程度）をチェックし，部

品切れで停止する前に部品番号や棚などの情報を予

告として表示し，部品の事前準備を可能とした。

トレーサビリティ機能として，実装機の全搭載情報

履歴（どの基板で，どの部品が，どのノズルで，どん

なエラーがあったかなど）をリアルタイムで収集して

いる。その履歴データは，日付や基板などをキーに

ネットワーク上のパソコンでいつでも見ることがで

き，即日の品質改善や基板面毎の生産履歴（どの基板

がいつ実装されたか，いつ部品を交換したかなど）の

検索を可能としている。

（5）N2リフロー炉

12ゾーン＋水冷式冷却ゾーンを装備し，熱容量の小さ

い基板から熱容量の大きい板厚4.5 mmの大型基板ま

で対応している。また，大型基板では，リフロー時の

基板の反りを防止するための自動反り防止バーユニッ

トを装備している。参考として，大型基板での温度プ

ロファイルの例を，図7に示す。

上流のマウンタから機種情報を

受け取り，自動で温度プロファ

イルを設定している。

また，温度プロファイル切り替

え時のタイムロスを無くすた

め，温度の変更ではなく，基板

搬送速度の変更と高性能の熱風

方式を採用し，短時間での温度

プロファイル変更を可能として

いる。

（6） はんだ付け外観検査装置

1005 サイズのチップ部品の浮

き上り検査が可能で，5000部品

を3分程度で検査できる能力がある（図8）。

K1～K3の3ラインの実装検査を1台で行うことがで

きる。

本装置で検出された不適合部品の例を，図9に示す。

検査プログラムは基板毎ではなく，実装機と同様に，

部品形状ライブラリによる検査プログラムの作成方

式を採用しており，機種展開が容易であり，急な基板

の改訂にも短時間での対応を可能にしている。

はんだ付け外観検査は必ず虚報（過剰判定）が発生す

るが，専用の修正端末（リワークステーション）を用

意することにより，虚報の再検査をスピーディに行

え，かつ装置と人間の2つの判定履歴を残すことによ

り，検査の精度を高めている。

6. お わ り に

近年の実装ラインは単なる機械同士の連結だけではな

く，その全体が情報系を含めて有機的に繋がった一つの

システムとして成り立っている。横河グループが表面実

装を開始したのは1987年であるが，その当時と比較する

と，パソコンなどに代表される制御技術のハード／ソフ

トの進化により，全く別の生産システムへと変貌を遂げ

てきている。IT化によりスキルレスオペレーションを可

能とする一方，ラインの管理者はハード系からソフト系

までの幅広い知識と技術が必要になっており，製造現場

ではシステムエンジニア育成の必要性

が高まっている。

さらに，アプリケーションエラーや

サーバのダウンなどの制御システム系

の障害が発生した場合の備えなど，今

後はシステムのリスク管理や予防保全

への取り組みが急務となっている。

* ‘CADVANCE’，‘YEOS’は，横河電機（株）

   の登録商標です。
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図 9　不適合部品の事例


