Spectrum™ II S2-900シリーズ
大量生産・大量組立を実現するスケーラブルなソリューション
特長と利点



ノードソンアシムテックの30年以上にわたる全自動精密ディスペ
ンシング技術とジェッティング技術を活用しています。



”スケーラブル”な設計により、現在のニーズにとどまらず次世
代のニーズにも対応し、投資回収率を最大限に引き出します。



Spectrum IIシリーズはノードソンアシムテックのマーケットリー
ダーとしての地位を持続しています。
o 高精度のX-Y-Zモーションシステム
o ドットとラインのシステム全体でのウェットディスペンス精度
向上
o ディスペンス重量制御のためのクローズド・ループプロセス
制御の特許技術
o 生産性向上のためのX、Y、Zデュアルバルブ同時ディスペ
ンスオプション
o オン/オフ軸ビジョンシステム統合オプション
o 最大6ステーション用の基板加熱統合オプション
o プログラム制御による2軸チルトオプション

“スケーラブル”なSpectrum II シリーズは、アンダーフィ

Spectrum IIで改善されたデジタル画像認識システムで

ル、キャビティ・フィル、ダイ・アタッチ、エンキャッププロ

は、高輝度LED（赤・緑・青/RGB）のコントロールにより、

セスなどの高度なディスペンシング・プロセスの量産に

画像のコントラストや検出機能がさらに改善され、困難

適した拡張性の高いディスペンサーです。

なアプリケーションにおいても高い精度と一貫したパ
ターン認識が実現します。

スケーラビリティ： フレキシブルで拡張性の高いシステ
ム構成を誇り、装置のコンベアレーンの本数選択が可

ジェット・ディスペンス技術： 特許取得済みの非接触式

能（1レーンもしくは2レーン）です。2レーン構成の場合、

ジェット・ディスペンス技術には、従来のニードル式ディ

基板加熱ヒーターを最大で6台利用できます。プロセス

スペンスに比べて多くの利点があります。NexJet®バルブ

の変更が必要になった場合も、プラットフォームを容易

は、特許取得済みの高速メカニズムによって、ドット、ラ

にアップグレード可能です。

イン、パターンで、正確な量の液剤を最高750mg/秒、3
00ドット/秒のフロー・レートで高速吐出します。

幅600mm（プリ/ポスト基板加熱ヒーターオプションを除
く）というコンパクトなサイズで、フロア・スペースを最大

価値： ノードソンアシムテックの総合的なプロセス・ソ

限有効に活用することができます。

リューションは、革新性が高く評価されており、最大限の
投資回収とコスト・オブ・オーナーシップの低減をお約

高度なプロセス制御： Spectrum IIはプロセスのばらつ

束します。初期のプロセス開発から本格的な大量生産

きを軽減し、歩留まりを向上させて、コストを低減しま

まで、世界各地に広がる経験豊富な技術者、アプリケー

す。温度や液圧、空気圧をソフトウェアで管理することに

ション開発者、テクニカル・サービス担当者のネットワー

より、クローズド・ループ制御が実現し、オペレーターに

クがお客様をサポートします。

よる調整が不要になります。プロセス補正ジェッティング
（CPJ）は、液体の重量を長時間にわたる生産中に自動
で計測・補正し、繰り返し精度を保持します。コントロー
ル・プロセス・ヒート（CpH™）により、レシピ制御された熱
管理が可能となり、熱効率をさらに高めることができま
す。
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Spectrum™ II S2-920シリーズの機能
：高輝度RGB照明を搭載したデジタル
画像認識システム

マニュアルもしくはプログラ
ミング機能による液圧とバ
ルブ圧制御

非接触レーザー式高さセンサーもしくは
接触式タクタイル高さセンサー

フィデューシャル・オン・
ザ・フライ™ソフトウェアに
よる高速基準点認識

自動チルトジェッティング機能もしくは自
動デュアルバルブ同時制御機構（ADS）
（オプション）

シングルレーンもしくは
デュアルレーン構成
プリ/ポストワーク加熱
ステーション（オプション）

重量電子天秤を搭載したキャリブレー
テッド・プロセスジェッティング（CPJ）
特許技術

追加オプションの機能および構成
CpH™－コントロール・プロセス・ヒート機構
デュアル・アクションディスペンシング（2つのアプリケー
ターを独立制御）
自動供給機構と液面センサー付き外部大容量供給リ
ザーバー: 600cc（20oz）
プロセス開発用ホットプレート（バッチ処理）
液面低下センサー：磁気方式または容方式
クリーンルーム仕様

Monocle ビジョンパッケージ™－コントラスト機能、広視野
およびビジョン解像度を向上
SECS / GEMインタフェース
ワークハンドリング：MH-900シリーズローダー/アンロー
ダー（フィルムフレームウェーハ、ベアウェーハ、他）
揮発性有機化合物ディスペンシング対応の排気イン
ターロック機構（例；フラックスまたはプライマー）

Spectrum™ II S2-920 仕様
モーション・システム
Z軸繰り返し精度:
X-Y繰り返し精度:
X-Y加速度:
X-Y速度:

設置条件
±5µm, 3σ
±15µm, 3σ
1Gピーク
1m/sec ピーク（40in./sec）

ウェット・ディスペンス精度と繰り返し精度
シングル・アプリケーター:
Cp ≥ 1.0:
±35µm
Cpk ≥ 1.0(1):
±40µm
Z軸高さパフォーマンス
Z-Gap繰り返し精度(2):
最小Z軸高さ:

±15µm, 3σ
50µm

ディスペンス・エリア（X-Y）
339×410mm
コンベア
最小ボード/キャリア奥行(3): 34mm
最大ボード/キャリア厚:
12mm
最大ボード/キャリア長:
1ステーション:340mm
3ステーション:320mm
最小ボード/キャリア長:
25mm
最大ボード/キャリア奥行: シングルレーン:535mm
デュアルレーン:228mm
（構成により異なります）
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設置面積:

加熱ステーション1個装備:幅600mm×
奥行1321mm
加熱ステーション2個装備:850×1321mm
加熱ステーション3個装備:1100×1321mm

エア供給:

エア供給2系統:
接触型ツーリング用に3CFM @ 100psi、
他のシステム制御用に1CFM @ 100psi (1
00psi = 689kPa、6.8atm)

電源（メイン）: AC200～240V、47～63Hz 単相、30A
排気:

下降もしくは上昇排気

装置重量: 377～422kg(830-930 lbs.)
(1) ウェット・ディスペンスCpkは、ノードソンアシムテックの標準封止
テスト方式に則してテストされています。
(2) Z軸高さ繰り返し精度は、ノードソンアシムテックの標準白色セラ
ミックでテストされています。ただし、その他の基板での性能は異
なる場合があります。
(3) 小型のボード/キャリアについては、アシムテック担当へお問い
合わせください。
(4) システムの重量は構成により異なり

Spectrum™ II S2-900 シリーズ寸法

単位：ミリメートル
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cs.europe@asymtek.com
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韓国
ソウル
+82.31.765.8337
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+65.6796.9514
info@nordsonasymtek.com
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1187
1321

側面図（mm）

3ページ

ノードソン・アドバンスト・テクノロジー株式会社
〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号TOC有明ビルウエストタワー17階
電話：03-3599-5920・ファックス：03-3599-5921
メール：info-jp@nordsonasymtek.com
URL: www.nordsonasymtek.com

