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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体を載置する昇降可能な載置台と、この載置台を所定の角度範囲内で回転させる
載置台回転駆動機構と、を備え、上記載置台を垂直に上昇させて上記載置台を上記載置台
回転駆動機構によって回転させる載置装置において、上記載置台回転駆動機構は、上記載
置台の接線方向に延びる駆動軸と、この駆動軸を介して上記接線方向へ移動する移動体と
、この移動体に垂直に設けられた軸に回転自在に取り付けられた第１のカムフォロアと、
この第１のカムフォロアと直交する方向から接触するように上記載置台の外周面から水平
に延びる軸に回転自在に取り付けられた第２のカムフォロアと、上記第１のカムフォロア
と上記第２のカムフォロアとが弾接するように上記載置台と上記移動体とを連結するスプ
リングと、を備え、上記載置台が昇降する時には、上記第１のカムフォロアが上記第２の
カムフォロアのカムとして働き、上記載置台が回転する時には、上記第２のカムフォロア
が上記第１のカムフォロアのカムとして働くように構成されていることを特徴とする載置
装置。
【請求項２】
　上記載置台回転駆動機構は、上記駆動軸を回転させる回転駆動機構を有することを特徴
とする請求項１に記載の載置装置。
【請求項３】
　上記載置台回転駆動機構は、上記移動体を上記接線方向へ移動案内する直進ガイド機構
を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の載置装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検査体を載置する載置台を有する載置装置に関し、更に詳しくは、載置台
を所定の角度範囲内で回転させる載置台回転駆動機構を簡素化することができる載置装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば図４は従来の載置装置を備えた検査装置の一例を示す図である。この検査装置は
、検査室の内部に配置され且つ被検査体（例えば、半導体ウエハ）Ｗを昇降可能に載置す
る載置装置１と、載置装置１をＸ、Ｙ方向へ移動させるＸＹステージ２と、ＸＹステージ
２の上方に配置されたプローブカード３と、プローブカード３の複数のプローブ３Ａと載
置装置１上の半導体ウエハＷとのアライメントを行うアライメント機構４と、を備え、ア
ライメント後の半導体ウエハＷと複数のプローブ３Ａとを電気的に接触させて半導体ウエ
ハＷの電気的特性検査を行う。尚、アライメント機構４は、従来公知のように、載置装置
１に付設された下カメラ４Ａと、プローブカード３の真下まで移動可能な上カメラ４Ｂと
、を有している。
【０００３】
　載置装置１は、例えば図５に示すように、半導体ウエハＷを載置する載置台１Ａと、載
置台１Ａを昇降させる昇降駆動機構（図示せず）と、載置台１Ａを周方向（以下、「θ方
向」と称す。）へ所定の角度範囲内で回転させる載置台回転駆動機構（以下、「θ方向駆
動機構」と称す。）１Ｂと、を備えている。昇降駆動機構は、半導体ウエハＷの受け渡し
や検査を行う際に載置台１Ａを昇降させる。θ方向駆動機構１Ｂは、例えば空気圧によっ
て一時的に浮上する載置台１Ａを所定の角度範囲内でθ方向へ回転させて半導体ウエハＷ
と複数のプローブ３Ａとのアライメントを行う。
【０００４】
　θ方向駆動機構１Ｂについて図５を参照しながら更に説明する。θ方向駆動機構１Ｂは
、同図に示すように、載置台１Ａの近傍に配置されたモータ１Ｃと、モータ１Ｃから載置
台１Ａの接線方向に延びるボールネジ１Ｄと、ボールネジ１Ｄに装着された移動体１Ｅと
、載置台１Ａの周面から水平に張り出す張り出し部材１Ｆと、移動体１Ｅと張り出し部材
１Ｆとを連結するリンク１Ｇと、移動体１Ｅの下方に配置され且つ移動体１Ｅを直進させ
る直進ガイド機構１Ｈと、を備えている。リンク１Ｇの一端部は、例えば移動体１Ｅの軸
に対してベアリング軸受けを介して軸支され、リンク１Ｇの他端部は張り出し部材１Ｆの
軸に対してリニアブッシュを介して軸支されている。また、張り出し部材１Ｆの軸がスプ
ライン軸になっていることもある。尚、１Ｉはエンコーダである。
【０００５】
　半導体ウエハＷと複数のプローブ３Ａとのアライメントを行う時にθ方向駆動機構１Ｂ
が駆動すると、移動体１Ｅがボールネジ１Ｄに従って直進し、リンク１Ｇを介して移動体
１Ｅの直線運動が載置台１Ａの回転運動に変換されると共に載置台１Ａがリニアブッシュ
を介して上昇する。載置台１Ａが所定角度だけ回転して半導体ウエハＷと複数のプローブ
３Ａとのアライメントが終了すると、モータ１Ｃが停止し、載置台１Ａがその位置でリニ
アブッシュ（またはスプライン軸）に従って下降し、静止する。尚、載置台１Ａが空気圧
によって昇降する技術については特許文献１、２に記載されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平０７－３０７３６８
【特許文献２】特開平１１－２８８９８５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来のθ方向駆動機構１Ｂは、図５の（ａ）、（ｂ）に示すように、移
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動体１Ｄの直線運動を載置台１Ａの回転運動に変換するリンク機構によって構成されてい
るため、リンク機構を厳密に設計しなくてはならず、リンク機構の組み付けにも手間がか
かりコスト高になる上に、載置台１Ａの昇降機構として高価なリニアブッシュ（またはス
プライン軸）を使用しているため、益々コスト高になっていた。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、被処理体を載置する載置台をθ
方向へ回転させるθ方向駆動機構（載置台回転駆動機構）を簡素化してコストを削減する
ことができる載置装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の請求項１に記載の載置装置は、被処理体を載置する昇降可能な載置台と、この
載置台を所定の角度範囲内で回転させる載置台回転駆動機構と、を備え、上記載置台を垂
直に上昇させて上記載置台を上記載置台回転駆動機構によって回転させる載置装置におい
て、上記載置台回転駆動機構は、上記載置台の接線方向に延びる駆動軸と、この駆動軸を
介して上記接線方向へ移動する移動体と、この移動体に垂直に設けられた軸に回転自在に
取り付けられた第１のカムフォロアと、この第１のカムフォロアと直交する方向から接触
するように上記載置台の外周面から水平に延びる軸に回転自在に取り付けられた第２のカ
ムフォロアと、上記第１のカムフォロアと上記第２のカムフォロアとが弾接するように上
記載置台と上記移動体とを連結するスプリングと、を備え、上記載置台が昇降する時には
、上記第１のカムフォロアが上記第２のカムフォロアのカムとして働き、上記載置台が回
転する時には、上記第２のカムフォロアが上記第１のカムフォロアのカムとして働くよう
に構成されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　また、本発明の請求項２に記載の載置装置は、請求項１に記載の発明において、上記載
置台回転駆動機構は、上記駆動軸を回転させる回転駆動機構を有することを特徴とするも
のである。
【００１１】
　また、本発明の請求項３に記載の載置装置は、請求項１または請求項２に記載の発明に
おいて、上記載置台回転駆動機構は、上記移動体を上記接線方向へ移動案内する直進ガイ
ド機構を有することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、被処理体を載置する載置台を上昇させながらθ方向へ回転させる載置
台回転駆動機構を簡素化してコストを削減することができる載置装置を提供することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図１～図３に示す実施形態に基づいて本発明を説明する。尚、各図中、図１は本
発明の載置装置の一実施形態の要部を示す斜視図、図２は図１に示す載置装置の平面図、
図３は図１に示す載置装置の正面図である。
【００１５】
　本実施形態の載置装置１０は、例えば図１、図２に示すように、被検査体（例えば、半
導体ウエハ）（図示せず）を載置する昇降可能な載置台１１と、この載置台１１を所定の
角度範囲内で周方向（以下、「θ方向」と称する。）へ回転させる載置台回転駆動機構（
θ方向駆動機構）１２と、を備え、θ方向駆動機構１２以外は従来の載置装置に準じて構
成されている。そこで、以下ではθ方向駆動機構１２を中心に説明する。
 
【００１６】
　θ方向駆動機構１２は、図１、図２に示すように、載置台１１の近傍に配置されたエン
コーダが付設された回転駆動機機構（例えば、モータ）１２１と、モータ１２１に一端が
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連結されて載置台１１の接線方向に延びる駆動軸（例えば、ボールネジ）１２２と、この
ボールネジ１２２を介して載置台１１の接線方向へ移動する移動体１２３と、この移動体
１２３の上面に垂直に取り付けられ第１の軸１２４Ａ（図２参照）を中心に回転する第１
のカムフォロア１２４と、この第１のカムフォロア１２４と接触するように載置台１１の
外周面から水平に延びる第２の軸１２５Ａ（図２参照）を中心に回転する第２のカムフォ
ロア１２５と、第１のカムフォロア１２４と第２のカムフォロア１２５とが弾接するよう
に載置台１１と移動体１２３とを連結する弾性部材（例えば、コイルスプリング）１２６
と、を備えている。
【００１７】
　ボールネジ１２２は、図１に示すように、その一端部が軸受け１２２Ａによって回転自
在に軸支されている。このボールネジ１２２には移動体１２３が螺合している。この移動
体１２３は、エンコーダの制御下でモータ１２１の回転によりボールネジ１２２に従って
移動するようになっている。
【００１８】
　また、図１、図２に示すように移動体１２３の上面には、その上面からモータ１２１側
へ延びる支持部材１２３Ａが固定されている。この支持部材１２３Ａの延長端部には第１
の軸１２４Ａが立設され、この第１の軸１２４Ａに第１のカムフォロア１２４が回転自在
に装着されている。また、載置台１１の外周面には第１の取り付け部材１２７が周方向に
沿って固定されている。この第１の取り付け部材１２７には載置台１１の外周面から水平
に延びる第２の軸１２５Ａが固定され、この第２の軸１２５Ａに第２のカムフォロア１２
５が回転自在に装着されている。
【００１９】
　第１の取り付け部材１２７の第２のカムフォロア１２５の近傍には水平なブラケット部
１２７Ａが形成され、このブラケット部１２７Ａの孔にコイルスプリング１２６の一端が
連結されている。また、支持部材１２３Ａの基端部には第３の軸１２６Ａが立設され、第
３の軸１２６Ａにコイルスプリング１２６の他端が連結されている。このコイルスプリン
グ１２６が第１のカムフォロア１２４と第２のカムフォロア１２５とを弾接させている。
 
【００２０】
　また、移動体１２３は、図２、図３に示すように直進ガイド機構１２８によってボール
ネジ１２２に従って直進するように構成されている。この直進ガイド機構１２８は、載置
台１１のやや下方に配置されたリニアガイド１２８Ａと、リニアガイド１２８Ａと係合す
る係合体１２８Ｂと、を有している。リニアガイド１２８Ａは、載置台１１の下方に固定
された第２の取り付け部材１２９にボールネジ１２２と平行させて取り付けられ、係合体
１２８Ｂは移動体１２３の側面に固定されている。
【００２１】
　従って、モータ１２１によってボールネジ１２２が回転し、移動体１２３が直進ガイド
機構１２８を介してボールネジ１２２に従って直進すると、コイルスプリング１２６を介
して第１、第２のカムフォロア１２４、１２５が弾接した状態で載置台１１が回転する。
この際、載置台１１が空気圧によって垂直方向に上昇するが、本実施形態では第１、第２
のカムフォロア１２４、１２５が弾接しているため、第２のカムフォロワ１２５が第１の
カムフォロア１２４に案内されながら載置台１１が垂直に上昇することができる。
【００２２】
　次に、動作について説明する。載置台１１上の半導体ウエハを載置し、プローブカード
の複数のプローブとのアライメントを行う時には、載置装置１０がＸＹステージを介して
Ｘ、Ｙ方向に移動し、アライメント機構によってＸ、Ｙ方向のアライメントをした後、θ
方向駆動機構１２が駆動するとモータ１２１によってボールネジ１２２が回転する。これ
によって移動体１２３は、直進ガイド機構１２８を介してボールネジ１２２に従って直進
すると共に、第１のカムフォロア１２４と第２のカムフォロア１２５とをコイルスプリン
グ１２６を介して弾接させながら載置台１１を回転させる。この時、第２のカムフォロア
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１２５が第１のカムフォロア１２４に従って僅かな寸法だけ上昇し、これによって載置台
１１が垂直に上昇する。
点を算出する工程と、を有することを特徴とするものである。
【００２３】
　載置台１１が所定の角度だけ上昇しながら回転して、複数のプローブと半導体ウエハと
のアライメントが終了すると、モータ１２１が停止し、その位置から第２のカムフォロア
１２５が第１のカムフォロア１２４に弾接しながら下降すると共に載置台１１が垂直に下
降して静止する。従って、本実施形態では、コイルスプリング１２６によって移動体１２
３の直線運動を載置台１１の回転運動に変換することができる。また、載置台１１は、第
１、第２のカムフォロアア１２４、１２５を介して垂直に昇降することができる。
【００２４】
　以上説明したように本実施形態の載置装置１０によれば、θ方向駆動機構１２は、モー
タ１２１と、モータ１２１から載置台１１の接線方向に延びるボールネジ１２２と、この
ボールネジ１２２を介して接線方向へ移動する移動体１２３と、この移動体１２３に対し
て垂直に取り付けられた第１のカムフォロア１２４と、この第１のカムフォロア１２４と
接触可能に載置台１１の外周面から水平に延びる第２のカムフォロア１２５と、第１のカ
ムフォロア１２４と第２のカムフォロア１２５とが弾接するように載置台１１と移動体１
２３とを連結するコイルスプリング１２６と、を備えているため、従来のリンク機構に代
えて、コイルスプリング１２６という低コストで簡単な部材を用いて移動体１２３の直進
運動を載置台１１の回転運動に変換することができ、また、低コストの第１、第２のカム
フォロア１２４、１２５を用いて載置台１１を昇降させることができる。従って、本実施
形態ではθ方向駆動機構１２を簡素化し、低コストでθ方向駆動機構１２を構築すること
ができる。
【００２５】
　また、本実施形態によれば、θ方向駆動機構１２は、移動体１２３を載置台１１の接線
方向へ移動案内する直進ガイド機構１２８を有するため、移動体１２３をボールネジ１２
２に従って正確に直進させることができる。
【００２６】
　尚、本発明は、上記実施形態に何等制限されるものではなく、必要に応じて適宜設計変
更することができる。上記実施形態では、第１、第２のカムフォロアを弾接させる弾性部
材としてコイルスプリングを用いているが、コイルスプリング以外のスプリングを用いて
も良い。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明は、例えば検査装置の載置装置に好適に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の載置装置の一実施形態の要部を示す斜視図である。
【図２】図１に示す載置装置の平面図である
【図３】図１に示す載置装置の正面図である。
【図４】従来の載置装置が適用された検査装置の内部を示す正面図である。
【図５】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ図４に示す載置装置の要部を示す図で、（ａ）はその
平面図、（ｂ）はその側面図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　　載置装置
　１１　　載置台
　１２　　θ方向駆動機構（載置台回転駆動機構）
１２１　　モータ（回転駆動機構）
１２２　　ボールネジ（駆動軸）
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１２３　　移動体
１２４　　第1のカムフォロア
１２５　　第２のカムフォロア
１２６　　コイルスプリング（弾性部材）
１２８　　直進ガイド機構

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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