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(57)【要約】
　基板が大型化しても車両により輸送と、輸送先での組
立てが容易にでき、かつ、輸送費の低減を図る。基板の
搬送方向に対して直交する検査ラインを検査する検査ヘ
ッドと、この検査ヘッドを支持するガントリーおよび基
板を一定の高さに浮上させる検査用浮上ステージ部を検
査ベースに一体に組み込んだ検査ユニットと、ガントリ
ーの脚部と検査用浮上ステージ部との間の検査ベースに
着脱可能に組み付けられ、基板を搬送する搬送路の一側
縁に沿うように検査ユニットに対してＴ字状に配置され
、基板を保持して搬送方向に移動させる搬送ユニットと
を備え、車両による輸送の際に、搬送ユニットと検査ユ
ニットをユニット単位に分解して輸送可能にした基板検
査装置を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の搬送方向に対して直交する検査ラインを検査する検査ヘッドと、この検査ヘッド
を支持するガントリーと、前記基板を一定の高さに浮上させる検査用浮上ステージ部とを
検査ベースに一体に組み込んだ検査ユニットと、
　前記ガントリーの脚部と前記検査用浮上ステージ部との間の前記検査ベースに着脱可能
に組み付けられ、前記基板を搬送する搬送路の一側縁に沿うように前記検査ユニットに対
してＴ字状に配置され、前記基板を保持して前記搬送方向に移動させる搬送ユニットとを
備え、
　車両による輸送の際に、前記搬送ユニットと前記検査ユニットをユニット単位に分解し
て輸送可能にしたことを特徴とする基板検査装置。
【請求項２】
　前記検査ユニットは、前記ガントリーの脚部と前記検査用浮上ステージ部との間の前記
検査ベース上に前記搬送ユニットを前記検査用ステージ部に対して水平に取り付ける基準
面と、前記検査ヘッドの検査ラインに対して直角に取り付ける基準面とを有する当付け部
材を設けたことを特徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項３】
　前記検査用浮上ステージ部は、前記検査ヘッドの検査ラインに対して前記基板を検査に
支障のない平坦度に浮上支持できる幅寸法の検査領域を有することを特徴とする請求項１
に記載の基板検査装置。
【請求項４】
　前記検査用浮上ステージ部は、空気の排出と吸引を同時に行なって、前記基板を一定の
高さに精度良く平坦に浮上させることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の基
板検査装置。
【請求項５】
　前記検査ユニットは、前記検査用浮上ステージ部の搬送方向の少なくとも一方側に前記
基板を水平に支える延長浮上ステージユニットまたは延長ローラステージユニットを着脱
可能に組み付け、前記輸送の際に前記検査ユニットから分解して輸送可能にしたことを特
徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項６】
　前記延長浮上ステージ部は、細長い浮上ユニットを基板の搬送方向に直交する方向に間
隔をあけて配列したことを特徴とする請求項５に記載の基板検査装置。
【請求項７】
　前記検査ユニットは、前記検査用浮上ステージ部の搬送方向の少なくとも一方側に前記
基板を浮上させて水平に支える延長浮上ステージユニットを着脱可能に組み付け、前記検
査用浮上ステージ部と延長浮上ステージユニットとの接合部分に搬送面の段差を乗り越え
るためのローラを設けたことを特徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項８】
　前記搬送面の段差を乗り越えるためのローラは、前記検査用浮上ステージ部の搬送方向
の両側に沿うように前記検査ベース上に設けられることを特徴とする請求項７に記載の基
板検査装置。
【請求項９】
　前記搬送ユニットは、長尺の搬送ベースと、この搬送ベースの上面に敷設されたガイド
レールを備えた直線移動機構と、この直線移動機構により前記ガイドレールに沿って移動
するスライダと、このスライダに設けられ前記基板を着脱する着脱機構とを備えたことを
特徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項１０】
　前記搬送ユニットは、前記搬送ベースの下面に旋回自在な運搬用ベアリングを設けたこ
とを特徴とする請求項９に記載の基板検査装置。
【請求項１１】
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　前記搬送ベースは、複数の角鋼管を重ね合わせ、最下位の角鋼管を密封構造のエアタン
クに構成し、その下面に多数の空気を排出させるエア排出孔を形成してエアベアリングに
構成したことを特徴とする請求項９に記載の基板検査装置。
【請求項１２】
　基板を検査する検査ヘッドと、該検査ヘッドを支持して水平一方向に移動させるヘッド
搬送機構と、空気を吐出する多数の空気吐出孔を有し、検査ヘッドの光軸上に配置される
基板を浮上させた状態に支持する水平な浮上ステージ部とを備える検査ユニットと、
　該検査ユニットに組み付けられ、前記ヘッド搬送機構による検査ヘッドの移動方向に直
交する方向に前記浮上ステージ部を延長し、基板を浮上させた状態に支持する延長浮上ス
テージユニットと、
　前記検査ユニットに組み付けられ、前記浮上ステージ部および前記延長浮上ステージユ
ニットの一端側に、前記ヘッド搬送機構による検査ヘッドの移動方向に直交する搬送方向
に沿って配置され、前記浮上ステージ部および前記延長浮上ステージユニットにより浮上
された基板を把持して搬送方向に移動させる搬送ユニットとを備える基板検査装置。
【請求項１３】
　前記延長浮上ステージユニットが、前記検査ユニットを挟んで前記搬送ユニットによる
基板の搬送方向の両側に組み付けられている請求項１２に記載の基板検査装置。
【請求項１４】
　前記搬送ユニットが、ベースと、該ベースに固定されるレールと、該レールに沿って直
進移動させられるスライダと、該スライダに取り付けられ前記基板を把持する着脱機構と
、前記スライダを移動させる駆動機構とを備え、前記延長浮上ステージユニットが、前記
搬送ユニットのベースに組み付けられている請求項１２または請求項１３に記載の基板検
査装置。
【請求項１５】
　前記延長浮上ステージユニットが、基板の搬送方向に直交する方向に間隔をあけて配置
される複数の浮上ユニットを備える請求項１２に記載の基板検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス基板のようなシート状の基板を検査する基板検査装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フォト・リソグラフィ・プロセスラインで製造されるフラットパネルディスプレ
イ（ＦＰＤ）用の大型ガラス基板を対象にした基板検査装置としては、浮上ステージ上に
ガラス基板をエア浮上させた状態で、ガラス基板を搬送方向に搬送し、浮上ステージを跨
いで設けられたガントリーに取り付けられた検査ヘッドによりガラス基板表面の欠陥を検
査するものが知られている。この種の基板検査装置では、強固な検査用ベースの上に、ガ
ラス基板を浮上させる浮上ステージと、浮上したガラス基板を保持して搬送方向に強制的
に搬送する基板搬送機構と、検査ヘッドを搬送方向と直交する方向に移動可能に設けた門
型のガントリーが一体に組み込まれている。検査用ベースは、大型ガラス基板の２枚分と
同等の大きさの花崗岩や、鉄鋼フレームを細長い矩形枠に溶接した構造となっている。
【０００３】
　近年では、ＦＰＤ用のガラス基板（マザーガラス）が大型化し、２．５ｍ、３ｍを超え
る基板が出現している。ガラス基板の幅サイズが２ｍを超えた時点で、ガントリーを一体
に組み込んだ検査装置の幅寸法は、ガラス基板の幅サイズ２ｍにガントリーを取り付ける
スペースを含めると２．５ｍを超えてしまう。許可無く通行できる車両の車幅は、道路法
等の法律で２．５ｍと規制されている。このため、幅が２．５ｍを超える検査装置を輸送
する際には、特殊車両を手配して通行許可を得て、その通行許可を得た通行時間、通行経
路でなければ輸送できなくなるため、自由に輸送することができないという問題と、輸送
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費が大幅にアップするという問題が生ずる。
【０００４】
　このように、ガラス基板の大型化に伴い基板検査装置が大型化すると、ＦＰＤ製造工場
に輸送する特殊車両や、工場内に搬入するための特殊な搬送装置が必要になる。３ｍサイ
ズのガラス基板を検査する基板検査装置は、浮上ステージを跨ぐようにガントリーが取り
付けられるために、その幅寸法は４ｍを超えてしまい、特殊なトラックでも輸送ができな
くなるという新たな問題が生じている。
【０００５】
　このような問題を解決する基板検査装置として、例えば、特許文献１に開示されている
ものがある。
　この基板検査装置は、検査すべきガラス基板のサイズを大きくすると、ガラス基板を精
度良く平坦な水平状態に支持するための花崗岩ベースプレートが大型化、大重量化し、搬
送の不便やコスト上昇の問題があるため、花崗岩ベースプレートを可能な限り小さくした
構造を備えている。また、この基板検査装置は、３つ鉄鋼フレームと、花崗岩ベースを備
えるガントリー・サブアセンブリと、真空コンタクトを備える２つのＹ軸リニアサーボモ
ータ・アセンブリと、２つのエアテーブルに分割し、搬入先のＦＰＤ製造工場に輸送され
、現地の据付場所で組み立てられるようになっている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－６２８１９号公報
【発明の開示】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示されている基板検査装置は、花崗岩のベースプレート
上に真空ノズルを組み込んだ吸着パッドアレイやエアチャックを搭載し、ガラス基板の搬
送中は加圧空気によりガラス基板を浮上させ、検査中は真空気体により固定されるため、
検査のたびにガラス基板を吸着・浮上させる動作を繰り返さなければならず検査時間を短
縮することが困難になる。更に、２つのＹ軸リニアサーボモータ・アセンブリがガントリ
ー・サブアセンブリを挟んで配置されるため、検査途中でガラス基板を受け渡す際にガラ
ス基板がずれたり、ガラス基板の先端部と後端部で吸着保持するために、この吸着保持部
を中心にしてガラス基板が回転するおそれがある。特に、ガラス基板を押す方向に搬送す
る際に、ガラス基板の重心が移動しやすくなり、ガラス基板の搬送姿勢が不安定になる。
【０００８】
　また、ガントリー・サブアセンブリを中央鉄鋼フレームから分割し、更に上部鉄鋼フレ
ームと下部鉄鋼フレームから２つのＹ軸リニアサーボモータ・アセンブリを分割して現地
で組み立てるため、ガントリー・サブアセンブリの基準軸（Ｘ軸）に対して２つのＹ軸リ
ニアサーボモータ・アセンブリの基準軸（Ｙ軸）を直角にあわせることが困難になる。す
なわち、３つに分割された鉄鋼フレームを溶接で一体化する際に、ガントリー・サブアセ
ンブリと、２つのＹ軸リニアサーボモータ・アセンブリの取り付け位置がずれてしまうと
、２つのＹ軸リニアサーボモータ・アセンブリの直線度や、ガントリー・サブアセンブリ
に対する夫々のＹ軸リニアサーボモータ・アセンブリの直角度を現場で調整しなおさなけ
ればならず、組み立てが煩雑になる。また、２つのＹ軸リニアサーボモータ・アセンブリ
がガントリー・サブアセンブリを挟んで配置されるため、ガントリー・サブアセンブリに
対する夫々のＹ軸リニアサーボモータ・アセンブリの直角度と、２つのＹ軸リニアサーボ
モータ・アセンブリの直線度の両方を同時にあわせる必要があり、更に３つの鉄鋼フレー
ムの位置合わせも必要となるため、現地での調整作業が煩雑になるという問題が生ずる。
【０００９】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであって、輸送および現地組立を容易にし
、コストの低減を図ることができる基板検査装置を提供することを目的としている。
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。
　本発明の一態様は、基板の搬送方向に対して直交する検査ラインを検査する検査ヘッド
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と、この検査ヘッドを支持するガントリーおよび前記基板を一定の高さに浮上させる検査
用浮上ステージ部を検査ベースに一体に組み込んだ検査ユニットと、前記ガントリーの脚
部と前記検査用浮上ステージ部との間の前記検査ベースに着脱可能に組み付けられ、前記
基板を搬送する搬送路の一側縁に沿うように前記検査ユニットに対してＴ字状に配置され
、前記基板を保持して前記搬送方向に移動させる搬送ユニットとを備え、車両による輸送
の際に、前記搬送ユニットと前記検査ユニットをユニット単位に分解して輸送可能にした
基板検査装置である。
【００１１】
　この態様によれば、検査ユニットと搬送ユニットとを相互に組み付けることにより構成
することができ、搬送時および組立時にはユニット単位で行うことができる。その結果、
大型の基板を検査するための大型の基板検査装置をユニット単位に分解して容易に輸送す
ることができる。
【００１２】
　この場合において、検査ユニットは、基板を浮上させて支持する検査用浮上ステージ部
と検査ヘッドとガントリーとから構成されているので、単独で基板の検査に必要な精度を
達成できるように組立調整することができる。
【００１３】
　上記態様において、検査ベース上に搬送ユニットを検査用ステージ部に対して水平に取
り付ける基準面と、検査ヘッドの検査ラインに対して直角に取り付ける基準面とを有する
当付け部材を設けるようにしてもよい。
　この場合において、検査ベース上に設けられた当て付け部材に搬送ユニットを当付ける
ことにより、検査ユニットと搬送ユニットを精度良く組み付けることが可能になる。
【００１４】
　上記態様において、検査用浮上ステージを検査に支障のない平坦度に基板を浮上支持で
きる幅寸法にしてもよい。
　この場合において、検査用浮上ステージの搬送方向の幅寸法を基板の数分の一に短くす
ることが可能になり、検査ユニットの搬送方向の幅寸法幅を車両の車幅以内にすることに
より、検査ユニットを単体で輸送することができる。
【００１５】
　上記態様において、検査ユニットに延長浮上ステージユニットまたは延長ローラステー
ジユニットを組み付けられるようにしてもよい。
　この場合において、延長浮上ステージユニットまたは延長ローラステージユニットによ
り大型の基板を支持する搬送路を拡大し、大型基板を安定して搬送することが可能になる
。さらに、検査ユニットの検査用浮上ステージ部および延長ステージユニットの一端側に
搬送ユニットを組み付けることにより、浮上ステージ部および延長ステージユニットによ
って支持された基板を保持して、検査ヘッドの移動方向と直交する方向に基板を移動させ
ることができる。これにより、基板の全体にわたって２次元的に検査を行うことが可能と
なる。
【００１６】
　この場合において、検査ユニットに延長浮上ステージユニットを組み付けることにより
、基板が全面にわたって、検査用浮上ステージ部あるいは延長浮上ステージユニットによ
り浮上した状態に支持されて検査および搬送が行われるので、基板が搬送時の摩擦によっ
て損傷することがなく、健全な状態に維持することができる。また、搬送時に摩擦を生じ
ないので、搬送速度を向上してスループットを向上することができる。
【００１７】
　上記態様において、細長い浮上ユニットを基板の搬送方向に直交する方向に間隔をあけ
て配列して延長浮上ステージ部を構成してもよい。
　この場合、延長浮上ステージユニットは、検査ユニットの浮上ステージ部とは異なり、
基板の検査している領域を支持していないので、延長浮上ステージユニットにおいて支持
された基板の平坦度はさほど要求されない。そこで、細長い浮上ユニットを間隔をあけて
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配置することにより、間隔部分における浮上ユニットを省略して軽量化を図ることができ
、その結果として延長浮上ステージユニットの搬送方向の剛性が低下することを防止でき
る。
【００１８】
　上記態様において、検査用浮上ステージ部と延長浮上ステージユニットとの接合部分に
搬送面の段差を乗り越えるためのローラを設けてもよい。更に、このローラを検査用浮上
ステージ部の搬送方向の両側に沿う検査ベース上に設けるようにしてもよい。
　この場合、搬送面の高さを調整することなく、検査ユニットに延長浮上ステージユニッ
トを簡単に組み込むことができる。検査用浮上ステージの検査領域の両側に配置されるロ
ーラにより、基板の浮上高さに規制されることにより、基板の平坦度を良好に維持するこ
とができる。
【００１９】
　更に、上記態様において、搬送ユニットの搬送ベースの下面に運搬用ベアリングを設け
るようにしてもよい。
　この場合、重量物である搬送ユニットを微小に移動させながら検査用ベースに正確に位
置合わせすることができ、エアベアリングを用いることにより、位置決めした状態で搬送
ベースを検査用ベースに高精度に位置決めすることができる。
【００２０】
　本発明によれば、基板が大型化しても車両により輸送と、輸送先での組立てが容易にで
き、かつ、輸送費の低減を図ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る基板検査装置を示す平面図である。
【図２】図１の基板検査装置の側面図である。
【図３】図１の基板検査装置の正面図である。
【図４】図１の基板検査装置のＡ－Ａ断面を示す縦断面図である。
【図５】図１の基板検査装置の検査ユニットを示す正面図である。
【図６】図５の検査ユニットの側面図である。
【図７】図５の検査ユニットの平面図である。
【図８】図１の基板検査装置の延長浮上ステージユニットを示す平面図である。
【図９】図８の延長浮上ステージユニットを示す側面図である。
【図１０】図１の基板検査装置の他の延長浮上ステージユニットを示す平面図である。
【図１１】図１０の延長浮上ステージユニットを示す側面図である。
【図１２】図１の基板検査装置の搬送ユニットを示す側面図である。
【図１３】図１２の搬送ユニットを示す平面図である。
【図１４】図５の検査ユニットに図８および図１０の延長浮上ステージユニットおよび図
１３の搬送ユニットを組み付ける前の状態を示す平面図である。
【図１５】図５の検査ユニットに図８および図１０の延長浮上ステージユニットを組み付
ける前の状態を示す側面図である。
【図１６】図８の延長浮上ステージユニットの変形例を示す正面図である。
【図１７】図１６の延長浮上ステージユニットの浮上ステージユニット部を締結する当付
け面の構造例を示す縦断面図である。
【図１８】図８の延長浮上ステージユニットの他の変形例を示す正面図である。
【図１９】図１の基板検査装置の他の変形例を示す平面図である。
【図２０】図１９の基板検査装置のＡ－Ａ断面を示す縦断面図である。
【図２１】図１の基板検査装置の検査ユニットの変形例を示す側面図である。
【図２２】図２１の検査ユニットを示す平面図である。
【図２３】図１の基板検査装置の変形例を示す平面図である。
【符号の説明】
【００２２】
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　１　基板検査装置
　２　検査ユニット
　３，４　延長浮上ステージユニット
　５　搬送ユニット
　８　ガントリー
　９　浮上ステージ部
　１０　検査ヘッド移動機構（ヘッド搬送機構）
　１１　顕微鏡（検査ヘッド）
　２１，２２　浮上ユニット
　２５　搬送ベース（ベース）
　２６　直線移動機構（レール、駆動機構）
　２７　スライダ
　２８　吸着機構（着脱機構）
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の第１の実施形態に係る基板検査装置１について、図１～図２３を参照して以下
に説明する。
　本実施形態に係る基板検査装置１は、図１～図４に示されるように、フォト・リソグラ
フィ・プロセスラインでフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）を多数製造するマザーガ
ラス等のシート基板を検査するための装置であって、検査ユニット２と、延長浮上ステー
ジユニット３，４と、搬送ユニット５とを備えている。検査ユニット２の片側には、矩形
状のガラス基板の一側縁部を保持して搬送する搬送ユニット５が検査ユニット２の検査軸
（ｘ軸）に対して直角になるように配置されている。
【００２４】
　検査ユニット２は、図５～図７に示されるように、除振台６に載置される検査用ベース
７と、この検査用ベース７に固定される門型のガントリー８と、基板を一定の高さに精度
良く浮上させる検査用浮上ステージ部９と、ガントリー８の水平ビーム８ａに敷設された
ガイドレール１０ａを備えた検査ヘッド移動機構１０と、検査ヘッド移動機構１０により
検査用浮上ステージ部９を横断するように直線移動させられる顕微鏡（検査ヘッド）１１
と、検査用浮上ステージ９の下方に顕微鏡１１の対物レンズに対向して配置される透過照
明光源１２と、顕微鏡１１の移動に同期して前記透過照明光源１２を直線移動させる照明
移動機構１３とを備えている。
【００２５】
　検査ヘッドとしては、倍率の異なる複数の対物レンズを装着した顕微鏡のほかに、基板
に対して所定の角度でライン照明光を照射し、基板からの反射光をラインセンサカメラで
撮像するマクロ検査ヘッドや、顕微鏡にリペア装置を組み込んだレーザ加工ヘッドなどの
基板の搬送方向と直交する検査ラインを検査するものであればよい。マクロ検査ヘッドを
採用した場合、検査ラインを撮像するラインセンサカメラとライン照明光源がガントリー
８に所定の角度関係をもって固定されているため、検査ヘッド移動機構１０と照明移動機
構１３は不要となる。
【００２６】
　検査用浮上ステージ部９は、検査ライン上に透過照明光源１２からの照明光を透過可能
なスリット状の微小間隙１４が開くように搬送方向（Ｙ方向）の前後に精密浮上ステージ
部９Ａ，９Ｂが平行に配置されている。この精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂは、検査ライ
ンの両側に対して所定幅の検査領域を構成し、この検査領域の全面にわたってほぼ均等に
空気を排出させる多数の空気孔を有し、基板の上面が精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂの上
面に対して一定の高さに精度良く平坦に浮上させることができるようになっている。精密
浮上ステージ部９Ａ，９Ｂは、例えば、板厚０．７ｍｍのガラス基板を０．２ｍｍに浮上
させた場合、ガラス基板の上面の高さが精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂの上面に対して０
．９ｍｍの高さになるように高精度に規制することができる。
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【００２７】
　これらの精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂは、空気を排出させる空気孔のほかに空気を吸
引する空気孔を備え、空気の排出と吸引を同時に行なうことにより、基板の浮上高さを高
精度に規制させるようにしても良い。
【００２８】
　また、検査ヘッドにマクロ検査ヘッドを採用した場合、精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂ
を一枚で構成し、検査ラインに沿ってステージ表面からの反射光を防止するためのスリッ
ト溝を設けることが好ましい。
【００２９】
　補助検査用浮上ステージ部９Ｃは、精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂより上流側に近接し
て配置され、基板を検査領域に安定して搬入させるために設けられている。この浮上ステ
ージ部９Ｃは、細長い複数の浮上ユニット１５が幅方向に間隙をあけて検査用ベース７の
上面に水平に配置されている。浮上ステージ部９Ｃは、精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂと
同じ仕様か、精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂに比べて空気孔の密度を小さくした浮上精度
の低いものでよい。また、この浮上ステージ部９Ｃは、精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂに
より基板を平坦に規制できる場合には省略してもよい。
【００３０】
　検査ヘッド移動機構１０は、例えば、リニアモータにより構成されている。顕微鏡１１
は、ガイドレール１０ａ，ガイドレール１０ａに沿って移動可能に設けられ、検査ヘッド
移動機構１０の作動により顕微鏡１１が検査用浮上ステージ部９の上面に対して水平移動
することができるようになっている。顕微鏡１１の移動に同期して照明移動機構１３によ
り透過照明光源１２が水平移動させられようになっている。透過照明光源１２からの照明
光は、微小間隙１４を通して基板の裏面から照射され、基板を透過して顕微鏡１１により
観察される。顕微鏡１１によって観察された基板の観察像は、撮像装置により画像として
取得されるようになっている。
【００３１】
　精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂは、顕微鏡１１の検査ラインに対して基板を検査に支障
をきたさない平坦度に浮上支持できる幅寸法を有すればよい。基板を平坦に浮上させた状
態で、検査ヘッド移動機構１０および照明移動機構１３の作動により、顕微鏡１１および
透過照明光源１２を搬送方向（Ｙ方向）と直交する幅方向（Ｘ方向）に直線移動させるこ
とにより、基板における幅方向に沿う所定の直線状の検査ラインについて検査を行うこと
ができる。この基板を浮上させた状態で搬送方向（Ｙ方向）に移動させることにより、基
板を浮上させた状態で基板の全面を検査することができる。顕微鏡１１で基板表面の欠陥
を検査する場合には、搬送ユニット５により基板を搬送方向に移動させ、欠陥のＹ座標に
相当する位置に停止させる。この後、検査ヘッド移動機構１０により顕微鏡１１を欠陥の
Ｘ座標に相当する位置に移動させることにより、基板表面の欠陥を観察することができる
。また、検査ヘッドにマクロ検査ヘッドを採用した場合、基板を検査用浮上ステージ部９
上で浮上させながら搬送方向（Ｙ方向）に一定の速度で搬送させることにより、複数のラ
インセンサカメラにより基板全面を撮像することができる。
【００３２】
　検査ユニット２は、精密浮上ステージ９Ａ，９Ｂ上に水平に浮上した基板表面に対して
顕微鏡１１が水平に移動できるように、検査ベース７に対して精密浮上ステージ９Ａ，９
Ｂまたはガントリー８の高さを調整する。また、検査ユニット２は、精密浮上ステージ９
Ａ，９Ｂの検査用の微小間隙に対してもガイドレール１０ａが平行になるように、ガント
リー８または精密浮上ステージ９Ａ，９Ｂを微小角度回転させて調整する。
【００３３】
　この検査ユニット２は、精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂ、顕微鏡１１を組み込んだガン
トリー８、透過照明光源１２が高精度に調整されて検査用ベース７に一体に組み込まれ、
１次元の検査装置を構成している。この検査ユニット２は、単独で道路規制を受けない車
幅２．５ｍの一般車両により輸送できるように、検査ベース７の短辺側寸法が車両の荷台
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の車幅寸法より小さくなるように設定される。検査ベース７の搬送方向の短辺側寸法は、
少なくとも検査ベース７にガントリー８の脚部を取り付ける長さであればよい。例えば、
車幅が２．５ｍに規定されている大型トラックで輸送する場合、検査ベース７の短辺側寸
法をガントリー８と検査用浮上ステージ９をあわせた最大寸法より大きく車幅２．５ｍよ
り短い長さに設定することが可能になる。また、検査浮上ステージ部９の短辺側幅寸法は
、車幅より短い基板サイズの数分の一、例えば、３ｍサイズのガラス基板に対して１／５
～１／２の０．６ｍ～１．５ｍに設定してもよい。ここでは、検査ユニット２の短辺側寸
法を２ｍに設定するものとする。
【００３４】
　なお、検査ユニット２の検査ベース７には、後述する搬送ユニット５を水平に取り付け
る基準面１６ａを有する当付け部材１６と、ガントリー８の検査軸に対して直角に取り付
ける基準面１００ａを有する当付け部材１００が所定の間隔をおいて一対設けられている
。また、検査ベース７の搬送方向（Ｙ方向）の両端部には、後述する延長浮上ステージユ
ニット３，４を取り付ける当付け面１７，１８が設けられている。
【００３５】
　前記延長浮上ステージユニット３，４は、図４に示されるように、前記検査ユニット２
の検査用浮上ステージ部９に連続して搬送方向の両側に延長するように２箇所に取り付け
られるようになっている。
【００３６】
　各延長浮上ステージユニット３，４は、検査ベース７に設けられた当付け面１７，１８
に固定される架台１９，２０を備えている。当付け面１７，１８としては、蟻臍などの凹
凸の嵌め合わせ構造を採用することにより、検査ベース７に形成した凹部に架台１９，２
０に形成された凸部を嵌め込むことにより簡単に取り付けることができる。架台１９，２
０の上面には、搬送方向に延びる細長い浮上ユニット２１，２２が搬送方向と直交する幅
方向に複数配列して固定されている。延長浮上ステージユニット３，４は、精密浮上ステ
ージ９Ａ，９Ｂのように基板を高精度に浮上させる必要が無いため、各浮上ユニット２１
，２２を離して配置することができる。この浮上ユニット２１，２２を所定の間隔をあけ
て配置することにより、延長浮上ステージユニット３，４の軽量化を図ることができると
ともに、安価に製造することができる。
【００３７】
　各浮上ユニット２１，２２は、補助検査用浮上ステージ９Ｃと同様にその上面に多数の
空気孔を有している。図８～図１１に示すように、浮上ユニット２１，２２の上面には、
空気孔から排出された空気を大気に逃がすための溝２１ａ，２２ａが搬送方向に沿って２
本形成されている。浮上ユニット２１，２２の幅が比較的小さい場合には、間隙部分から
空気が抜けるために溝２１ａ，２２ａを形成しなくても基板を安定して浮上させることが
できる。
　また、各延長浮上ステージユニット３，４の架台１９，２０には、後述する搬送ユニッ
ト５に固定するための締結部材２３，２４が設けられている。
【００３８】
　搬送ユニット５は、図１２および図１３に示されるように、検査ユニット２の検査ベー
ス７に設けられた当付け部材１６、１００に固定される取付面５ａ，１０１ａを有する長
尺の搬送ベース２５と、この搬送ベース２５の上面に敷設されたガイドレール２６ａ，ガ
イドレール２６ａを備えたリニアモータなどの直線移動機構２６と、ガイドレール２６ａ
，ガイドレール２６ａに沿って移動可能に設けられたスライダ２７と、このスライダ２７
に取り付けられ、例えば吸着等により基板を着脱する着脱機構２８とを備えている。
【００３９】
　搬送ベース２５は、基板を搬送方向（Ｙ方向）に移動させるために基板の２枚分の長さ
より若干長めに形成される。例えば、３ｍの基板サイズの場合、搬送ベース２５の長さは
、基板の２枚分の６ｍより長い６．５ｍとなる。この搬送ベース２５は、検査ユニット２
の検査ベース７の当付け部材１６の基準面１６ａと当付け部材１００の基準面１００ａの



(10) JP WO2008/035752 A1 2008.3.27

10

20

30

40

50

両方に押し当ててボルトにより固定することにより、検査ユニット２の検査軸（Ｘ軸）に
対する直角度と、精密浮上ステージ９Ａ，９Ｂに対する水平度を簡単にあわせることがで
きる。
【００４０】
　この搬送ユニット５は、検査ユニット２に対してＴ字型に取り付けられ、例えば、３ｍ
サイズのガラス基板の場合は、検査ユニット２に搬送ユニット５を一体に組み立てた時の
設置面のＸ方向とＹ方向のサイズは、検査ユニット２のＸ方向の長さを４ｍと、搬送ユニ
ット５のＹ方向の長さを６．５ｍとなる。検査ユニット２に搬送ユニット５を一体に組み
立てた状態では、短いＸ方向の幅でも４ｍとなるために、道路を運行するための法律で規
定された一般道路を通行可能な車幅２．５ｍ以内の大型トラック（車両）に搭載すること
ができなくなる。
【００４１】
　この搬送ユニット５を検査ユニット２からユニット単位で分解できる構成とし、検査ユ
ニット２の短辺側寸法を２ｍに設定することにより、２ｍ×４ｍの大きさの検査ユニット
２を単独で車幅２．５ｍの大型トラックで輸送することができるようになっている。また
、一次元検査装置として機能する検査ユニット２は、高度に調整して組み立てた状態のま
まで大型トラックに搭載して輸送することにより、別に輸送した搬送ユニット５を取り付
けるだけで面倒な調整も無く、簡単に組み立てられるようになっている。
【００４２】
　検査ユニット２に対して搬送ユニットをＴ字型に組み付けることにより、二次元検査装
置として機能する。検査ユニット２の搬送方向の両側に延長浮上ステージユニット３，４
を取り付けることにより、搬送ユニット５が基板搬送路の一側縁に沿って全長にわたって
配置される。
【００４３】
　搬送ベース２５は、上述したように、長い距離にわたって配置される直線移動機構２６
を撓まないように支持する必要があるため、十分に大きな高さ寸法を備え、強度部材とし
て機能するようになっている。本実施形態では、規格品の角鋼管を３本重ね合わせて構成
し、強度を高め、且つ軽量化を図っている。
【００４４】
　また、搬送ベース２５には、延長浮上ステージユニット３，４の架台１９，２０の締結
部材２３，２４を取り付ける当付け面２９が設けられている。延長浮上ステージ３，４を
搬送ベース２５に支持させることにより、延長浮上ステージユニット３，４が撓まないよ
うに補助するようになっている。
【００４５】
　このように構成された本実施形態に係る基板検査装置１の作用について説明する。
　本実施形態に係る基板検査装置１は、図１４ないし図１５に示すように、１つの検査ユ
ニット２、２つの延長浮上ステージユニット３，４および搬送ユニット５の４つのユニッ
トから構成されており、それぞれがユニット２～５単位で組み付けられるように分解可能
な構成となっている。したがって、車両による輸送時には、ユニット２～５毎に分解して
容易に搬送することができるという利点がある。また、輸送先での組立時には、それぞれ
ユニット２～５単位で調整されたものを相互に組み付けるだけで大型の基板を精度良く検
査可能な基板検査装置１を搬送先の現場で容易に組み立てることができる。
【００４６】
　特に、検査ユニット２は、顕微鏡１１の検査ヘッドを高精度で組み込んだガントリー８
と、浮上精密ステージ９Ａ，９Ｂと、透過照明光源１２を検査ベース７に一体に組み込ん
で、単独で１次元の検査装置となるように調整されているので、他のユニット３～５を組
み付けるだけで、その後の調整作業を行うことなく、高い精度で基板の検査を行うことが
できる。
【００４７】
　そして、検査ベース７の搬送方向の両端に設けられた当付け面１７，１８に延長浮上ス
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テージユニット３，４をそれぞれ固定することにより、大型の基板を搭載し平坦な状態に
維持することができる大型の浮上ステージが構成される。
【００４８】
　さらに、搬送ユニット５を組み付けることにより、浮上ステージによって浮上された状
態に支持された基板の一辺側を吸脱機構により保持して搬送方向（Ｙ方向）に搬送するこ
とができる。これにより、搬送ユニット５の作動によって基板を搬送方向（Ｙ方向）に移
動させながら、顕微鏡１１を検査ヘッド移動機構１０によって搬送方向に直交する方向（
Ｘ方向）に移動させることで、基板の全面にわたって２次元的な検査を行うことができる
。
【００４９】
　検査ユニット２の検査ベース７には、搬送ユニット５を水平に取り付ける基準面１６ａ
を有する当付け部材１６と、ガントリー８の検査軸に対して直角に取り付ける基準面１０
０ａを有する当付け部材１００が所定の間隔をおいて一対設けられている。
【００５０】
　検査ユニット２に搬送ユニット５を組み込んで直角度、水平度の調整を行なった後で、
検査ユニット２から長尺の搬送ユニット５を分離させることで、夫々を別々に大型トラッ
クで輸送することができる。
【００５１】
　特に、検査ユニット２は、従来の検査用浮上ステージのように基板全面で受ける方式か
ら、基板を水平に維持できる検査領域に対応する基板の一部を浮上させる精密浮上ステー
ジ９Ａ，９Ｂを採用することにより、検査ユニット２の基板搬送方向（Ｙ方向）の幅寸法
を基板の数分の一にまで小さくすることができる。この結果、検査ユニット２の基板搬送
方向の幅寸法を一般トラックの車幅寸法より小さくすることができ、長尺の搬送ユニット
５を取り外すだけで、特別な許可を得る特殊大型トラックのように交通規制を受けること
なく、道路を運行するための法律で規制を受けない一般大型トラックで自由に輸送するこ
とが可能になる。交通規制を受ける特殊大型トラックに比べて、一般大型トラックでの輸
送コストを大幅に低減することができる。
【００５２】
　また、搬送ユニット５の搬送ベース２５には、当付け面５ａ，１０１ａが夫々２箇所に
設けられている。この搬送ユニット５を検査ユニット２から分離して輸送し、現地で検査
ユニット２の当付け部材１６の基準面１６ａと当付け部材１００の基準面１００ａに搬送
ベース２５の取付面５ａ，１０１ａを合わせて押し当てるだけで、搬送方向（Ｙ方向）に
対する水平度と、検査ユニット２の検査軸（Ｘ軸）に対する直角度とを確保することがで
きる。
【００５３】
　本実施形態に係る基板検査装置１によれば、基板が搬送方向のいずれの位置に存在して
も、基板全面が浮上ステージ部９あるいは延長浮上ステージユニット３，４によって浮上
された状態に支持されるので、基板が搬送ユニット５の作動により搬送方向に移動させら
れても、基板の裏面が搬送路に擦れることがなく、摩擦による損傷を未然に防止すること
ができる。
【００５４】
　また、検査ユニット２の検査用浮上ステージ部９により、基板を平坦に維持したまま、
検査ヘッド移動機構１０により顕微鏡１１を移動させ検査ラインに沿って基板面を精度良
く検査できる。そして、大型で重量のあるガラス基板を浮上させながら強制搬送すること
により、搬送速度を増大させることができ、且つ従来のように基板を検査ステージに載置
せずに浮上したまま検査することで、その結果、検査のスループットを向上することがで
きるという利点がある。
【００５５】
　また、延長浮上ステージユニット３，４は、浮上ユニット２１，２２の間隔を開けて軽
量化を図ることで、検査ユニット２の搬送方向の両端面に取り付けた状態での搬送方向に
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沿う撓みを抑制することができるとともに、輸送及び現場での組み立てが容易になる。
　さらに、延長浮上ステージユニット３，４を搬送ユニット５の搬送ベース２５に固定す
ることにより、延長浮上ステージユニット３，４の剛性を向上させ、撓みの低減および振
動の低減を図ることができるという利点がある。
【００５６】
　なお、本実施形態に係る基板検査装置１においては、検査ユニット２の検査ベース７の
下部に除振台６を備えることにしたが、これに代えて、高さ調整機構を備えたアジャスタ
を設けることにしても良い。フォト・リソグラフィ・プロセスラインのインラインに配置
する場合には、前後に配置されるローラコンベアの搬送ライン高さにあわせるためにアジ
ャスタを設ける。インラインに配置する場合、検査ユニット２の検査ベース７から延長浮
上ステージユニット３，４を分離させ、各延長浮上ステージユニット３，４にアジャスタ
を取り付けて直接床に設置するようにしても良い。
【００５７】
　また、延長浮上ステージユニット３，４が大型となる場合には、図１６および図１７に
示されるように、複数の浮上ユニット２２を有する２つの浮上ユニット部３０，３１に分
割し、単一の架台１９，２０の上にそれぞれ固定することとしてもよい。この場合に、浮
上ユニット部３０，３１どうしは、例えば、図１７に示されるように、幅方向および厚さ
方向に設けた当付け面３２，３３を、ボルト３４によって締結することにより密着させ、
精度よく一体的に組み立てることが好ましい。
【００５８】
　また、架台１９，２０が大型となる場合には、図１８に示されるように、架台１９，２
０も分割し、一体的に組み立てられた浮上ユニット部３０，３１に固定することとしても
よい。
【００５９】
　また、延長浮上ステージユニット３，４に代えて、図１９および図２０に示されるよう
に、延長ローラステージユニット４０，４１を検査ユニット２の検査ベース７に組み込ん
でも良い。これらの延長ローラステージユニット４０，４１は、多数のローラ４２ａ，４
３ａにより基板の裏面を支持するローラステージ部４２、４３を同様の架台１９，２０に
搭載した延長ローラステージユニットを検査ユニット２の検査ベース７に組み込んでも良
い。この場合、各ローラは、基板の裏面に接して自由に回転するフリーローラコンベアで
構成され、基板裏面と接する各ローラ４２ａ，４３ａの頂点を検査ユニット２の浮上ステ
ージ部９上の基板浮上高さと同等の高さにあわせる。例えば、精密浮上ステージ９Ａ，９
Ｂにより基板を０．２ｍｍの高さに浮上させる場合、各ローラステージ部４２，４３の各
ローラ４２ａ，４３ａの頂点高さを精密浮上ステージ９Ａ，９Ｂの上面に対して基板浮上
高さの０．２ｍｍになるようにあわせる。
【００６０】
　また、検査ユニット２の浮上ステージ部９と各延長浮上ステージユニット３，４の接合
部分に、図２１および図２２に示される乗り越しローラ機構４４を配置しても良い。この
乗り越しローラ機構４４は、延長浮上ステージユニット３，４の浮上ユニット２１，２２
を支えるユニット保持部材２１ａ，２２ａに形成された凹形状の切欠き部２１ｂ，２２ｂ
に取り付けられている。乗り越しローラ機構４４は、Ｕ字形状の受け部材４４ａに軸４４
ｂが固定され、この軸４４ｂにベアリング４４ｃ、４４ｃを介してローラ４４ｄが回転自
在に支持されている。このローラ４４ｄは、ＰＥＥＫ（Poly Ether Ether Ketone）樹脂
などのガラス基板よりも柔らかい耐磨耗性を有する樹脂からなる。この乗り越しローラ機
構４４は、延長浮上ステージユニット３，４の各浮上ユニット２１，２２の夫々の間隙に
配置される。これらの乗り越しローラ機構４４の各ローラ４４ｄは、各浮上ユニット２１
，２２の上面に対して基板の浮上高さと同等の高さ、例えば０．２ｍｍだけ突出して設け
られている。
【００６１】
　検査ユニット２の搬送方向の両端側に延長浮上ステージ３，４を取り付ける際に、浮上
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ラス基板の先端がローラ４４ｄに接して段差を安定して乗り越えることができようになる
。
　この乗り越し用のローラ４４ｄを延長浮上ステージユニット３，４と検査用浮上ステー
ジ部９の接合部分に設けることにより、搬送面の高さを調整することなく、検査ユニット
２に延長浮上ステージユニット３，４を簡単に組み込むことができる。
【００６２】
　また、乗り越しローラ機構４４は、検査ユニット２の検査領域となる検査用浮上ステー
ジ部９の両側に沿うように検査用ベース７に設けるようにしても良い。この乗り越しロー
ラ機構４４を検査用ベース７に取り付けることにより、精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂに
対してローラ４４ｂの突出高さを高精度に設定することができる。この結果、検査ユニッ
ト２に搬入された薄いガラス基板は、検査領域の両側に沿うように複数箇所に配置された
各乗り越しローラ機構４４により、精密浮上ステージ部９Ａ，９Ｂの浮上高さに規制され
るため、ガラス基板の浮上高さと平坦度を良好に維持することができるようになる。
【００６３】
　更に、搬送ユニット５の搬送ベース２５の下面には、図２３に示すように重量となる搬
送ユニット５を旋回自在に移動させる運搬用ベアリングとしてチルトローラ４５を設けて
も良い。搬送ユニット５は、台車４６に載せられ、図１４に示すように検査ユニット２の
ガントリー８の内側から先端部分を挿入して検査用ベース７上に搭載される。この台車４
６には、リフト機構が備えられている。搬送ユニット５は、搬送ベース２５の取り付け面
５ａ，１０１ａが検査用ベース７の取り付け部材１６、１００に略一致する位置まで送り
出され、リフト機構により搬送ユニット５を下降させることにより検査用ベース７上に搭
載されるようになっている。このとき搬送ベース２５は、チルトローラ４５により検査用
ベース７から浮いた状態で旋回自在に支持されるため、搬送ユニット５を微小に移動させ
ながら搬送ベース２５の取り付け面５ａ，１０１ａを検査用ベース７の取り付け部材１６
、１００の各基準面１６ａ，１００ａに正確にあわせこむことができる。
【００６４】
　運搬用ベアリングとして、チルトローラ４５に代えて、搬送ベース２５を構成する一番
下の角鋼管の両端を密封させて高圧エアをためるエアタンクに構成し、下面に多数のエア
を突出するエア突出孔を形成することによりエアベアリングの機能を備えることができる
。エアベアリングを用いると、位置決めした状態でエアタンクを大気開放することにより
、搬送ベース２５の取り付け面５ａが検査用ベース７の取り付け部材１６基準面１６ａに
密着するため、高精度に位置決めを行なうことができる。
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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月12日(2008.2.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の搬送方向に対して直交する検査ラインを検査する検査ヘッドと、この検査ヘッド
を支持するガントリーと、前記基板を一定の高さに浮上させる検査用浮上ステージ部とを
検査ベースに一体に組み込んだ検査ユニットと、
　前記ガントリーの脚部と前記検査用浮上ステージ部との間の前記検査ベースに着脱可能
に組み付けられ、前記基板を搬送する搬送路の一側縁に沿うように前記検査ユニットに対
してＴ字状に配置され、前記基板を保持して前記搬送方向に移動させる搬送ユニットとを
備え、
　車両による輸送の際に、前記搬送ユニットと前記検査ユニットをユニット単位に分解し
て輸送可能にしたことを特徴とする基板検査装置。
【請求項２】
　前記検査ユニットは、前記ガントリーの脚部と前記検査用浮上ステージ部との間の前記
検査ベース上に前記搬送ユニットを前記検査用ステージ部に対して水平に取り付ける基準
面と、前記検査ヘッドの検査ラインに対して直角に取り付ける基準面とを有する当付け部
材を設けたことを特徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項３】
　前記検査用浮上ステージ部は、前記検査ヘッドの検査ラインに対して前記基板を検査に
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支障のない平坦度に浮上支持できる幅寸法の検査領域を有することを特徴とする請求項１
に記載の基板検査装置。
【請求項４】
　前記検査用浮上ステージ部は、空気の排出と吸引を同時に行なって、前記基板を一定の
高さに精度良く平坦に浮上させることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の基
板検査装置。
【請求項５】
　前記検査ユニットは、前記検査用浮上ステージ部の搬送方向の少なくとも一方側に前記
基板を水平に支える延長浮上ステージユニットまたは延長ローラステージユニットを着脱
可能に組み付け、前記輸送の際に前記検査ユニットから分解して輸送可能にしたことを特
徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項６】
　前記延長浮上ステージ部は、細長い浮上ユニットを基板の搬送方向に直交する方向に間
隔をあけて配列したことを特徴とする請求項５に記載の基板検査装置。
【請求項７】
　前記検査ユニットは、前記検査用浮上ステージ部の搬送方向の少なくとも一方側に前記
基板を浮上させて水平に支える延長浮上ステージユニットを着脱可能に組み付け、前記検
査用浮上ステージ部と延長浮上ステージユニットとの接合部分に搬送面の段差を乗り越え
るためのローラを設けたことを特徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項８】
　前記搬送面の段差を乗り越えるためのローラは、前記検査用浮上ステージ部の搬送方向
の両側に沿うように前記検査ベース上に設けられることを特徴とする請求項７に記載の基
板検査装置。
【請求項９】
　前記搬送ユニットは、長尺の搬送ベースと、この搬送ベースの上面に敷設されたガイド
レールを備えた直線移動機構と、この直線移動機構により前記ガイドレールに沿って移動
するスライダと、このスライダに設けられ前記基板を着脱する着脱機構とを備えたことを
特徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項１０】
　前記搬送ユニットは、前記搬送ベースの下面に旋回自在な運搬用ベアリングを設けたこ
とを特徴とする請求項９に記載の基板検査装置。
【請求項１１】
　前記搬送ベースは、複数の角鋼管を重ね合わせ、最下位の角鋼管を密封構造のエアタン
クに構成し、その下面に多数の空気を排出させるエア排出孔を形成してエアベアリングに
構成したことを特徴とする請求項９に記載の基板検査装置。
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