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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ軸方向に延ばして構成され被検査基板をＸ軸方向へ移動可能に且つθ軸方向に回転可
能に支持するＸθ軸ワークステージと、
　当該Ｘθ軸ワークステージと別部材として構成されてこのＸθ軸ワークステージの上方
にＹ軸方向に掛け渡して設けられＸ軸プリアライメントセンサ及びＹ軸プリアライメント
センサをＹ軸方向及びＺ軸方向へ移動可能に支持するＹＺ軸コンタクトステージと、
　前記Ｘθ軸ワークステージ及びＹＺ軸コンタクトステージを制御する制御部とを備え、
　前記Ｘθ軸ワークステージが、Ｘ軸方向に延びる骨組みである架台と、前記被検査基板
を支持するワークテーブルと、当該ワークテーブルの下側面に設けられてワークテーブル
を回転させるθ軸回転機構と、前記架台に支持されて前記θ軸回転機構を支持し当該θ軸
回転機構を介して前記ワークテーブルをＸ軸方向に移動させるＸ軸直動機構とを備え、
　前記ＹＺ軸コンタクトステージが、前記Ｘθ軸ワークステージの上方にＹ軸方向に掛け
渡して設けられた支持アーム部と、当該支持アーム部に取り付けられて前記Ｘθ軸ワーク
ステージの上方に位置するＹ軸直動機構と、当該Ｙ軸直動機構によってＹ軸方向に移動可
能に支持された複数のコンタクトステージ板と、当該複数のコンタクトステージ板のうち
の一方の端部側のコンタクトステージ板に設けられて前記被検査基板のＸ軸方向の位置を
検出する第１のＸ軸プリアライメントセンサと、他方の端部側のコンタクトステージ板に
設けられて前記被検査基板のＸ軸方向の位置を検出する第２のＸ軸プリアライメントセン
サ及びＹ軸方向の位置を検出するＹ軸プリアライメントセンサと、前記各コンタクトステ
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ージ板に設けられ前記被検査基板上の電極と接触する探針を有するプローブブロックをＺ
軸方向に移動可能に支持するＺ軸直動機構とを備え、
　前記制御部が、前記ＹＺ軸コンタクトステージ側の前記Ｙ軸プリアライメントセンサ及
び少なくとも２つの前記Ｘ軸プリアライメントセンサで検出した前記被検査基板の位置情
報を基に、前記Ｘθ軸ワークステージの前記θ軸回転機構及びＸ軸直動機構を制御して前
記ワークテーブルをＸ軸方向に移動させると共に適宜回転させて当該被検査基板のプリア
ライメントを行う機能を備えたことを特徴とする被検査基板のアライメント機構。
【請求項２】
　請求項１に記載の被検査基板のアライメント機構において、
　複数のコンタクトステージ板のうちの両方の端部側のコンタクトステージ板にのみ前記
Ｘ軸プリアライメントセンサ又は前記Ｘ軸プリアライメントセンサ及びＹ軸プリアライメ
ントセンサを備えると共に、前記両方の端部側のコンタクトステージ板の各Ｚ軸直動機構
に、被検査基板の位置決め用マークを検索するために広い視野で被検査基板を撮影する検
索用カメラと、被検査基板の正確な位置決めをするために狭い視野で被検査基板を撮影す
るアライメントカメラとをそれぞれ備え、
　前記複数のコンタクトステージ板のうちの中間のコンタクトステージ板には前記プロー
ブブロックのみを備えたことを特徴とする被検査基板のアライメント機構。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の被検査基板のアライメント機構において、
　前記Ｙ軸プリアライメントセンサ及びＸ軸プリアライメントセンサが、検査光を発する
発光素子と、当該発光素子から発せられて前記被検査基板の表面で反射した検査光を受光
する受光素子とを備え、
　前記被検査基板の表面に垂直な方向から見た、前記発光素子から前記受光素子への前記
検査光の経路が前記被検査基板の縁部に平行になるように、前記発光素子と受光素子を配
設したことを特徴とする被検査基板のアライメント機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大型のＬＣＤ基板等の被検査基板を検査する際に、この被検査基板のプリア
ライメントを行う被検査基板のアライメント装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＣＤ基板等の被検査基板を検査する場合はプローバ等の検査装置が用いられる。この
検査装置においては、その探針と、被検査基板上の電極とを正確に位置合わせする必要が
ある。
【０００３】
　この場合においては、通常、プリアライメントを行った後に、探針と電極とを正確に位
置合わせする２段階の調整が行われる。従来のプリアライメントは、図２（Ａ）に示すよ
うに、ワークテーブル１に対してガラス基板等の被検査基板２がずれて載置されると、パ
ネルクランプ３が被検査基板２に接触して押し、図２（Ｂ）に示すように、設定位置まで
ずらして被検査基板２のプリアライメントを行っていた。
【０００４】
　この場合、パネルクランプ３で被検査基板２に直接接触するため、被検査基板２が欠け
ることがあった。また、被検査基板２の寸法が大きくなると、パネルクランプ３で押し切
れない場合もあった。
【０００５】
　一方、特許文献１のように、ロボットアームに被検査基板を載せた状態で、プリアライ
メントを行う例がある。また、特許文献２のように、検出機構でＬＣＤ基板の縁を検出し
てＸ軸方向の傾きを検出し、その傾きに応じて載置機構を回転させてＬＣＤ基板の向きを
合わせてプリアライメントを行う例がある。
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【特許文献１】特開平９－１３８２５６号公報
【特許文献２】特公平６－２７７５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上記特許文献１の被検査基板のアライメント方法では、ロボットアームに載
せられる大きさの被検査基板に限られ、大きな寸法の被検査基板のプリアライメントを行
うことはできない。
【０００７】
　また、特許文献２のＬＣＤ基板のアライメント方法では、原理的には大きな寸法の被検
査基板のプリアライメントを行うことも可能であるが、特許文献２は原理のみであり、具
体的にどのような機構で行うのかは不明である。
【０００８】
　本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので、大きな寸法の被検査基板に対して
具体的にプリアライメントを行うことができる被検査基板のアライメント装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るアライメント装置は前記課題を解決するためになされたもので、Ｘ軸方向
に延ばして構成され被検査基板をＸ軸方向へ移動可能に且つθ軸方向に回転可能に支持す
るＸθ軸ワークステージと、当該Ｘθ軸ワークステージと別部材として構成されてこのＸ
θ軸ワークステージの上方にＹ軸方向に掛け渡して設けられＸ軸プリアライメントセンサ
及びＹ軸プリアライメントセンサをＹ軸方向及びＺ軸方向へ移動可能に支持するＹＺ軸コ
ンタクトステージと、前記Ｘθ軸ワークステージ及びＹＺ軸コンタクトステージを制御す
る制御部とを備え、前記Ｘθ軸ワークステージが、Ｘ軸方向に延びる骨組みである架台と
、前記被検査基板を支持するワークテーブルと、当該ワークテーブルの下側面に設けられ
てワークテーブルを回転させるθ軸回転機構と、前記架台に支持されて前記θ軸回転機構
を支持し当該θ軸回転機構を介して前記ワークテーブルをＸ軸方向に移動させるＸ軸直動
機構とを備え、前記ＹＺ軸コンタクトステージが、前記Ｘθ軸ワークステージの上方にＹ
軸方向に掛け渡して設けられた支持アーム部と、当該支持アーム部に取り付けられて前記
Ｘθ軸ワークステージの上方に位置するＹ軸直動機構と、当該Ｙ軸直動機構によってＹ軸
方向に移動可能に支持された複数のコンタクトステージ板と、当該複数のコンタクトステ
ージ板のうちの一方の端部側のコンタクトステージ板に設けられて前記被検査基板のＸ軸
方向の位置を検出する第１のＸ軸プリアライメントセンサと、他方の端部側のコンタクト
ステージ板に設けられて前記被検査基板のＸ軸方向の位置を検出する第２のＸ軸プリアラ
イメントセンサ及びＹ軸方向の位置を検出するＹ軸プリアライメントセンサと、前記各コ
ンタクトステージ板に設けられ前記被検査基板上の電極と接触する探針を有するプローブ
ブロックをＺ軸方向に移動可能に支持するＺ軸直動機構とを備え、前記制御部が、前記Ｙ
Ｚ軸コンタクトステージ側の前記Ｙ軸プリアライメントセンサ及び少なくとも２つの前記
Ｘ軸プリアライメントセンサで検出した前記被検査基板の位置情報を基に、前記Ｘθ軸ワ
ークステージの前記θ軸回転機構及びＸ軸直動機構を制御して前記ワークテーブルをＸ軸
方向に移動させると共に適宜回転させて当該被検査基板のプリアライメントを行う機能を
備えたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　前記Ｙ軸プリアライメントセンサ及びＸ軸プリアライメントセンサで検出した前記被検
査基板の位置情報を基に、前記Ｘθ軸ワークステージの前記θ軸回転機構及びＸ軸直動機
構で前記ワークテーブルを調整して被検査基板のプリアライメントを行うため、大型の被
検査基板に対しても確実にプリアライメントを行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
　以下、本発明の実施形態に係るアライメント機構について、添付図面を参照しながら説
明する。
【００１２】
[第１実施形態]
　アライメント機構１１は図１，３，４に示すように主に、Ｘθ軸ワークステージ１２と
、ＹＺ軸コンタクトステージ１３とから構成されている。
【００１３】
　Ｘθ軸ワークステージ１２は、Ｘ軸方向に延ばして構成されて、大型のＬＣＤ基板等の
被検査基板Ｐ(図１０参照)をＸ軸方向へ移動可能に且つθ軸方向に回転可能に支持するた
めの装置である。このＸθ軸ワークステージ１２は主に、架台１５と、ワークテーブル１
６と、θ軸回転機構(図示せず)と、Ｘ軸直動機構１７とから構成されている。
【００１４】
　架台１５は、Ｘ軸方向に延ばして構成される台座である。この架台１５は、後述するＹ
Ｚ軸コンタクトステージ１３の２つの架台３０と共にベース板(図示せず)に取り付けられ
て設置スペースの床部に据え付けられている。架台１５は、その上側部にＸ軸方向に平行
に延びる３本の支持フレーム１９を備えて構成されている。架台１５は、例えば横幅２ｍ
、高さ１ｍ、長さ５ｍ程度の大型の部材である。
【００１５】
　ワークテーブル１６は、大型の被検査基板Ｐを支持するための部材である。ワークテー
ブル１６は、被検査基板Ｐよりも大きい寸法の四角形板状に形成され、その上側面に被検
査基板Ｐを吸着支持するためのバキューム溝２１が設けられている。バキューム溝２１は
、バキューム装置(図示せず)に接続されて、適宜真空引きされる。
【００１６】
　θ軸回転機構は、ワークテーブル１６を回転させるための装置である。θ軸回転機構と
しては公知の技術を用いることができる。例えば、θ軸回転機構は、扇状の駆動機構によ
って構成されている。具体的には、θ軸回転機構は、Ｒガイドレール（リング状のガイド
レールの一部）を複数箇所（例えば環状の位置に等間隔に４箇所）設けて、ワークテーブ
ル１６を回転可能に支持し、ワークテーブル１６の縁部を回動機構でずらしてワークテー
ブル１６を回転させている。回動機構は、ステッピングモータ等の角度調整機能を備えた
駆動モータと、この駆動モータに連結されたネジ棒と、このネジ棒にねじ込まれた移動ナ
ットとからなり、この移動ナットがワークテーブル１６の縁部に固定されている。そして
、駆動モータでネジ棒を設定角度だけ回転させてネジ棒を正確に移動させてワークテーブ
ル１６を正確に設定角度だけ回転させる。Ｒガイドレールは、基板(図示せず)に支持され
た状態でワークテーブル１６の下側面に取り付けられて、ワークテーブル１６を回転可能
に支持している。
【００１７】
　Ｘ軸直動機構１７は、ワークテーブル１６をＸ軸方向に移動させるための装置である。
このＸ軸直動機構１７は、２本のガイドレール２２と、１本のリニアモータ２３とから構
成されている。２本のガイドレール２２は、架台１５の３本の支持フレーム１９のうち両
端の支持フレーム１９にそれぞれ取り付けられている。このガイドレール２２には、ガイ
ド(図示せず)がスライド可能に取り付けられている。このガイドに前記θ軸回転機構の基
板が取り付けられることによって、θ軸回転機構に支持されたワークテーブル１６を、ガ
イドレール２２に沿ってＸ軸方向に移動可能に支持している。
【００１８】
　リニアモータ２３は、架台１５の３本の支持フレーム１９のうち真ん中の支持フレーム
１９に取り付けられている。このリニアモータ２３のスライダはθ軸回転機構の基板に取
り付けられている。これにより、ガイドレール２２に支持されたθ軸回転機構がリニアモ
ータ２３によってＸ軸方向に移動され、θ軸回転機構に支持されたワークテーブル１６が
、ガイドレール２２に沿ってＸ軸方向に移動されるようになっている。
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【００１９】
　ＹＺ軸コンタクトステージ１３は、後述するＸ軸プリアライメントセンサ３８及びＹ軸
プリアライメントセンサ４０等をＹ軸方向及びＺ軸方向へ移動可能に支持するための装置
である。ＹＺ軸コンタクトステージ１３は、Ｘθ軸ワークステージ１２と別部材として構
成されている。ＹＺ軸コンタクトステージ１３は、Ｘ軸方向に配設されたＸθ軸ワークス
テージ１２の上側を跨ぐようにしてＹ軸方向に配設されている。ＹＺ軸コンタクトステー
ジ１３は主に、支持アーム部２５と、Ｙ軸直動機構２６と、第１Ｚ軸ステージ部２７と、
第２Ｚ軸ステージ部２８とから構成されている。
【００２０】
　支持アーム部２５は、Ｘθ軸ワークステージ１２の上側を跨ぐように掛け渡される部材
である。この支持アーム部２５は、２つの架台３０と、梁材３１とから構成されている。
架台３０は、ＹＺ軸コンタクトステージ１３の両側の脚部を構成する部材である。架台３
０は、Ｘθ軸ワークステージ１２の両側位置でベース板(図示せず)に取り付けられて設置
スペースの床部に据え付けられている。梁材３１は、ワークテーブル１６の上側位置で水
平方向に掛け渡される部材である。梁材３１は、その両端部が２つの架台３０に固定され
ている。これにより、支持アーム部２５は、ワークテーブル１６の上側位置でＹ軸方向に
アーチ状に掛け渡されている。
【００２１】
　Ｙ軸直動機構２６は、第１Ｚ軸ステージ部２７及び第２Ｚ軸ステージ部２８をＹ軸方向
に移動させるための装置である。このＹ軸直動機構２６は、ガイドレール３３と、リニア
モータ３４とから構成されている。ガイドレール３３は、Ｙ軸方向へ延びる梁材３１の縦
壁に取り付けられている。リニアモータ３４は、ガイドレール３３と平行にかつ一体的に
、梁材３１に取り付けられている。ガイドレール３３には、リニアモータ３４のスライダ
３５がスライド可能に取り付けられている。スライダ３５は、リニアモータ３４に２つ設
けられている。各スライダ３５に、第１Ｚ軸ステージ部２７及び第２Ｚ軸ステージ部２８
がそれぞれ取り付けられている。各スライダ３５は、リニアモータ３４によって、個別に
独立して移動制御されるようになっている。
【００２２】
　第１Ｚ軸ステージ部２７は、ワークテーブル１６上に載置された被検査基板ＰのＸ軸方
向の大まかな位置合わせと、その後の被検査基板Ｐの正確な位置合わせと、被検査基板Ｐ
上の試験回路Ｅ（図４参照）の電極への電気的接触を行うための装置である。第１Ｚ軸ス
テージ部２７は、図５，６に示すように、コンタクトステージ板３７と、Ｘ軸プリアライ
メントセンサ３８と、Ｚ軸直動機構３９と、検索用カメラ４０と、アライメントカメラ４
１と、プローブブロック４２とから構成されている。
【００２３】
　コンタクトステージ板３７は、Ｙ軸直動機構２６のスライダ３５に直接取り付けられる
板材である。コンタクトステージ板３７によってＺ軸直動機構３９等が支持される。
【００２４】
Ｘ軸プリアライメントセンサ３８は、ワークテーブル１６上の被検査基板ＰのＸ軸方向の
大まかな位置調整をするためにワークテーブル１６の縁部を検出する第１のＸ軸プリアラ
イメントセンサである。Ｘ軸プリアライメントセンサ３８は、図５～８に示すように、検
査光Ｃを発する発光素子(図７中の投光部で示す部分)と、この発光素子から発せられて被
検査基板Ｐの表面で反射した検査光Ｃを受光する受光素子(図７中の受光部で示す部分)と
を備えて構成されている。これらの発光素子及び受光素子は、その検査光Ｃが被検査基板
Ｐの縁部に平行になるように配設されている。これは以下の理由による。図８（Ａ）（Ｂ
）に示すように、検査光Ｃが被検査基板Ｐの縁部に直交するように配設すると、被検査基
板Ｐの厚さによって位置がずれてしまう。図８（Ａ）は薄い被検査基板Ｐの例であり、図
８（Ｂ）は厚い被検査基板Ｐの例である。図８（Ａ）の薄い被検査基板Ｐに比べて、図８
（Ｂ）の厚い被検査基板Ｐの場合は、検査光Ｃが発光素子に近い位置で反射して、薄い被
検査基板Ｐよりも早く検出してしまう。これに対して、検査光Ｃを被検査基板Ｐの縁部に
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平行に向けると、被検査基板Ｐの厚さは無関係になる。このため、発光素子及び受光素子
を、その検査光Ｃが被検査基板Ｐの縁部に平行になるように配設している。
【００２５】
　図５，６に示すＺ軸直動機構３９は、検索用カメラ４０等を支持してＺ軸方向に移動さ
せるための装置である。Ｚ軸直動機構３９は、Ｚ軸移動機構部３９Ａと、Ｚ軸ステージ板
３９Ｂと、Ｚ軸モータ３９Ｃとから構成されている。Ｚ軸移動機構部３９Ａは、Ｚ軸ステ
ージ板３９ＢをＺ軸方向にスライド可能に支持するための部材である。Ｚ軸移動機構部３
９Ａは、ガイドレール等で構成されている。Ｚ軸ステージ板３９Ｂは、検索用カメラ４０
等を支持するための部材である。Ｚ軸ステージ板３９Ｂは、水平に延びた２本の腕を有す
るブラケット３９Ｄを備え、このブラケット３９Ｄに検索用カメラ４０等が取り付けられ
ている。Ｚ軸モータ３９Ｃは、Ｚ軸ステージ板３９ＢをＺ軸方向に移動させるためのモー
タである。Ｚ軸モータ３９Ｃには、ネジ棒と移動ナット（いずれも図示せず）を備え、移
動ナットがＺ軸ステージ板３９Ｂに固定されて、Ｚ軸ステージ板３９ＢをＺ軸方向に移動
させるようになっている。
【００２６】
　検索用カメラ４０は、被検査基板Ｐの位置決め用マークを広い視野で検索するためのカ
メラである。アライメントカメラ４１は、検索用カメラ４０で特定された位置決め用マー
クを正確に認識して、被検査基板Ｐの正確な位置合わせを行うためのカメラである。アラ
イメントカメラ４１は、狭い視野で被検査基板Ｐを撮影する。検索用カメラ４０及びアラ
イメントカメラ４１は、ブラケット３９Ｄの２本の腕にそれぞれ支持されている。プロー
ブブロック４２は、被検査基板Ｐの試験回路Ｅの電極に電気的に接触して検査を行うため
の部材である。
【００２７】
　第２Ｚ軸ステージ部２８は、ワークテーブル１６上に載置された被検査基板ＰのＸ軸方
向及びＹ軸方向の大まかな位置合わせと、その後の被検査基板Ｐの正確な位置合わせと、
被検査基板Ｐ上の電極への電気的接触を行うための装置である。この第２Ｚ軸ステージ部
２８は、全体的には前記第１Ｚ軸ステージ部２７と同様である。第２Ｚ軸ステージ部２８
では、図９に示すように、第１Ｚ軸ステージ部２７に加えて、Ｙ軸プリアライメントセン
サ４３を備えている。このＹ軸プリアライメントセンサ４３は、ワークテーブル１６上の
被検査基板ＰのＹ軸方向の大まかな位置調整をするためにワークテーブル１６の縁部を検
出するセンサである。Ｙ軸プリアライメントセンサ４３は、第１Ｚ軸ステージ部２７の第
１のＸ軸プリアライメントセンサ３８と同様に、発光素子と受光素子とを備えて構成され
ている。これらの発光素子及び受光素子は、その検査光Ｃが被検査基板Ｐの縁部に平行に
なるように配設されている。これにより、第２Ｚ軸ステージ部２８の第２のＸ軸プリアラ
イメントセンサ３８の検査光ＣとＹ軸プリアライメントセンサ４３の検査光Ｃとが直交す
る位置関係になるように、第２のＸ軸プリアライメントセンサ３８とＹ軸プリアライメン
トセンサ４３が配設されている。
【００２８】
　以上のように構成された被検査基板Ｐのアライメント機構１１は次のように動作する。
図１０～１４に基づいて説明する。
【００２９】
　まず、図１０に示すように、被検査基板Ｐは、Ｘθ軸ワークステージ１２のワークテー
ブル１６に載置されて、このＸθ軸ワークステージ１２でＹＺ軸コンタクトステージ１３
側へ移送される。このとき、被検査基板Ｐがずれていると、図１１に示すように、２つの
Ｘ軸プリアライメントセンサ３８のうちの一方が、先に被検査基板Ｐの縁部を検出する。
次いで、図１２に示すように、他方のＸ軸プリアライメントセンサ３８が被検査基板Ｐの
縁部を検出する。この２つのＸ軸プリアライメントセンサ３８の検出のずれを基に、被検
査基板Ｐの傾きを制御部４５で座標に取り込んで計算する。そして、制御部４５で、Ｘθ
軸ワークステージ１２のθ軸回転機構を制御して、図１３に示すように、前記被検査基板
Ｐの傾きの分だけワークテーブル１６を回転させて補正する。
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【００３０】
　次いで、第２Ｚ軸ステージ部２８がＹ軸直動機構２６でＹ軸方向に移動されて、Ｙ軸プ
リアライメントセンサ４３で被検査基板Ｐの縁部を検出する。
【００３１】
　これにより、被検査基板ＰのＸ軸方向及びＹ軸方向の位置と、被検査基板Ｐの角度が特
定されて、被検査基板Ｐの大まかな位置合わせが行われる。
【００３２】
　次いで、検索用カメラ４０によって、被検査基板Ｐが広い視野で撮影されて被検査基板
Ｐの位置決め用マークが特定される。次いで、アライメントカメラ４１によって、被検査
基板Ｐの位置決め用マークが狭い視野で撮影されて被検査基板Ｐの位置が正確に調整され
る。次いで、プローブブロック４２の探針が試験回路Ｅの電極に接触させて検査が行われ
る。
【００３３】
　以上により、大型の被検査基板Ｐに対しても、確実にプリアライメントを行うことがで
きる。
【００３４】
　制御部４５で補正するため、Ｘθ軸ワークステージ１２とＹＺ軸コンタクトステージ１
３とを別部材とする場合でも、被検査基板Ｐのずれを補正して、確実にプリアライメント
を行うことができる。
【００３５】
　ＹＺ軸コンタクトステージ１３のＺ軸直動機構３９に、被検査基板Ｐの位置決め用マー
クを検索するために広い視野で被検査基板Ｐを撮影する検索用カメラ４０と、被検査基板
Ｐの正確な位置決めをするために狭い視野で被検査基板Ｐを撮影するアライメントカメラ
４１とを備えたので、Ｘ軸プリアライメントセンサ３８及びＹ軸プリアライメントセンサ
４３と相まって、大型の被検査基板Ｐを短時間で容易にかつ正確に位置合わせすることが
できる。この結果、被検査基板Ｐの検査の作業性が向上する。
【００３６】
　Ｘ軸プリアライメントセンサ３８及びＹ軸プリアライメントセンサ４３を、検査光Ｃを
発する発光素子と、当該発光素子から発せられて前記被検査基板の表面で反射した検査光
Ｃを受光する受光素子とから構成し、前記検査光Ｃが被検査基板Ｐの縁部に平行になるよ
うに、前記発光素子と受光素子を配設したので、被検査基板Ｐの縁部を正確に検出するこ
とができる。この結果、大型の被検査基板Ｐを短時間で容易にかつ正確に位置合わせする
ことができ、被検査基板Ｐの検査の作業性が向上する。
【００３７】
　また、制御部４５が、別部材であるＸθ軸ワークステージ１２とＹＺ軸コンタクトステ
ージ１３との設置時等のずれを吸収する補正機能を備えたので、Ｘθ軸ワークステージ１
２とＹＺ軸コンタクトステージ１３とが諸般に事情によってずれても、大型の被検査基板
Ｐを正確に位置合わせすることができるようになる。
【００３８】
[第２実施形態]
　次に、本発明の第２実施形態について図１５を基に説明する。
【００３９】
　本実施形態のアライメント機構５１の全体構成は、前記第１実施形態に係るアライメン
ト機構１１とほぼ同様であるため、同一部材には同一符号を付してその説明を省略する。
本実施形態のアライメント機構５１は、第１実施形態に係るアライメント機構１１に、第
３Ｚ軸ステージ部５２と、第４Ｚ軸ステージ部５３を追加したものである。
【００４０】
　第３Ｚ軸ステージ部５２は、図５，６に示す前記第１実施形態の第１Ｚ軸ステージ部２
７の各装置のうち、Ｘ軸プリアライメントセンサ３８、検索用カメラ４０、アライメント
カメラ４１を除いて、プローブブロック４２だけにしたものである。コンタクトステージ
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板３７に取り付けられたＺ軸直動機構３９のＺ軸ステージ板３９Ｂにプローブブロック４
２が取り付けられている。この第３Ｚ軸ステージ部５２は、制御部４５で制御されたＹ軸
直動機構２６によってＹ軸方向に適宜移動されて、プローブブロック４２の探針と被検査
基板Ｐの試験回路Ｅの電極とが互いに整合される。そして、Ｚ軸直動機構３９でプローブ
ブロック４２が上下動されて探針が被検査基板Ｐの試験回路Ｅの電極に電気的に接触され
る。
【００４１】
　第４Ｚ軸ステージ部５３は第３Ｚ軸ステージ部５２と同様の装置である。本実施形態で
は、第３Ｚ軸ステージ部５２と第４Ｚ軸ステージ部５３の２つの装置を追加して４つのＺ
軸ステージ部としている。４つのＺ軸ステージ部としたのは、被検査基板Ｐ上の試験回路
Ｅが４列に配設されているためである。即ち、本実施形態の被検査基板Ｐでは、試験回路
Ｅが４行４列に配設されているため、第１Ｚ軸ステージ部２７、第２Ｚ軸ステージ部２８
、第３Ｚ軸ステージ部５２及び第４Ｚ軸ステージ部５３をそれぞれ試験回路Ｅの列に合わ
せて配設し、一度に４つの試験回路Ｅに４つのプローブブロック４２の探針をそれぞれ接
触させて、４回の接触で１枚の被検査基板Ｐの試験を完了させるようにした。
【００４２】
　具体的には、第１Ｚ軸ステージ部２７及び第２Ｚ軸ステージ部２８をＹ軸直動機構２６
でＹ軸方向に適宜移動させて、Ｘ軸プリアライメントセンサ３８及びＹ軸プリアライメン
トセンサ４３で被検査基板Ｐの縁部を検出して、被検査基板ＰのＸ軸方向及びＹ軸方向の
位置と、被検査基板Ｐの角度が特定されて、被検査基板Ｐの大まかな位置合わせを行う。
次いで、検索用カメラ４０で被検査基板Ｐの位置決め用マークを検索し、アライメントカ
メラ４１で被検査基板Ｐの位置を正確に調整する。
【００４３】
　次いで、制御部４５が、正確に位置決めされた被検査基板Ｐを基に、被検査基板Ｐ上の
各試験回路Ｅの位置を計算し、Ｙ軸直動機構２６を制御して、第１Ｚ軸ステージ部２７及
び第２Ｚ軸ステージ部２８と共に、第３Ｚ軸ステージ部５２及び第４Ｚ軸ステージ部５３
をそれぞれ移動させて、１行目の各試験回路Ｅの位置に整合させる。次いで、Ｚ軸直動機
構３９でプローブブロック４２の各探針を各試験回路Ｅの電極に接触させて、検査する。
【００４４】
Ｘθ軸ワークステージ１２で被検査基板ＰをＸ軸方向に移動させながら、２～４行目の各
試験回路Ｅの電極にプローブブロック４２の各探針を接触させて、検査する。そして、こ
の４回の接触で１枚の被検査基板Ｐの試験を完了させる。
【００４５】
　これにより、前記第１実施形態と同様の効果を奏すると共に、４つのＺ軸ステージ部で
平行して検査するため、検査作業の効率化を図ることができる。特に、大型の被検査基板
Ｐでは、Ｚ軸ステージ部の数が少ないと、このＺ軸ステージ部の移動量が多くなり、検査
作業に時間がかかることになるが、本実施形態のように４つのＺ軸ステージ部で平行して
検査することで、検査作業の効率化を図ることができる。
【００４６】
[変形例]
　前記第１実施形態では、当該Ｙ軸直動機構によってＹ軸方向に移動可能に支持されるＺ
軸ステージ部を、第１Ｚ軸ステージ部２７と第２Ｚ軸ステージ部２８との２つ設けたが、
３つ以上設けても良い。被検査基板Ｐが大型になると、その縁部も正確な寸法に維持され
るとは限らないため、複数箇所で被検査基板Ｐの縁部を検出して、座標上でその各位置を
確認する。このとき、互いにずれている場合は、それが誤差の範囲ないか否かを判断する
。そして、誤差の範囲内であれば無視し、誤差の範囲を超えていれば、各点の平均値に基
づいて座標を特定する。
【００４７】
　前記第２実施形態では、第１実施形態に対して、２つのＺ軸ステージ部５２，５３を追
加して４つのＺ軸ステージ部（第１～第４Ｚ軸ステージ部２７、２８，５２，５３）とし
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たが、第１実施形態に対して、１つ又は３つ以上のＺ軸ステージ部を追加して、３つのＺ
軸ステージ部又は５つ以上のＺ軸ステージ部としてもよい。被検査基板Ｐの寸法や、試験
回路Ｅの個数等の諸条件に応じて、Ｚ軸ステージ部の設置個数を設定する。
【００４８】
　また、複数のＺ軸ステージ部を設ける場合、Ｙ軸プリアライメントセンサ４３は複数の
Ｚ軸ステージ部のうち端部のＺ軸ステージ部に設けることが望ましいが、Ｘ軸プリアライ
メントセンサ３８は各Ｚ軸ステージ部に設けてもよい。ある程度離れた２箇所の位置で被
検査基板Ｐの縁部を検出できればよいため、複数のＺ軸ステージ部のうちのある程度離れ
た２つのＺ軸ステージ部に設ければよい。また、全てのＺ軸ステージ部にＸ軸プリアライ
メントセンサ３８を設けて、ある程度離れた２つのＺ軸ステージ部のＸ軸プリアライメン
トセンサ３８を適宜選択して被検査基板Ｐの縁部を検出してもよい。
【００４９】
　これらによっても、前記第１及び第２実施形態と同様の作用、効果を奏することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第１実施形態に係るアライメント機構を示す斜視図である。
【図２】従来の被検査基板の調整方法を示す模式図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るアライメント機構を示す平面図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るアライメント機構を示す平面図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る第１Ｚ軸ステージ部を示す斜視図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る第１Ｚ軸ステージ部を示す正面図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係るＸ軸プリアライメントセンサを示す模式図である。
【図８】本発明の第１実施形態に係るＸ軸プリアライメントセンサで厚さの異なる被検査
基板を検出する状態を示す模式図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係る第２Ｚ軸ステージ部を示す正面図である。
【図１０】本発明の第１実施形態に係るアライメント機構での被検査基板のアライメント
を示す模式図である。
【図１１】図１０の状態から被検査基板の縁を第１のＸ軸プリアライメントセンサが検出
した状態を示す模式図である。
【図１２】図１１の状態から被検査基板の縁を第２のＸ軸プリアライメントセンサが検出
した状態を示す模式図である。
【図１３】図１２の状態から被検査基板を回転させて補正した状態を示す模式図である。
【図１４】図１３の状態からＹ軸プリアライメントセンサを移動させて被検査基板の縁を
検出した状態を示す模式図である。
【図１５】本発明の第２実施形態に係るアライメント機構を示す平面図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１１：アライメント機構、１２：Ｘθ軸ワークステージ、１３：ＹＺ軸コンタクトステ
ージ、１５：架台、１６：ワークテーブル、１７：Ｘ軸直動機構、１９：支持フレーム、
２１：バキューム溝、２２：ガイドレール、２３：リニアモータ、２５：支持アーム部、
２６：Ｙ軸直動機構、２７：第１Ｚ軸ステージ部、２８：第２Ｚ軸ステージ部、３０：架
台、３１：梁材、３３：ガイドレール、３４：リニアモータ、３５：スライダ、３７：コ
ンタクトステージ板、３８：Ｘ軸プリアライメントセンサ、３９：Ｚ軸直動機構、４０：
検索用カメラ、４１：アライメントカメラ、４２：プローブブロック、４３：Ｙ軸プリア
ライメントセンサ、４５：制御部、５１：アライメント機構、５２：第３Ｚ軸ステージ部
、５３：第４Ｚ軸ステージ部。
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【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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