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(57)【要約】
【課題】基台下の構造について設計の自由度を高めつつ
大型化を抑制することを可能とするステージ装置を提供
する。
【解決手段】基台１０と、基台１０上で一軸方向に移動
可能に設けられるガントリ部３０とを備えたステージ装
置１であって、基台１０の側方に張り出すように設けら
れ、一軸方向に沿って延び、ガントリ部３０の移動を案
内するガイドレール４０が設置される張り出し片５２と
、基台１０の側方であって張り出し片５２の下方に設け
られ、ガントリ部３０の移動に追従して変形し、ガント
リ部３０を制御するケーブルをまとめて配線するケーブ
ルキャリア６０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基台と、前記基台上で一軸方向に移動可能に設けられるガントリとを備えたステージ装
置であって、
　前記基台の側方に張り出すように設けられ、前記一軸方向に沿って延び、前記ガントリ
の移動を案内するガイドレールが設置されるガントリ支持台と、
　前記基台の側方であって前記ガントリ支持台の下方に設けられ、前記ガントリの移動に
追従して変形するケーブルキャリアと、
を備えることを特徴とするステージ装置。
【請求項２】
　前記ケーブルキャリアは、前記ガントリへのケーブルを支持するものであり、
　前記ガントリと前記ケーブルキャリアとの間には前記ケーブルを案内する連絡部材が設
けられ、
　前記連絡部材と前記ケーブルキャリアとの連結点は、前記ガントリと対面する前記基台
を構成する枠体の側方にあることを特徴とする請求項１に記載のステージ装置。
【請求項３】
　前記ガントリ支持台の下面と前記基台の側面との間には、補強リブが設けられているこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載のステージ装置。
【請求項４】
　前記基台は、該基台を水平方向に複数のブロックに分割するための分割部を有すること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のステージ装置。
【請求項５】
　前記ガントリ支持台の下面と前記基台の側面との間には、補強リブが設けられており、
　前記基台は、該基台を水平方向に複数のブロックに分割するための分割部を有し、
　前記分割部における前記ブロック同士の連結は、前記補強リブを介して行われることを
特徴とする請求項１に記載のステージ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板が搭載される基台上を一軸方向に移動するガントリ部を有するステージ
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶パネルや半導体等の各種基板の製造等に用いられるステージ装置として、例
えば特許文献１に開示されたものが知られている。このステージ装置は、缶材を枠状に連
結して構築された製缶構造の基台と、基台の両側に設けられた一対のガイドレールと、こ
れらガイドレールに沿って案内される一対の案内スライダと、一対の案内スライダ間に横
架されるビームとを備えている。ビームは、ガイドレールに沿って移動し、このビームに
搭載されたカメラやリペア装置等により、基板の欠陥を検出すると共にそれを修復する。
基台は、除振ユニットを介して架台上に支持される。
【０００３】
　このステージ装置には、ケーブルキャリアが設けられている。ビームには、ビーム自体
やビームに沿って移動するスライダを制御するための電力を供給する電力ケーブルや、ス
ライダに付設される処理装置との間で各種信号を送受信するための信号ケーブルなどが接
続されている。これらケーブルが、ケーブルキャリアを介して配線されている。このとき
、幅方向のサイズを小さくするため、ケーブルキャリアは基台の下方に配置されている。
そして、ケーブルキャリアとビームとの間には連結部材が設けられており、ケーブルキャ
リアから出たケーブルがビームに案内されている。
【特許文献１】特開２００６－２６９５０９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した従来のステージ装置では、基台の下方にケーブルキャリアを配
置するため、その部分には除振ユニットや柱を配置することができず、設計の自由度が低
かった。
【０００５】
　本発明は、上記した事情に鑑みて為されたものであり、基台下の構造について設計の自
由度を高めつつ大型化を抑制することを可能とするステージ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】
【０００６】
　本発明に係るステージ装置は、基台と、前記基台上で一軸方向に移動可能に設けられる
ガントリとを備えたステージ装置であって、前記基台の側方に張り出すように設けられ、
前記一軸方向に沿って延び、前記ガントリの移動を案内するガイドレールが設置されるガ
ントリ支持台と、前記基台の側方であって前記ガントリ支持台の下方に設けられ、前記ガ
ントリの移動に追従して変形するケーブルキャリアと、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　このように、基台の側方にケーブルキャリアを設けているため、基台下の構造について
設計の自由度を高めることができる。また、基台の側方に張り出すようにガントリ支持台
を設けることで、基台の幅を小さくした上で、基台の側方であってガントリ支持台の下方
にケーブルキャリアを設けることができるため、大型化を抑制することができる。
【０００８】
　前記ケーブルキャリアは、前記ガントリへのケーブルを支持するものであり、前記ガン
トリと前記ケーブルキャリアとの間には前記ケーブルを案内する連絡部材が設けられ、前
記連絡部材と前記ケーブルキャリアとの連結点は、前記ガントリと対面する前記基台を構
成する枠体の側方にあることを特徴としてもよい。従来技術のように、基台の下方にケー
ブルキャリアを配置すると、ケーブルキャリアとガントリとの間に設けられる連絡部材が
長くなるため、振動が生じやすく、外乱が大きくなるおそれがある。これに対し、上記の
ように構成することで、連絡部材の長さを短くして振動の発生を抑え、外乱による影響を
抑えることができる。
【０００９】
　前記ガントリ支持台の下面と前記基台の側面との間には、補強リブが設けられているこ
とを特徴としてもよい。このようにすれば、ガントリ支持台の剛性を高めることができる
。
【００１０】
　前記基台は、該基台を水平方向に複数のブロックに分割するための分割部を有すること
を特徴としてもよい。このようにすれば、基板の大型化に伴い基台が大型化しても、特殊
大型車両を用いることなく基台を分割して輸送することが可能となる。
【００１１】
　前記ガントリ支持台の下面と前記基台の側面との間には、補強リブが設けられており、
前記基台は、該基台を水平方向に複数のブロックに分割するための分割部を有し、前記分
割部における前記ブロック同士の連結は、前記補強リブを介して行われることを特徴とし
てもよい。このように補強リブを介して連結することで、ブロック同士を強固に且つ容易
に連結することができる。また、従来のステージ構造の場合は、分割しようとすると連結
のためのフランジをステージの側面に飛び出すように設ける必要があり、横方向のサイズ
が大きくなってしまうという問題があるが、本実施形態では、補強リブが張り出し片より
も側方に飛び出ることを抑えることができるため、大型化を抑制することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、基台下の構造について設計の自由度を高めつつ大型化を抑制すること
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を可能とするステージ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】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１４】
　［第１実施形態］
【００１５】
　図１は、本発明の第１実施形態に係るステージ装置１を示す斜視図、図２は、図１のス
テージ装置１が備える基台を上方から見た斜視図、図３は、基台を下方から見た斜視図、
図４は、連結材が連結された基台の下部フレームが除振ユニットに支持されている状態を
示す斜視図である。
【００１６】
　図１に示すように、ステージ装置１は、基板が搭載される基台１０と、基台１０上を移
動するガントリ部３０と、ガントリ部３０の移動を案内するガイドレール４０及び永久磁
石４２と、ガントリ部３０の下部に設けられ、ガイドレール４０に案内される案内スライ
ダ４４及び永久磁石４２と対向する電磁石４６とを備え、このガントリ部３０がガイドレ
ール４０に沿って移動するものである。なお、図１において、基台１０の長手方向をＹ軸
方向とし、それと直交する水平方向をＸ軸方向とし、これらと直交する方向をＺ軸方向す
る。
【００１７】
　基台１０は、上部フレーム１２と、上部フレーム１２と上下に離間して設けられた下部
フレーム２２と、上部フレーム１２と下部フレーム２２とを連結する連結材１８とを有し
ている。
【００１８】
　上部フレーム１２は、Ｘ軸方向に延在する缶材１２ａ，１２ｂと、Ｙ軸方向に延在する
缶材１２ｃ，１２ｄとを各々連結させることで形成される矩形状の枠体の内側を、複数の
補強材１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄで補強することにより構成される。ここで、缶材
１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは中空の棒材であり、本実施形態では断面ロ状のロ型鋼
を利用している。また、補強材１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄは、中空・中実を問わず
枠体の内側に横架される棒材であり、本実施形態では断面Ｈ状のＨ型鋼と断面ロ状のロ型
鋼とを利用している。
【００１９】
　ここで、詳細は後述するが、基台１０は長手方向の水平方向に複数のブロック（ここで
は２ブロック）に分割可能であり、上部フレーム１２のＹ軸方向に延在する缶材１２ｃ，
１２ｄは途中で切断され、分割部１６が設けられている。そして、分割部１６を挟んで手
前側と後ろ側のブロックのそれぞれについて、切断部分の缶材１２ｃ，１２ｄ間には、Ｘ
軸方向に延在するようにロ型鋼からなる補強材１４ａが横架されている。
【００２０】
　そして、缶材１２ａと缶材１２ｃ，１２ｄと補強材１４ａとで形成される手前の枠内に
、Ｈ型鋼からなる補強材１４ｂが、缶材１２ｃ，１２ｄに平行に架設されると共に、缶材
１２ａ及び補強材１４ａに平行に架設される。また、Ｈ型鋼からなる補強材１４ｃが、缶
材１２ａ，１２ｃ，１２ｄと補強材１４ａに対して斜めに対角状に横架されている。従っ
て、補強材１４ｂ、１４ｃは中央の一点で交差し、ここから放射状に延びた状態となって
いる。
【００２１】
　また、缶材１２ｃ，１２ｄと缶材１２ｂと補強材１４ａとで形成される後ろの枠内に、
Ｈ型鋼からなる補強材１４ｄが、缶材１２ｂ，１２ｃ，１２ｄと補強材１４ａに対して斜
めに横架されている。
【００２２】
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　下部フレーム２２は、Ｘ軸方向に延在する缶材２２ａ，２２ｂと、Ｙ軸方向に延在する
缶材２２ｃ，２２ｄとを各々連結させることで形成される矩形状の枠体の内側を、補強材
２４ｂで補強することにより構成される。缶材２２ａ，２２ｂ，２２ｃ，２２ｄの径は、
上部フレーム１２の缶材１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄよりも小さくされている。ロ型
鋼からなる補強材２４ｂは、缶材２２ｃ，２２ｄの長手方向の中央部において、Ｘ軸方向
に横架されている。
【００２３】
　ここで、前述したように、基台１０は長手方向の水平方向に複数のブロック（ここでは
２ブロック）に分割可能であり、下部フレーム２２のＹ軸方向に延在する缶材２２ｃ，２
２ｄは途中で切断され、分割部２６が設けられている。
【００２４】
　連結材１８は、Ｚ軸方向に離間した状態で、上部フレーム１２と下部フレーム２２とを
連結している。本実施形態では、連結材１８はロ型鋼からなる缶材から構成されており、
上部フレーム１２と下部フレーム２２とを四隅で連結している。更に、剛性を高めるため
に、上下の缶材１２ｃ，２２ｃ間には、分割部１６，２６の手前側に、Ｚ軸方向に延在す
るようにロ型鋼からなる連結材１８が架設されている。また、上下の缶材２２ｄ，２２ｄ
間には、分割部１６，２６の手前側に、Ｚ軸方向に延在するようにロ型鋼からなる連結材
１８が架設されている。
【００２５】
　除振ユニット５０は、ステージ装置１を設置する設置面と基台１０との間に設けられて
いる。より詳細には、除振ユニット５０は、下部フレーム２２の四隅と、缶材２２ｃ，２
２ｄの途中における下部において、基台１０を除振可能に支持している。除振ユニット５
０は、設置面から基台１０に伝わる振動を取り除くものであり、例えば空気バネやゴムな
どの弾性材から構成されるものを利用できる。
【００２６】
　ガイドレール４０は、Ｙ軸方向に延在する。より詳細には、缶材１２ｃ，１２ｄには、
外側方に向かって張り出し片（ガイドレール支持台）５２が設けられており、この張り出
し片５２がＹ軸方向に連続して延在している。そして、この張り出し片５２の上面に、ガ
イドレール４０が設けられている。また、永久磁石４２は、張り出し片５２の上面におい
てガイドレール４０よりも外側の位置に隣接して設けられ、Ｙ軸方向に延在する。この永
久磁石４２は、Ｙ軸方向にＳ極とＮ極の所定パターンが繰り返されているものである。
【００２７】
　ガイドレール４０及び永久磁石４２の上方には、Ｘ軸方向に延びるガントリ部３０の両
側の下部に連結された連結板４６が配置されており、この連結板４６の下面には、案内ス
ライダ４４と電磁石４８が各々隣接して設けられている。電磁石４８は、永久磁石４２の
Ｓ極とＮ極のパターンにあわせて磁極を変化させ、永久磁石４２との間で反発力を発生さ
せることによってガントリ部３０をガイドレール４０で案内しながらＹ軸方向に移動させ
ることができる。
【００２８】
　なお、張り出し片５２の下面には、缶材１２ｃ，１２ｄの外側面との間に架設された複
数の補強リブ５４がＹ軸方向に所定間隔で設けられ、剛性が高められている。
【００２９】
　ガントリ部３０は、Ｘ軸方向に延びる支持部３０ａ、リニアモータ部３０ｂ、及び移動
部３０ｃを備える。移動部３０ｃは、リニアモータ部３０ｂにより当該リニアモータ部３
０ｂに沿ってＸ軸方向へ移動可能とされている。そして、この移動部３０ｃに所定の処理
装置を付設することで、処理装置がＸ軸方向に移動し、基台１０に搭載された基板に対し
て所定の処理が実行される。この処理装置としては、基板上の欠陥を検査するカメラであ
ったり、カラーフィルターの色抜けなど基板の表面処理状態を修復するリペア装置であっ
たり、基板に対してパターン処理する塗布装置であったりすることができる。
【００３０】
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　図５に示すように、ステージ装置１の基台１０上には、液晶パネルなどの基板を載置す
るためのワーク定盤１１が設置される。なお、ステージ装置１が輸送車で輸送される際、
このワーク定盤１１が設置された状態で輸送車に積載される。
【００３１】
　本実施形態においては、図５に示すように、基台１０、ガイドレール４０、永久磁石４
２、張り出し片５２及びワーク定盤１１は、Ｙ軸方向と直交する分割面で分割される。そ
して、分割された基台１０は、分割部１６，２６でボルト等によって連結される。すなわ
ち、分割部２６（１６）には、図６に示すように、切断された缶材２２ｃ（１２ｃ）の切
断面を取り囲むように外向きフランジ２６ａ（１６ａ）が設けられており、この外向きフ
ランジ２６ａ（１６ａ）を介して分割された基台１０のブロック同士が連結されている。
なお、上部フレーム１２の分割部１６においては、補強リブ５４が外向きフランジ１６ａ
を兼ねている。これにより、補強リブ５４を介して、ボルト締め等によりブロック同士が
強固に且つ容易に連結される。
【００３２】
　このように、基台１０、ガイドレール４０、永久磁石４２、張り出し片５２及びワーク
定盤１１はＹ軸方向に分割可能に構成されているため、ステージ装置１は２つのブロック
に分割可能に構成されることになる。なお、分割部１６，２６は、上下のＺ軸方向につい
て対応する位置に設けられ、Ｙ軸方向について各ブロックが輸送車に積載可能な大きさと
なるような位置に形成される。
【００３３】
　また、基台１０の両側方であって張り出し片５２の下方には、図１及び図７に示すよう
に、ケーブルキャリア６０が設けられている。ガントリ部３０には、ガントリ部３０自体
や移動部３０ｃの移動を制御するための電力を供給する図示しない電力ケーブルや、移動
部３０ｃに付設される処理装置との間で各種信号を送受信するための図示しない信号ケー
ブルなどが接続されている。これらケーブルが、ケーブルキャリア６０を介して配線され
ている。
【００３４】
　ケーブルキャリア６０は、扁平な複数の筒材を連設してなり、各筒材は互いに制限され
た角度内で回動自在に連結されている。まとめられたケーブルは、このケーブルキャリア
６０の内部に通されている。ケーブルキャリア６０の一端６０ａは、基台１０の側方に設
けられた支持台６２上に固定されている。また、ケーブルキャリア６０の他端６０ｂは、
連絡部材６４に固定されている。連絡部材６４は、筒状の部材であってガントリ部３０と
ケーブルキャリア６０とに連結されており、ケーブルキャリア６０からのケーブルをガン
トリ部３０に案内する。
【００３５】
　従って、図８に示すように、ケーブルキャリア６０はキャタピラ（登録商標）のように
変形自在であり、ガントリ部３０がＹ軸方向に移動するのに伴い、基台１０の長手方向の
任意の位置でＵ字状に屈曲可能である。そして、ケーブルキャリア６０の内部に通された
ケーブルは、ケーブルキャリア６０の変形に倣って変形する。
【００３６】
　このように、本実施形態に係るステージ装置１では、ケーブルキャリア６０を基台１０
の両側方であって張り出し片５２の下方に設けることで、基台１０の内部に設ける場合と
違って、缶材１２ｃ，２２ｃ間や缶材１２ｄ，２２ｄ間のスペースの利用の自由度が高ま
り、ここに連結材１８や除振ユニット５０を配置することができて、剛性の向上や制振性
を高めることができる。また、張り出し片５２を設けてこの上にガイドレール４０や永久
磁石４２を配置することで、基台１０の幅を小さくした上で、基台１０の側方であって張
り出し片５２の下方にケーブルキャリア６０を設けることができるため、大型化を抑制す
ることができる。
【００３７】
　また、従来技術のように、基台の下方にケーブルキャリアを配置すると、ケーブルキャ
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リアとガントリとの間に設けられる連絡部材が長くなるため、振動が生じやすく、外乱が
大きくなるおそれがあるのに対し、連絡部材６４とケーブルキャリア６０との連結点を、
ガントリ部３０と対面する上部フレーム１２の側方（すなわち、上部フレーム１２の側方
の高さ位置）に設けているため、連絡部材６４のＺ軸方向の長さを短くすることができ、
外乱の影響による基台１０の振動を低減することができる。
【００３８】
　また、基台１０は、基台１０を水平方向に複数のブロックに分割するための分割部１６
，２６を有するため、基板の大型化に伴い基台１０が大型化しても、特殊大型車両を用い
ることなく基台１０を分割して輸送することが可能となる。また、基台１０を構成する缶
材１２ｃ，１２ｄ，２２ｃ，２２ｄを機械加工する際も、分割された部分ごとに行うこと
ができるため、容易に機械加工を行うことができる。
　また、基台１０を分割する場合、基台１０が缶材により構成されていると接合面の剛性
が低く、ガントリ部３０の駆動時に歪みを生じさせる可能性があるが、本実施形態の基台
１０はボックス構造であり、上部フレーム１２と下部フレーム２６における上下の接合面
を合わせると接合面が増加しているため、歪みを生じさせるおそれを低減することができ
、基台１０の分割に有利な構造となっている。
【００３９】
　また、分割部１６，２６は、上部フレーム１２及び下部フレーム２６を構成する缶材を
上下対応する位置で切断して構成されているため、上部フレーム１２と下部フレーム２２
とに設けられる分割部１６，２６は上下方向に離間していることで、分割面が外れようと
するモーメントに対して強化されることになり、剛性上有利である。
【００４０】
　また、缶材の切断面には、外向きフランジ１６ａ，２６ａが設けられているため、分割
されたブロック同士を外向きフランジ１６ａ，２６ａを介してボルト等により容易に連結
することができる。
　なお、張り出し片５２の下面には、缶材１２ｃ，１２ｄの外側面との間に架設された複
数の補強リブ５４が設けられており、分割された基台１０は、この補強リブ５４を介して
も連結される。ここで、従来のステージ構造の場合は、分割しようとすると連結のための
フランジをステージの側面に飛び出すように設ける必要があり、横方向のサイズが大きく
なってしまうという問題があるが、本実施形態では、補強リブ５４や分割部１６，２６が
張り出し片５２よりも側方に飛び出ることを抑えることができるため、大型化を抑制する
ことができる。
【００４１】
　また、上部フレーム１２の枠内には斜め方向に補強材１４ｃ，１４ｄが架設されている
ため、枠内に平行に補強材を架設する場合に比べて十分に基台１０の剛性を高めることが
できる。すなわち、ガントリ部１３とその搭載装置が同時に移動した場合に発生する可能
性のある基台１０のねじれに対するねじれ剛性を高めることができる。
【００４２】
　また、基台１０が上部フレーム１２と下部フレーム２２とを有し、これを連結材１８で
連結して、いわゆるボックス構造としているため、缶材により構成されて軽量化が図られ
ているにも拘らず、剛性が高められている。したがって、ガントリ部３０の移動により荷
重がかかり除振ユニット５０が沈んで基台１０が傾いたとしても、基台１０自体の変形は
抑制されていることで、ガントリ部３０と基台１０との相対位置の誤差は極めて小さく、
基板の正確な処理が可能となる。また、基台１０の変形が元に戻るまで基板の処理を待つ
必要が無いため、スループットを下げる虞もない。
【００４３】
　なお、ここでは、上部フレーム１２の枠内にのみ斜め方向に補強材を設けていたが、下
部フレーム２２の枠内にも斜め方向に補強材を設けてもよい。
【００４４】
　また、連結材１８をロ型鋼により構成し、上部フレーム１２及び下部フレーム２２を四
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隅等で連結する構成としたが、連結材１８はロ型鋼に限られず、例えば板材により上部フ
レーム１２と下部フレーム２２とをグルッと囲むようにして連結する構成としてもよい。
【００４５】
　また、図９に示すように、上部フレーム１２の分割部１６の外向きフランジ１６ａと、
下部フレーム２２の分割部２６の外向きフランジ２６ａとを、一体構造にしてもよい。こ
のようにすれば、基台１０の剛性をより高めることができる。
【００４６】
　［第２実施形態］
【００４７】
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、上記した第１実施形態と同一の
要素には同一の符号を附し、重複する説明を省略する。
【００４８】
　図１０は、本発明の第２実施形態に係るステージ装置１０１の側面図、図１１は、図１
０のステージ装置１０１が備える基台１１０を上方から見た斜視図、図１２は、基台１１
０を下方から見た斜視図、図１３は、基台１１０を分割した後ろ側のブロックを上方から
見た斜視図、図１４は、連結材１１８が連結された基台１１０の下部フレーム１２２を示
す斜視図、図１５は、架台１７０と除振ユニット１５０とを示す斜視図である。
【００４９】
　この第２実施形態が第１実施形態と違う点は、基台１１０を架台１７０により支持する
ようにした点と、そのため基台１１０の構成を変更した点である。
【００５０】
　図１０に示すように、ステージ装置１０１は、基板が搭載される基台１１０と、基台１
１０上を移動するガントリ部１３０と、基台１１０に設けられ、ガントリ部１３０の移動
を案内するガイドレール１４０及び永久磁石１４２と、ガントリ部１３０の下部に設けら
れ、ガイドレール１４０に案内される案内スライダ１４４及び永久磁石１４２と対向する
電磁石１４６とを備え、このガントリ部１３０がガイドレール１４０に沿って移動するも
のである。なお、図１０において、基台１１０の長手方向をＹ軸方向とし、それと直交す
る水平方向をＸ軸方向とし、これらと直交する方向をＺ軸方向する。
【００５１】
　基台１１０は、上部フレーム１１２と、上部フレーム１１２と上下に離間して設けられ
た下部フレーム１２２と、上部フレーム１１２と下部フレーム１２２とを連結する連結材
１１８とを有している。
【００５２】
　上部フレーム１１２は、Ｘ軸方向に延在する缶材１１２ａ，１１２ｂと、Ｙ軸方向に延
在する缶材１１２ｃ，１１２ｄとを各々連結させることで形成される矩形状の枠体の内側
を、複数の補強材１１４ａ，１１４ｂ，１１４ｃ，１１４ｄで補強することにより構成さ
れる。ここで、缶材１１２ａ，１１２ｂ，１１２ｃ，１１２ｄは中空の棒材であり、本実
施形態では断面ロ状のロ型鋼を利用している。また、補強材１１４ａ，１１４ｂ，１１４
ｃ，１１４ｄは、中空・中実を問わず枠体の内側に横架される棒材であり、本実施形態で
は断面Ｈ状のＨ型鋼と断面ロ状のロ型鋼とを利用している。
【００５３】
　ここで、詳細は後述するが、基台１１０は長手方向の水平方向に複数のブロック（ここ
では２ブロック）に分割可能であり、上部フレーム１１２のＹ軸方向に延在する缶材１１
２ｃ，１１２ｄは途中で切断され、分割部１１６が設けられている。そして、分割部１１
６を挟んで手前側と後ろ側のブロックのそれぞれについて、切断部分の缶材１１２ｃ，１
１２ｄ間には、Ｘ軸方向に延在するようにロ型鋼からなる補強材１１４ａが横架されてい
る。
【００５４】
　そして、缶材１１２ａと缶材１１２ｃ，１１２ｄと補強材１１４ａとで形成される手前
の枠内に、Ｈ型鋼からなる補強材１１４ｂが、缶材１１２ｃ，１１２ｄに平行に架設され
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ると共に、缶材１１２ａ及び補強材１１４ａに平行に架設される。また、Ｈ型鋼からなる
補強材１１４ｃが、缶材１１２ａ，１１２ｃ，１１２ｄと補強材１１４ａに対して斜めに
対角状に横架されている。従って、補強材１１４ｂ、１１４ｃは中央の一点で交差し、こ
こから放射状に延びた状態となっている。
【００５５】
　また、缶材１１２ｃ，１１２ｄと缶材１１２ｂと補強材１１４ａとで形成される後ろの
枠内に、Ｈ型鋼からなる補強材１１４ｄが、缶材１１２ｂ，１１２ｃ，１１２ｄと補強材
１１４ａに対して斜めに横架されている。
【００５６】
　下部フレーム１２２は、Ｘ軸方向に延在する缶材１２２ａ，１２２ｂと、Ｙ軸方向に延
在する缶材１２２ｃ，１２２ｄとを各々連結させることで形成される矩形状の枠体の内側
を、複数の補強材１２４ａ，１２４ｂ，１２４ｃで補強することにより構成される。缶材
１２２ａ，１２２ｂ，１２２ｃ，１２２ｄの径は、上部フレーム１２の缶材１１２ａ，１
１２ｂ，１１２ｃ，１１２ｄよりも小さくされている。
【００５７】
　ここで、前述したように、基台１１０は長手方向の水平方向に複数のブロック（ここで
は２ブロック）に分割可能であり、下部フレーム１２２のＹ軸方向に延在する缶材１２２
ｃ，１２２ｄは途中で切断され、分割部１２６が設けられている。そして、分割部１２６
より手前側のブロックについて、切断部分の缶材１２２ｃ，１２２ｄ間には、Ｘ軸方向に
延在するようにロ型鋼からなる補強材１２４ａが横架されている。
【００５８】
　また、缶材１２２ａと缶材１２２ｃ，１１２ｄと補強材１２４ａとで形成される手前の
枠内に、Ｈ型鋼からなる補強材１２４ｂが、缶材１２２ｃ，１２２ｄに平行に架設される
と共に、缶材１２２ａ及び補強材１２４ａに平行に架設される。また、Ｈ型鋼からなる補
強材１２４ｃが、缶材１２２ａ，１２２ｃ，１２２ｄと補強材１２４ａに対して斜めに対
角状に横架されている。従って、補強材１２４ｂ、１２４ｃは中央の一点で交差し、ここ
から放射状に延びた状態となっている。
【００５９】
　また、下部フレーム１２２は、上部フレーム１１２の外形に沿い四隅が窪んだ略矩形状
である。この窪み１１９を通して、後述する架台１７０の支柱１７８が、上部フレーム１
１２の四隅を下方から支持する。
【００６０】
　連結材１１８は、Ｚ軸方向に離間した状態で、上部フレーム１１２と下部フレーム１２
２とを連結している。本実施形態では、連結材１１８はロ型鋼からなる缶材から構成され
ており、上部フレーム１１２と下部フレーム１２２とを四隅近傍で連結している。
【００６１】
　架台１７０は、図１５に示すように、Ｘ軸方向に延在する缶材１７２ａ，１７２ｂと、
Ｙ軸方向に延在する缶材１７２ｃ，１７２ｄとを各々連結させることで形成される矩形状
の枠体の内側を、複数の補強材１７４ａ，１７４ｂで補強することにより構成される。こ
こで、缶材１７２ａ，１７２ｂ，１７２ｃ，１７２ｄは中空の棒材であり、本実施形態で
は断面ロ状のロ型鋼を利用している。また、補強材１７４ａ，１７４ｂは、中空・中実を
問わず枠体の内側に横架される棒材であり、本実施形態では断面ロ状のロ型鋼を利用して
いる。
【００６２】
　ここで、前述したように基台１１０は長手方向の水平方向に複数のブロック（ここでは
２ブロック）に分割可能であり、これに併せて、架台１７０も複数のブロックに分割可能
である。架台１７０のＹ軸方向に延在する缶材１７２ｃ，１７２ｄは途中で切断され、分
割部１７６が設けられている。そして、分割部１７６を挟んで手前側と後ろ側のブロック
のそれぞれについて、切断部分の缶材１７２ｃ，１７２ｄ間には、Ｘ軸方向に延在するよ
うにロ型鋼からなる補強材１７４ａが横架されている。また、手前側の枠内には、更にＸ
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軸方向に延在するようにロ型鋼からなる補強材１７４ａが横架されている。また、架台１
７０の枠内には、Ｙ軸方向に延在するようにロ型鋼からなる補強材１７４ｂが横架されて
いる。この補強材１７４ｂは途中で切断され、分割部１７６が設けられている。
【００６３】
　架台１７０の四隅には、Ｚ軸方向に延在するように支柱１７８が設けられている。除振
ユニット１５０は、架台１７０の支柱１７８の上端と各缶材１７２ａ，１７２ｂ，１７２
ｃ，１７２ｄの上に設けられている。より詳細には、除振ユニット１５０は、上部フレー
ム１１２の四隅と架台１７０の支柱１７８の上端との間、及び、各缶材１７２ａ，１７２
ｂ，１７２ｃ，１７２ｄの途中における上部と下部フレーム１２２の缶材１２２ａ，１２
２ｂ，１２２ｃ，１２２ｄとの間において、基台１１０を除振可能に支持している。除振
ユニット１５０は、設置面から基台１１０に伝わる振動を取り除くものであり、例えば空
気バネやゴムなどの弾性材から構成されるものを利用できる。
【００６４】
　ガイドレール１４０は、Ｙ軸方向に延在する。より詳細には、缶材１１２ｃ，１１２ｄ
の上面には、外側方に向かって張り出し片１５２が設けられており、この張り出し片１５
２がＹ軸方向に連続して延在している。そして、この張り出し片１５２の上面に、ガイド
レール１４０が設けられている。また、永久磁石１４２は、張り出し片１５２の上面にお
いてガイドレール１４０よりも外側の位置に隣接して設けられ、Ｙ軸方向に延在する。こ
の永久磁石１４２は、Ｙ軸方向にＳ極とＮ極の所定パターンが繰り返されているものであ
る。
【００６５】
　ガイドレール１４０及び永久磁石１４２の上方には、Ｘ軸方向に延びるガントリ部１３
０の両側の下部に連結された連結板１４６が配置されており、この連結板１４６の下面に
は、案内スライダ１４４と電磁石１４８が各々隣接して設けられている。電磁石１４８は
、永久磁石１４２のＳ極とＮ極のパターンにあわせて磁極を変化させ、永久磁石１４２と
の間で反発力を発生させることによってガントリ部１３０をガイドレール１４０で案内し
ながらＹ軸方向に移動させることができる。
【００６６】
　なお、張り出し片１５２の下面には、缶材１１２ｃ，１１２ｄの外側面との間に架設さ
れた複数の補強リブ１５４がＹ軸方向に所定間隔で設けられ、剛性が高められている。
【００６７】
　ガントリ部１３０は、Ｘ軸方向に延びる支持部１３０ａ、リニアモータ部１３０ｂ、及
び移動部１３０ｃを備える。移動部１３０ｃは、リニアモータ部１３０ｂにより当該リニ
アモータ部１３０ｂに沿ってＸ軸方向へ移動可能とされている。そして、この移動部１３
０ｃに所定の処理装置を付設することで、処理装置がＸ軸方向に移動し、基台１１０に搭
載された基板に対して所定の処理が実行される。この処理装置としては、基板上の欠陥を
検査するカメラであったり、カラーフィルターの色抜けなど基板の表面処理状態を修復す
るリペア装置であったり、基板に対してパターン処理する塗布装置であったりすることが
できる。
【００６８】
　なお、ステージ装置１０１の基台１１０上には、第１実施形態と同様に、液晶パネルな
どの基板を載置するための図示しないワーク定盤が設置される。なお、ステージ装置１０
１が輸送車で輸送される際、このワーク定盤が設置された状態で輸送車に積載される。
【００６９】
　本実施形態においては、図１０に示すように、基台１１０、ガイドレール１４０、永久
磁石１４２、張り出し片１５２、架台１７０及びワーク定盤は、Ｙ軸方向と直交する分割
面で分割される。そして、分割された基台１１０は、分割部１１６，１２６でボルト等に
よって連結される。なお、上部フレーム１１２の分割部１１６においては、補強リブ１５
４が外向きフランジ１１６ａを兼ねている。これにより、補強リブ１５４を介して、ボル
ト締め等によりブロック同士が強固に且つ容易に連結される。
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　ここで、従来のステージ構造の場合は、分割しようとすると連結のためのフランジをス
テージの側面に飛び出すように設ける必要があり、横方向のサイズが大きくなってしまう
という問題があるが、本実施形態では、補強リブ１５４や分割部１１６，１２６が張り出
し片１５２よりも側方に飛び出ることを抑えることができるため、大型化を抑制すること
ができる。
【００７０】
　このように、基台１１０、ガイドレール１４０、永久磁石１４２、張り出し片１５２、
架台１７０及びワーク定盤はＹ軸方向に分割可能に構成されているため、ステージ装置１
０１は２つのブロックに分割可能に構成されることになる。なお、分割部１１６，１２６
，１７６は、上下のＺ軸方向について対応する位置に設けられ、Ｙ軸方向について各ブロ
ックが輸送車に積載可能な大きさとなるような位置に形成される。
【００７１】
　また、基台１１０の両側方であって張り出し片１５２の下方には、図１０及び図１６に
示すように、ケーブルキャリア１６０が設けられている。ガントリ部１３０には、ガント
リ部１３０自体や移動部１３０ｃの移動を制御するための電力を供給する図示しない電力
ケーブルや、移動部１３０ｃに付設される処理装置との間で各種信号を送受信するための
図示しない信号ケーブルなどが接続されている。これらケーブルが、ケーブルキャリア１
６０を介して配線されている。
【００７２】
　ケーブルキャリア１６０は、扁平な複数の筒材を連設してなり、各筒材は互いに制限さ
れた角度内で回動自在に連結されている。まとめられたケーブルは、このケーブルキャリ
ア１６０の内部に通されている。ケーブルキャリア１６０の一端１６０ａは、基台１１０
の側方に設けられた支持台１６２上に固定されている。また、ケーブルキャリア１６０の
他端１６０ｂは、連絡部材１６４に固定されている。連絡部材１６４は、筒状の部材であ
ってガントリ部１３０とケーブルキャリア１６０とに連結されており、ケーブルキャリア
１６０からのケーブルをガントリ部１３０に案内する。
【００７３】
　従って、図１７に示すように、ケーブルキャリア１６０はキャタピラ（登録商標）のよ
うに変形自在であり、ガントリ部１３０がＹ軸方向に移動するのに伴い、基台１１０の長
手方向の任意の位置でＵ字状に屈曲可能である。そして、ケーブルキャリア１６０の内部
に通されたケーブルは、ケーブルキャリア１６０の変形に倣って変形する。
【００７４】
　このように、本実施形態に係るステージ装置１０１では、ケーブルキャリア１６０を基
台１１０の両側方であって張り出し片１５２の下方に設けることで、基台１１０の内部に
設ける場合と違って、缶材１１２ｃ，１２２ｃ間や缶材１１２ｄ，１２２ｄ間のスペース
の利用の自由度が高まり、ここに連結材１１８や除振ユニット１５０を配置することがで
きて、剛性の向上や制振性を高めることができる。また、基台１１０の幅を小さくした上
で、基台１１０の側方であって張り出し片１５２の下方にケーブルキャリア１６０を設け
ることができるため、大型化を抑制することができる。
【００７５】
　また、従来技術のように、基台の下方にケーブルキャリアを配置すると、ケーブルキャ
リアとガントリとの間に設けられる連絡部材が長くなるため、振動が生じやすく、外乱が
大きくなるおそれがあるのに対し、連絡部材１６４とケーブルキャリア１６０との連結点
を、ガントリ部１３０と対面する上部フレーム１１２の側方（すなわち、上部フレーム１
１２の側方の高さ位置）に設けているため、連絡部材１６４のＺ軸方向の長さを短くする
ことができ、外乱の影響による基台１１０の振動を低減することができる。
【００７６】
　また、基台１１０は、基台１１０を水平方向に複数のブロックに分割するための分割部
１１６，１２６を有するため、基板の大型化に伴い基台１１０が大型化しても、特殊大型
車両を用いることなく基台１１０を分割して輸送することが可能となる。また、基台１１
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０を構成する缶材１１２ｃ，１１２ｄ，１２２ｃ，１２２ｄを機械加工する際も、分割さ
れた部分ごとに行うことができるため、容易に機械加工を行うことができる。
　また、基台１１０を分割する場合、基台１１０が缶材により構成されていると接合面の
剛性が低く、ガントリ部１３０の駆動時に歪みを生じさせる可能性があるが、本実施形態
の基台１１０はボックス構造であり、上部フレーム１１２と下部フレーム１２６における
上下の接合面を合わせると接合面が増加しているため、歪みを生じさせるおそれを低減す
ることができ、基台１１０の分割に有利な構造となっている。
【００７７】
　また、分割部１１６，１２６は、上部フレーム１１２及び下部フレーム１２６を構成す
る缶材を上下対応する位置で切断して構成されているため、上部フレーム１１２と下部フ
レーム１２２とに設けられる分割部１１６，１２６は上下方向に離間していることで、分
割面が外れようとするモーメントに対して強化されることになり、剛性上有利である。
【００７８】
　また、缶材の切断面には、外向きフランジ１１６ａ，１２６ａが設けられているため、
分割されたブロック同士を外向きフランジ１１６ａ，１２６ａを介してボルト等により容
易に連結することができる。また、架台１７０の缶材の切断面にも同様の外向きフランジ
が設けられているため、分割されたブロック同士をボルト等により容易に連結することが
できる。
【００７９】
　また、上部フレーム１１２の枠内には斜め方向に補強材１１４ｃ，１１４ｄが架設され
ており、下部フレーム１２２の枠内には斜め方向に補強材１２４ｃが架設されているため
、枠内に平行に補強材を架設する場合に比べて十分に基台１１０の剛性を高めることがで
きる。
【００８０】
　また、基台１１０が上部フレーム１１２と下部フレーム１２２とを有し、これを連結材
１１８で連結して、いわゆるボックス構造としているため、缶材により構成されて軽量化
が図られているにも拘らず、剛性が高められている。したがって、ガントリ部１３０の移
動により荷重がかかり除振ユニット１５０が沈んで基台１１０が傾いたとしても、基台１
１０自体の変形は抑制されていることで、ガントリ部１３０と基台１１０との相対位置の
誤差は極めて小さく、基板の正確な処理が可能となる。また、基台１１０の変形が元に戻
るまで基板の処理を待つ必要が無いため、スループットを下げる虞もない。
【００８１】
　また、ステージ装置１０１は、除振ユニット１５０を介して基台１１０を支持する架台
１７０を備えるため、架台１７０上で基台１１０を除振状態で支持することができる。
【００８２】
　また、下部フレーム１２２の四隅の窪み１１９を通して上部フレーム１１２の四隅を下
方から除振ユニット１５０を介して支柱１７８により支持しているため、除振ユニット１
５０を介して基台１１０を重心に近いより高い位置で支持することができ、ガントリ部１
３０の移動により生じる基台１１０の揺れを抑えることができる。また、下部フレーム１
２２が錘として機能することで、基台１１０の揺れを一層抑えることができる。
【００８３】
　なお、連結材１１８をロ型鋼により構成し、上部フレーム１１２及び下部フレーム１２
２を四隅等で連結する構成としたが、連結材１１８はロ型鋼に限られず、例えば板材によ
り上部フレーム１１２と下部フレーム１２２とをグルッと囲むようにして連結する構成と
してもよい。
【００８４】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されることなく、種々の変形が可能である。例
えば、上記した実施形態では、ガントリ部３０，１３０がＹ軸方向に移動し、移動部３０
ｃ，１３０ｃがＸ軸方向に移動する２軸タイプのステージ装置１，１０１に対する適用を
述べているが、ガントリ部３０，１３０のみが移動する１軸タイプにも適用可能である。
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【００８５】
　また、ガントリ部３０，１３０や移動部３０ｃ，１３０ｃの移動は、接触タイプ、非接
触タイプの何れであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の第１実施形態に係るステージ装置を示す斜視図である。
【図２】図１のステージ装置が備える基台を上方から見た斜視図である。
【図３】基台を下方から見た斜視図である。
【図４】連結材が連結された基台の下部フレームが除振ユニットに支持されている状態を
示す斜視図である。
【図５】図１に示すステージ装置にワーク定盤をセットした斜視図である。
【図６】分割部を示す正面図である。
【図７】ケーブルキャリアの配置を示す部分拡大図である。
【図８】図１に示すステージ装置の側面図である。
【図９】分割部の変形例を示す図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係るステージ装置を示す斜視図である。
【図１１】図１０のステージ装置が備える基台を上方から見た斜視図である。
【図１２】基台を下方から見た斜視図である。
【図１３】基台を分割した後ろ側のブロックを上方から見た斜視図である。
【図１４】連結材が連結された基台の下部フレームを示す斜視図である。
【図１５】架台と除振ユニットとを示す斜視図である。
【図１６】ケーブルキャリアの配置を示す部分拡大図である。
【図１７】図１０に示すステージ装置の側面図である。
【符号の説明】
【００８７】
　１，１０１…ステージ装置、１０，１１０…基台、１２，１１２…上部フレーム、１４
ｃ，１４ｄ，１１４ｃ，１１４ｄ，１２４ｃ…補強材、１６，２６，１１６，１２６，１
７６…分割部、１６ａ，２６ａ…外向きフランジ、１８，１１８…連結材、２２，１２２
…下部フレーム、３０，１３０…ガントリ部、５０，１５０…除振ユニット、５２，１５
２…張り出し片、６０，１６０…ケーブルキャリア、６４，１６４…連絡部材、１１９…
窪み、１７０…架台、１７８…支柱。



(14) JP 2008-76415 A 2008.4.3

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 2008-76415 A 2008.4.3

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月15日(2008.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　このステージ装置には、ケーブルキャリアが設けられている。ビームには、ビーム自体
やビームに沿って移動するスライダを制御するための電力を供給する電力ケーブルや、ス
ライダに付設される処理装置との間で各種信号を送受信するための信号ケーブルなどが接
続されている。これらケーブルが、ケーブルキャリアを介して配線されている。このとき
、幅方向のサイズを小さくするため、ケーブルキャリアは基台の下方に配置されている。
そして、ケーブルキャリアとビームとの間には連結部材が設けられており、ケーブルキャ
リアから出たケーブルがビームに案内されている。
【特許文献１】特開２００６－２８６９９４号公報
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