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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井搬送車により搬送される物品を保管可能なストッカを有し、前記天井搬送車が、物
品の上部を上方側からつかむ把持部と、前記把持部を昇降させる昇降駆動部とを備え、建
屋の天井に敷設された軌道を走行し、前記軌道の下方に設置されている装置のロードポー
トに物品を降ろして置く、ストッカシステムであって、
　前記ストッカは、
　前記装置よりも上方に配置され、
　上下方向に多段に設けられて物品を置くための複数の棚と、
　前記棚に物品を置き、又は前記棚に置かれた物品を取り出すクレーンと、を有し、
　前記複数の棚の下端の高さは、前記装置の高さよりも高く、
　前記クレーンの下端の高さは、前記装置の高さよりも高く、
　前記複数の棚は、前記天井搬送車及び前記クレーンのそれぞれが物品を置くための入出
庫ポートと、前記クレーンが物品を置くための保管棚と、を含み、
　前記入出庫ポートは、前記把持部が上方から物品を降ろして置けるだけの上下寸法を有
するように設けられており、
　前記保管棚は、前記入出庫ポートよりも数が多く、かつ前記入出庫ポートよりも上下寸
法が小さく設けられており、
　前記クレーンは、
　物品を載せて、前記入出庫ポート又は前記保管棚に物品を降ろして置く移載装置を備え
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、
　前記天井搬送車により前記入出庫ポートに置かれた物品を前記保管棚に置き、又は前記
保管棚に置かれた物品を取り出して前記入出庫ポートに置く、ストッカシステム。
【請求項２】
　前記軌道は、前記ロードポートの直上に位置しており、
　前記入出庫ポートは、前記軌道の下方かつ側方に配置され、
　前記天井搬送車は、前記昇降駆動部を前記軌道の側方に横出しさせる横出し機構を備え
、前記横出し機構により前記昇降駆動部を横出しして前記把持部を下降させることにより
前記入出庫ポートに物品を降ろして置く、又は前記入出庫ポートに置かれた物品を受け取
る、請求項１に記載のストッカシステム。
【請求項３】
　前記保管棚は、前記入出庫ポートの上方側及び下方側の少なくとも一方に多段に設けら
れる、請求項２に記載のストッカシステム。
【請求項４】
　前記入出庫ポートは、前記軌道の直下に配置され、
　前記天井搬送車は、前記昇降駆動部を前記軌道の側方に横出しさせる横出し機構を備え
、前記横出し機構により前記昇降駆動部を横出しして前記把持部を下降させることにより
前記ロードポートに物品を降ろして置く、又は前記ロードポートに置かれた物品を受け取
る、請求項１に記載のストッカシステム。
【請求項５】
　前記保管棚は、前記入出庫ポートの下方側に多段に設けられる、請求項４に記載のスト
ッカシステム。
【請求項６】
　前記クレーンは、周回軌道を走行し、
　前記複数の棚は、前記周回軌道における直線区間に対応して設けられる、請求項１から
請求項５のいずれか一項に記載のストッカシステム。
【請求項７】
　前記入出庫ポートに対して前記クレーンの走行領域を挟んで反対側に、前記クレーンに
より物品を置く又は物品を取り出すことが可能な第２保管棚が設けられる、請求項１から
請求項６のいずれか一項に記載のストッカシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ストッカシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造工場等では、半導体ウエハを収容するＦＯＵＰあるいはレチクルを収容する
レチクルＰｏｄなどの物品を保管するストッカが設けられている。このストッカは、建屋
の床面に設置された複数の棚と、棚に沿って移動するクレーンとを備えている（例えば、
特許文献１参照）。複数の棚は、上下方向及び左右方向に設けられ、クレーンによって物
品を載置可能な保管棚と、天井又は天井近傍に敷設された軌道に沿って走行する天井搬送
車が物品を降ろして置くための入出庫ポートとを備えている。クレーンは、保管棚と入出
庫ポートとの間で物品の移載を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５８８０６９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　特許文献１に記載のストッカは、複数の棚が建屋の床面に設置され、かつ床面に敷設さ
れた軌道に沿ってクレーンが走行するので、この複数の棚及びクレーンを設置するための
設置スペースを床面に確保する必要がある。
【０００５】
　本発明は、ストッカを上方に設置することにより建屋の床面においてストッカの設置に
要した面積をなくしつつ、複数の物品を高密度に収納することにより物品の収納効率を向
上させることが可能なストッカシステム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】
　本発明は、天井搬送車により搬送される物品を保管可能なストッカを有し、天井搬送車
が、物品の上部を上方側からつかむ把持部と、把持部を昇降させる昇降駆動部とを備え、
建屋の天井に敷設された軌道を走行し、軌道の下方に設置されている装置のロードポート
に物品を降ろして置く、ストッカシステムであって、ストッカは、装置よりも上方に配置
され、上下方向に多段に設けられて物品を置くための複数の棚と、棚に物品を置き、又は
棚に置かれた物品を取り出すクレーンと、を有し、複数の棚は、天井搬送車が物品を置く
ための入出庫ポートと、クレーンが物品を置くための保管棚と、を含み、入出庫ポートは
、把持部が上方から物品を降ろして置けるだけの上下寸法を有するように設けられており
、保管棚は、入出庫ポートよりも数が多く、かつ入出庫ポートよりも上下寸法が小さく設
けられており、クレーンは、物品を載せて、入出庫ポート又は保管棚に物品を降ろして置
く移載装置を備え、天井搬送車により入出庫ポートに置かれた物品を保管棚に置き、又は
保管棚に置かれた物品を取り出して入出庫ポートに置く、ストッカシステムが提供される
。
【０００７】
　また、軌道は、ロードポートの直上に位置しており、入出庫ポートは、軌道の下方かつ
側方に配置され、天井搬送車は、昇降駆動部を軌道の側方に横出しさせる横出し機構を備
え、横出し機構により昇降駆動部を横出しして把持部を下降させることにより入出庫ポー
トに物品を降ろして置く、又は入出庫ポートに置かれた物品を受け取る構成であってもよ
い。また、保管棚は、入出庫ポートの上方側及び下方側の少なくとも一方に多段に設けら
れてもよい。
【０００８】
　また、入出庫ポートは、軌道の直下に配置され、天井搬送車は、昇降駆動部を軌道の側
方に横出しさせる横出し機構を備え、横出し機構により昇降駆動部を横出しして把持部を
下降させることによりロードポートに物品を降ろして置く、又はロードポートに置かれた
物品を受け取る構成であってもよい。また、保管棚は、入出庫ポートの下方側に多段に設
けられてもよい。
【０００９】
　また、クレーンは、周回軌道を走行し、複数の棚は、周回軌道における直線区間に対応
して設けられてもよい。また、入出庫ポートに対してクレーンの走行領域を挟んで反対側
に、クレーンにより物品を置く又は物品を取り出すことが可能な第２保管棚が設けられて
もよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るストッカシステムによれば、ストッカが、装置よりも上方に配置されてい
るため、天井搬送車により物品の入出庫が可能な大容量のストッカを床面に設置すること
なく実現でき、建屋の床面の一部をストッカ設置以外の用途に利用することができ、例え
ば、ストッカの下方のスペースを作業者用通路として利用することができる。また、保管
棚の上下寸法が入出庫ポートよりも小さいので、保管棚を多段化しても上下方向の寸法を
抑えることが可能となる。その結果、この保管棚に物品を収納することにより、複数の物
品を高密度に収納することができ、物品の収納効率を向上させることができる。
【００１１】
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　また、軌道が、ロードポートの直上に位置しており、入出庫ポートが、軌道の下方かつ
側方に配置され、天井搬送車が、昇降駆動部を軌道の側方に横出しさせる横出し機構を備
え、横出し機構により昇降駆動部を横出しして把持部を下降させることにより入出庫ポー
トに物品を降ろして置く、又は入出庫ポートに置かれた物品を受け取る構成では、天井搬
送車の軌道が入出庫ポートからずれているため、入出庫ポートと保管棚とを上下方向に多
段化しても天井搬送車の走行の支障とならず、多くの保管棚を確保することができる。ま
た、保管棚が、入出庫ポートの上方側及び下方側の少なくとも一方に多段に設けられる構
成では、保管棚の上下寸法が入出庫ポートよりも小さいので、保管棚の段数を多くするこ
とで、物品を高密度で収納できる。
【００１２】
　また、入出庫ポートが、軌道の直下に配置され、天井搬送車が、昇降駆動部を軌道の側
方に横出しさせる横出し機構を備え、横出し機構により昇降駆動部を横出しして把持部を
下降させることによりロードポートに物品を降ろして置く、又はロードポートに置かれた
物品を受け取る構成では、入出庫ポートが軌道の直下に配置されるので、天井搬送車は、
把持部を下降させるだけで入出庫ポートに対して物品の受け渡しを行うことができる。ま
た、保管棚が、入出庫ポートの下方側に多段に設けられる構成では、上下寸法が入出庫ポ
ートよりも小さい保管棚の段数を多くすることにより、物品を高密度で収納できる。
【００１３】
　また、クレーンが、周回軌道を走行し、複数の棚が、周回軌道における直線区間に対応
して設けられる構成では、クレーンが周回することにより、容易に複数の棚のいずれかに
クレーンを位置付けることができ、さらに、直線区間に複数の棚が設けられるので、棚の
設置及び構造が簡単になりコストを低減できる。また、入出庫ポートに対してクレーンの
走行領域を挟んで反対側に、クレーンにより物品を置く又は物品を取り出すことが可能な
第２保管棚が設けられる構成では、第２保管棚に物品を収納可能とすることにより、大容
量のストッカを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態に係るストッカシステムの一例をＹ方向から見た図である。
【図２】図１に示すストッカシステムを平面視で模式的に示した図である。
【図３】入出庫ポート及び保管棚をＸ方向から見た図である。
【図４】クレーンをＹ方向から見た図である。
【図５】クレーンに備える移載装置の一例を示す平面図である。
【図６】（Ａ）は移載装置の他の例を示す図、（Ｂ）は移載装置のさらに他の例を示す図
である。
【図７】天井搬送車をＹ方向から見た図である。
【図８】クレーンから入出庫ポートに物品を移載する動作を示す図である。
【図９】入出庫ポートから天井搬送車に物品を移載する動作を示す図である。
【図１０】天井搬送車から入出庫ポートに物品を移載する動作を示す図である。
【図１１】入出庫ポートからクレーンに物品を移載する動作を示す図である。
【図１２】第２実施形態に係るストッカシステムの一例を示す平面図である。
【図１３】図１２に示すストッカシステムをＹ方向から見た図である。
【図１４】第３実施形態に係るストッカシステムの一例をＹ方向から見た図である。
【図１５】第４実施形態に係るストッカシステムの一例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、実施形態について図面を参照しながら説明する。ただし、本発明はこの実施形態
に限定されない。また、図面においては実施形態を説明するため、一部分を大きく又は強
調して記載するなど適宜縮尺を変更して表現している。以下の各図において、ＸＹＺ座標
系を用いて図中の方向を説明する。このＸＹＺ座標系においては、鉛直方向をＺ方向とし
、水平方向をＸ方向、Ｙ方向とする。Ｙ方向は、水平方向内における一方向であって、後
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述するクレーン用天井軌道２０に沿った方向である。Ｘ方向は、Ｙ方向と直交する方向で
ある。また、Ｘ、Ｙ、Ｚ方向の各方向について、適宜、矢印が指す向きを＋方向（例えば
、＋Ｘ方向）と表現し、その反対方向を－方向（例えば、－Ｘ方向）と表現する。
【００１６】
　［第１実施形態］
　図１は、第１実施形態に係るストッカシステムＳＹＳの一例をＹ方向から見た図である
。図２は、ストッカシステムＳＹＳを平面視で模式的に示した図である。図１及び図２に
示すストッカシステムＳＹＳは、例えば、半導体デバイスの製造工場等に設けられ、半導
体デバイスの製造に用いられる半導体ウエハを収容したＦＯＵＰ、あるいはレチクルなど
を収容したレチクルポッドなどの物品２を保管する。ストッカシステムＳＹＳは、物品２
を搬送する搬送システムに接続するように設けられる。本実施形態では、物品２がＦＯＵ
Ｐである例を用いて説明するが、物品２は、ＦＯＵＰ以外であってもよい。また、ストッ
カシステムＳＹＳは、半導体製造分野以外の設備に適用可能であり、物品２は、ストッカ
システムＳＹＳで保管可能な他の物品でもよい。
【００１７】
　ストッカシステムＳＹＳは、図１及び図２に示すように、ストッカ１００を備える。ス
トッカ１００は、複数の棚１０と、クレーン用天井軌道２０と、クレーン４０とを備える
。複数の棚１０は、図２に示すように、平面視において、天井搬送車５０が走行する周回
天井軌道（軌道）３０の内側に設けられ、クレーン用天井軌道２０と周回天井軌道３０と
の間に配置される。また、複数の棚１０は、図１に示すように、フレーム１３に保持され
て、上下方向（Ｚ方向）に４段配置されている。また、複数の棚１０は、後述するクレー
ン４０の走行方向（Ｙ方向）に沿って複数並んで配置される。本明細書において、棚１０
は、物品２を載置して保管する空間、あるいは保管スペースの意味で用いている。すなわ
ち、棚１０は、物品２を載置する面（例えば棚板１１ａ、１２ａの上面）と、この面から
上方の天井等（例えば棚板１１ａ、１２ａの下面）までの空間とを合わせた物品２の保管
空間あるいは保管スペースである。
【００１８】
　複数の棚１０は、それぞれ物品２を載置するための保管棚１１と入出庫ポート１２とを
含んでいる。保管棚１１及び入出庫ポート１２のそれぞれは、物品２を載置する棚板１１
ａ、１２ａを備えており、棚板１１ａ、１２ａの上面と、この上面から上方の棚板１１ａ
等の下面までの上下寸法を有している。以下の説明において、保管棚１１又は入出庫ポー
ト１２に物品２を置くことは、保管棚１１の棚板１１ａ又は入出庫ポート１２の棚板１２
ａに物品２を置くことを意味する。なお、保管棚１１及び入出庫ポート１２の棚板１１ａ
、１２ａには、それぞれ物品２を載置した際に物品２の底面に設けられた溝部に入り込む
複数のピンが設けられてもよい。このピンが物品２の溝部に入り込むことにより、物品２
は、保管棚１１又は入出庫ポート１２に対して位置決めされる。
【００１９】
　複数の棚１０は、フレーム１３によりシステム天井ＳＣ１から吊り下げられた状態で設
けられる。システム天井ＳＣ１は、吊り金具３により建屋の天井Ｃから吊り下げられた状
態で配置されている。なお、フレーム１３は、システム天井ＳＣ１から吊り下げられるこ
とに代えて、天井Ｃから吊り下げられてもよい。複数の棚１０の下端は、床面Ｆからの高
さが高さＨ１に設定されている。高さＨ１は、床面Ｆからの処理装置ＴＬの高さＨ２より
も高くなるように設定されている。また、後述するクレーン４０の下端の高さＨ３も処理
装置ＴＬの高さＨ２よりも高くなるように設定されている。すなわち、ストッカ１００は
、処理装置ＴＬよりも上方に配置されている。なお、高さＨ３は、作業者等が床面Ｆを支
障なく通行することが可能な作業者用通路ＰＳを形成するための高さが確保されてもよい
。その結果、ストッカ１００の下方の空間が、作業者用通路ＰＳとして利用可能となる。
【００２０】
　複数の棚１０は、上下３段の保管棚１１と、保管棚１１より下方に配置された最下段の
入出庫ポート１２とを含む。保管棚１１の段数は任意に設定でき、例えば入出庫ポート１
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２の上方に４段以上設けられてもよい。また、保管棚１１は、設置スペースがあれば、入
出庫ポート１２の下方に多段に設けられてもよい。入出庫ポート１２は、周回天井軌道３
０を走行する天井搬送車５０との間で物品２を受け渡すためのポートである。本実施形態
の入出庫ポート１２は、複数の棚１０の最下段に配置されているが、この配置に限定され
ない。入出庫ポート１２は、周回天井軌道３０を走行する天井搬送車５０の高さによって
設定される。従って、例えば、天井搬送車５０の高さを変えることにより、最下段以外の
中段又は最上段に入出庫ポート１２を設定することが可能である。
【００２１】
　図３は、保管棚１１及び入出庫ポート１２をＸ方向から見た図である。なお、図３では
、複数の棚１０のフレーム１３を省略している。入出庫ポート１２は、複数の棚１０のう
ち、上下方向の最下段に配置されている。なお、図２では、クレーン４０走行方向（Ｙ方
向）の両端に入出庫ポート１２を記載しているが、複数の棚１０の最下段が入出庫ポート
１２である。なお、複数の棚１０の最下段の一部が保管棚１１であってもよい。入出庫ポ
ート１２に対しては、クレーン４０及び天井搬送車５０の双方が物品２の受け渡しを行う
ことができる。入出庫ポート１２は、図３に示すように、上下寸法（上下方向の長さ）Ｌ
１となるように設けられている。上下寸法Ｌ１は、後述する天井搬送車５０の把持部５３
、昇降駆動部５４、及び横出し機構５５の一部が入出庫ポート１２の上方側に入り込んで
物品２を昇降させるために必要な寸法である。
【００２２】
　複数の棚１０のうち、入出庫ポート１２を除いた全部又は一部が保管棚１１である。保
管棚１１は、天井搬送車５０による物品２の受け渡しを行うことができず、クレーン４０
により物品２の受け渡しを行う。保管棚１１は、図３に示すように、上下寸法Ｌ２となる
ように設けられている。保管棚１１の上下寸法Ｌ２は、入出庫ポート１２の上下寸法Ｌ１
よりも小さい。上下寸法Ｌ２は、後述するクレーン４０の移載装置４２が物品２を持ち上
げるために必要な寸法である。クレーン４０の移載装置４２は、物品２の一部を持ち上げ
る構成であるため、物品２の上方に大きなスペースを必要としない。例えば、上下寸法Ｌ
２は、物品２の上下寸法に数センチ加える程度の寸法とすることも可能である。
【００２３】
　このように、保管棚１１が上下寸法Ｌ２であり、上下寸法Ｌ１より小さいことから、ス
トッカ１００（複数の棚１０）を処理装置ＴＬよりも上方に配置したときに建屋の天井Ｃ
（あるいはシステム天井ＳＣ１等）までのスペースが限られるとしても、このスペースに
おいて効率よく保管棚１１を上下方向に多段化して設けることが可能となる。その結果、
複数の物品２を複数の棚１０に高密度に収納することができ、物品２の収納効率を向上さ
せることができる。
【００２４】
　クレーン用天井軌道２０は、図１に示すように、システム天井ＳＣ１から吊り金具５に
より吊り下げられた状態で設けられる。なお、クレーン用天井軌道２０は、システム天井
ＳＣ１から吊り下げられることに代えて、天井Ｃから吊り下げられてもよい。クレーン用
天井軌道２０は、図２に示すように、Ｙ方向に延びる直線状の軌道であり、平面視におい
て周回天井軌道３０の内側に収まる範囲に設けられる。すなわち、クレーン用天井軌道２
０は、その一部が平面視において周回天井軌道３０の外側まで延びていない形態、あるい
は、このクレーン用天井軌道２０を走行するクレーン４０が周回天井軌道３０の外側まで
移動できないような形態となっている。従って、クレーン用天井軌道２０の＋Ｙ側及び－
Ｙ側の端部は、平面視において周回天井軌道３０の内側に配置され、かつ、端部間の軌道
も、平面視において周回天井軌道３０の内側に配置される。
【００２５】
　クレーン用天井軌道２０が直線状の軌道であることにより、平面視における周回天井軌
道３０の内側の範囲が狭い場合であっても、その範囲内に収まるように（あるいは軌道の
一部が周回天井軌道３０の外側に配置されないように）クレーン用天井軌道２０及びクレ
ーン４０を設置することができる。クレーン用天井軌道２０は、図１に示すように、周回
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天井軌道３０に対して、床面Ｆからの高さが異なっている。本実施形態において、クレー
ン用天井軌道２０は、周回天井軌道３０よりも床面Ｆからの高さが高い。ただし、この構
成に限定されない。例えば、クレーン用天井軌道２０は、周回天井軌道３０よりも床面Ｆ
からの高さが低くてもよいし、周回天井軌道３０と同一の高さであってもよい。
【００２６】
　クレーン４０は、クレーン用天井軌道２０を走行して物品２を保持して移動する。クレ
ーン４０は、保管棚１１と他の保管棚１１との間、又は保管棚１１と入出庫ポート１２と
の間で物品２を移載する。クレーン４０は、クレーン用天井軌道２０を＋Ｙ方向及び－Ｙ
方向に走行可能であり、往復走行が可能である。なお、１つのクレーン用天井軌道２０に
配置されるクレーン４０は、１台に限定されない。例えば、１つのクレーン用天井軌道２
０に２台以上のクレーン４０が配置されてもよい。
【００２７】
　クレーン４０は、図３に示すように、側面視において（Ｘ方向から見て、あるいはクレ
ーン４０の走行方向と直交する方向から見て）、その一部が周回天井軌道３０及び天井搬
送車５０のいずれか一方又は双方と重なる高さに設けられている。この構成により、周回
天井軌道３０を基準とするストッカ１００（複数の棚１０）の上下方向の寸法を抑えるこ
とができ、複数の棚１０の下端の高さＨ１及びクレーン４０のマスト４３の下端の高さＨ
３を、処理装置ＴＬの高さＨ２以上に容易に設定できる。
【００２８】
　クレーン４０は、図１に示すように、走行部４１から吊り下げられた状態で設けられ、
保管棚１１又は入出庫ポート１２との間で物品２を受け渡しする移載装置４２を備えてい
る。移載装置４２は、マスト４３を有している。マスト４３は、床面Ｆからの下端の高さ
が高さＨ３となるように設けられている。マスト４３の下端がクレーン４０の下端であり
、クレーン４０は、床面Ｆからの高さが高さＨ３となっている。高さＨ３は、上記したよ
うに処理装置ＴＬの高さＨ１よりも高い。
【００２９】
　図４は、クレーン４０の一例を示す図である。クレーン４０は、図４に示すように、天
井Ｃ側に敷設されたクレーン用天井軌道２０を走行するので、床面Ｆ側（地上側）に軌道
を設ける必要がない。クレーン４０は、２台の走行部４１（図３参照）と、移載装置４２
と、を備える。走行部４１の下方には、取付部４６を介して上部支持部４７が取り付けら
れ、上部支持部４７により２台の走行部４１が連結されている。各走行部４１は、不図示
の走行駆動部及び複数の車輪４１ａを備え、クレーン用天井軌道２０に沿って走行する。
走行駆動部は、例えば、走行部４１に備えられて車輪４１ａを駆動する電動モータであっ
てもよいし、クレーン用天井軌道２０を用いて設けられたリニアモータであってもよい。
【００３０】
　本実施形態のクレーン４０では、２台の走行部４１を用いることにより、重量物である
移載装置４２及び物品２を確実に支持することができる。なお、クレーン４０は、２台の
走行部４１が用いられているが、この構成に限定されず、１台又は３台以上の走行部４１
が用いられてもよい。
【００３１】
　移載装置４２は、マスト４３と、昇降台４４と、昇降駆動部４５と、伸縮部４８と、載
置台４９とを備える。マスト４３は、上部支持部４７から吊り下げられた状態で上下方向
に延在し、走行部４１の走行方向の前後に２本設けられている（図３参照）。マスト４３
は、中空又は中実の棒状に形成され、断面が円形状、楕円形状、長円形状、又は四角形状
等の多角形状に形成される。上部支持部４７へのマスト４３の取り付けは、例えば、ボル
ト及びナットなどの締結部材が用いられてもよいし、溶接などが用いられてもよい。なお
、マスト４３は、１本であってもよい。
【００３２】
　図５は、クレーン４０に備える移載装置４２の一例を示す平面図である。移載装置４２
の昇降台４４は、２本のマスト４３に挟まれた状態で配置され、マスト４３に案内されて
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昇降可能である。昇降台４４の上面側には、移載装置４２が取り付けられている。昇降台
４４は、マスト４３の表面に接触するガイドローラー４４ａを備えており、マスト４３に
沿った昇降動作を円滑に行っている。また、マスト４３の下部には下部支持部４７ａが設
けられおり（図３参照）、昇降台４４は、この下部支持部４７ａ上に当接する位置まで下
降可能である。なお、下部支持部４７ａは、昇降台４４がマスト４３から下方に抜け落ち
るのを防止する。
【００３３】
　伸縮部４８は、走行部４１の走行方向と直交する方向に伸縮可能な複数のアームにより
構成されている。載置台４９は、伸縮部４８の先端に設けられている。載置台４９は、物
品２を載置可能な三角形状の板状部材である。載置台４９は、物品２が載置されることに
より物品２を保持する。載置台４９の上面には、物品２の底面に備える溝部に挿入して物
品２を位置決めするピン４９ａが設けられている。なお、上記した保管棚１１及び入出庫
ポート１２には、載置台４９が上下方向に通過可能な切り欠きＣＵが設けられている。
【００３４】
　移載装置４２は、保管棚１１又は入出庫ポート１２から物品２を受け取る際、伸縮部４
８を伸ばして載置台４９を物品２の下方に位置させた状態で昇降台４４を上昇させること
により、載置台４９で物品２をすくい上げる。続いて、移載装置４２は、載置台４９に物
品２を載置したまま伸縮部４８を縮めることにより、物品２を載置した載置台４９を昇降
台４４の上方に配置させる。また、移載装置４２により物品２を保管棚１１又は入出庫ポ
ート１２に渡す際は、上記の逆の動作により行う。なお、移載装置４２は、上記した構成
に限定されない。
【００３５】
　図６（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ移載装置の他の例を示す図である。図６（Ａ）に示
すように、上記した載置台４９に代えて、伸縮部４８の先端にフォーク部４９Ａが取り付
けられてもよい。このフォーク部４９Ａは、伸縮部４８が延びることにより、図６（Ａ）
に示すように、物品２の上部に備えるフランジ部２ａの下方に進入可能である。この状態
で昇降台４４（図５参照）を上昇させることにより、保管棚１１又は入出庫ポート１２の
物品２を持ち上げることができる。また、図６（Ａ）に示す状態から昇降台４４を下降さ
せることにより、物品２を保管棚１１又は入出庫ポート１２に置くことができる。
【００３６】
　また、図６（Ｂ）に示すように、上記した載置台４９に代えて、伸縮部４８の先端にフ
ォーク部４９Ｂが取り付けられてもよい。このフォーク部４９Ｂは、伸縮部４８が延びる
ことにより、図６（Ｂ）に示すように、物品２の側面に備えるサイドフランジ部２ｂの下
方に進入可能である。この状態で昇降台４４（図５参照）を上昇させることにより、保管
棚１１又は入出庫ポート１２の物品２を持ち上げることができる。また、図６（Ｂ）に示
す状態から昇降台４４を下降させることにより、物品２を保管棚１１又は入出庫ポート１
２に置くことができる。
【００３７】
　昇降駆動部４５は、例えば、ホイストなどが用いられ、マスト４３に沿って昇降台４４
を昇降させる。昇降駆動部４５は、吊り下げ部材４５ａ及び不図示の駆動部を備える。吊
り下げ部材４５ａは、例えば、ベルトあるいはワイヤなどであり、昇降台４４は、この吊
り下げ部材４５ａによって上部支持部４７から吊り下げられている。不図示の駆動部は、
例えば上部支持部４７に設けられ、吊り下げ部材４５ａの繰り出し、巻き取りを行う。昇
降台４４は、駆動部が吊り下げ部材４５ａを繰り出すと、マスト４３に案内されて下降す
る。また、昇降台４４は、駆動部が吊り下げ部材４５ａを巻き取ると、マスト４３に案内
されて上昇する。昇降駆動部４５は、不図示の制御装置等に制御されて、所定の速度で昇
降台４４を下降あるいは上昇させる。また、昇降駆動部４５は、制御装置等に制御されて
、昇降台４４を目標の高さに保持する。
【００３８】
　昇降駆動部４５は、図４に示すように、上部支持部４７（走行部４１）に設けられる。
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なお、昇降駆動部４５は、上部支持部４７に設けられることに代えて、例えば、昇降台４
４に設けられてもよい。昇降台４４に昇降駆動部４５が設けられる構成としては、例えば
、上部支持部４７から吊り下げたベルトあるいはワイヤなどを昇降台４４に搭載したホイ
ストなどにより巻き上げ又は繰り出しを行って昇降台４４を昇降させてもよい。また、昇
降台４４にピニオンギアを駆動する電動モータ等が搭載され、このピニオンギアが噛み合
うラックがマスト４３に形成され、電動モータ等を駆動してピニオンギアを回転させるこ
とにより昇降台４４を昇降させてもよい。
【００３９】
　周回天井軌道３０は、図１に示すように、システム天井ＳＣ２から吊り金具６により吊
り下げられた状態で設けられる。システム天井ＳＣ２は、天井Ｃから吊り金具４により吊
り下げられた状態で設けられる。なお、周回天井軌道３０は、システム天井ＳＣ２から吊
り下げられることに代えて、天井Ｃから吊り下げられてもよい。
【００４０】
　周回天井軌道３０は、図２に示すように、所定の間隔（作業者用通路ＰＳ）を隔てて相
対向する複数のロードポートＬＰの直上に沿って設けられている。本実施形態では、ロー
ドポートＬＰが、１台の処理装置ＴＬにおいて２カ所設けられているが、この形態に限定
されない。例えば、１台の処理装置ＴＬにおいて１カ所のロードポートＬＰが設けられて
もよいし、３か所以上のロードポートＬＰが設けられてもよい。周回天井軌道３０は、ロ
ードポートＬＰの直上に設けられているので、周回天井軌道３０の天井搬送車５０が物品
２を昇降させるだけでロードポートＬＰとの間で物品２の受け渡しを行うことができ、入
出庫ポート１２に対しては把持部５３を横出しして（横移載により）物品２の受け渡しを
行うことができる。
【００４１】
　周回天井軌道３０は、平面視でインターベイルート（ベイ間軌道）Ｒ１とインターベイ
ルートＲ２との間に配置されている。周回天井軌道３０は、平面視において外側のみに分
岐を有している。すなわち、周回天井軌道３０は、平面視において内側には分岐せず、最
小単位の周回天井軌道である。周回天井軌道３０は、ベイ内（イントラベイ内）にそれぞ
れ設けられており、インターベイルートＲ１等は、複数の周回天井軌道３０を接続するた
めに設けられている。周回天井軌道３０は、インターベイルートＲ１から進入用又は退出
用の２本の支線Ｓ１を介して接続され、インターベイルートＲ２から進入用又は退出用の
２本の支線Ｓ２を介して接続されている。
【００４２】
　周回天井軌道３０は、直線部３１と、接続部３２とを有する。天井搬送車５０は、直線
部３１及び接続部３２に沿って一方向（例えば平面視で反時計回りの方向）に周回走行す
ることが可能である。直線部３１は、ロードポートＬＰの直上において、複数のロードポ
ートＬＰに沿ってＹ方向に配置される。２本の直線部３１は、クレーン用天井軌道２０と
並行するように配置されている。接続部３２は、曲線部を含んで＋Ｙ側及び－Ｙ側の両端
に配置され、２つの直線部３１同士を接続する。
【００４３】
　天井搬送車５０は、インターベイルートＲ１、Ｒ２から支線Ｓ１、Ｓ２を介して周回天
井軌道３０に進入し、又は周回天井軌道３０から支線Ｓ１、Ｓ２を介してインターベイル
ートＲ１、Ｒ２に退出する。天井搬送車５０は、他の場所（例えばインターベイルートＲ
１等に接続される他のストッカ等）から物品２を搬送して処理装置ＴＬのロードポートＬ
Ｐ又は入出庫ポート１２に渡す。また、天井搬送車５０は、処理装置ＴＬのロードポート
ＬＰ又は入出庫ポート１２の物品２を他の場所に搬送する。天井搬送車５０は、周回天井
軌道３０に沿って移動し、ロードポートＬＰと入出庫ポート１２との間で物品２の移載を
行う。
【００４４】
　図７は、天井搬送車５０の一例を示す図である。天井搬送車５０は、図７に示すように
、搬送車走行部５１と、本体部５２とを有する。搬送車走行部５１は、クレーン４０の走
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行部４１と同様の構成が適用されており、不図示の走行駆動部及び複数の車輪５１ａを備
え、周回天井軌道３０等に沿って走行する。走行駆動部は、例えば、搬送車走行部５１に
備えられて車輪５１ａを駆動する電動モータであってもよいし、周回天井軌道３０を用い
て設けられたリニアモータであってもよい。
【００４５】
　本体部５２は、取付部５２ａを介して搬送車走行部５１の下部に取り付けられている。
本体部５２は、物品２を保持する把持部５３と、把持部５３を吊り下げて昇降させる昇降
駆動部５４と、昇降駆動部５４を軌道の側方に移動させる横出し機構５５とを有する。把
持部５３は、物品２のフランジ部２ａを上方からつかんで把持することにより、物品２を
吊り下げて保持する。把持部５３は、例えば、水平方向に進退可能な複数の爪部５３ａを
有するチャックであり、爪部５３ａを物品２のフランジ部２ａの下方に進入させ、把持部
５３を上昇させることにより物品２を吊り下げた状態で保持する。把持部５３は、ワイヤ
あるいはベルトなどの吊り下げ部材５３ｂと接続されている。把持部５３は、昇降駆動部
５４から吊り下げられた状態で昇降する。
【００４６】
　昇降駆動部５４は、例えばホイストであり、吊り下げ部材５３ｂを繰り出すことにより
把持部５３を下降させ、吊り下げ部材５３ｂを巻き取ることにより把持部５３を上昇させ
る。昇降駆動部５４は、不図示の制御装置等に制御され、所定の速度で把持部５３を下降
あるいは上昇させる。また、昇降駆動部５４は、制御装置等により制御され、把持部５３
を目標の高さに保持する。
【００４７】
　横出し機構５５は、例えば上下方向に重ねて配置された可動板を有する。可動板は、搬
送車走行部５１の走行方向の側方（走行方向に直交する方向）に移動可能である。可動板
には、昇降駆動部５４が取り付けられている。本体部５２は、横出し機構５５を案内する
不図示のガイド、及び横出し機構５５を駆動する不図示の駆動部などを有する。横出し機
構５５は、電動モータ等の駆動部からの駆動力によって、昇降駆動部５４及び把持部５３
をガイドに沿って、突出位置と格納位置との間で移動させる。突出位置は、本体部５２か
ら把持部５３を側方に突出する位置である。格納位置は、本体部５２内に把持部５３を格
納する位置である。なお、横出し機構５５と昇降駆動部５４との間には、昇降駆動部５４
（把持部５３）を上下方向の軸周りに回転させるための回転機構が設けられてもよい。
【００４８】
　ストッカシステムＳＹＳは、不図示の制御装置を有する。この制御装置は、ストッカシ
ステムＳＹＳを統括して制御する。制御装置は、無線又は有線による通信によりクレーン
４０及び天井搬送車５０の動作を制御する。なお、制御装置は、クレーン４０を制御する
制御装置と、天井搬送車５０を制御する制御装置とに分割されてもよい。
【００４９】
　上記したストッカシステムＳＹＳにおいて、クレーン４０から天井搬送車５０に物品２
を渡す場合、入出庫ポート１２が用いられる。図８及び図９は、クレーン４０から天井搬
送車５０に物品２を渡す動作を示す図である。なお、図８及び図９において、入出庫ポー
ト１２の切り欠きＣＵ（図５参照）は、省略している。不図示の制御装置は、クレーン４
０から天井搬送車５０に物品２を渡すようにクレーン４０及び天井搬送車５０を制御する
。先ず、クレーン４０は、クレーン用天井軌道２０に沿ってＹ方向に走行し、保管棚１１
の側方に移動して物品２を移載装置４２によって受け取る。その後、クレーン４０は、物
品２を載置台４９に載置した状態で、図８に示すように、入出庫ポート１２まで移動して
停止し、伸縮部４８を伸ばして物品２を入出庫ポート１２の上方に配置させる。続いて、
昇降駆動部４５を駆動して昇降台４４を下降させることにより、物品２は、載置台４９か
ら入出庫ポート１２に渡される。
【００５０】
　天井搬送車５０は、クレーン４０によって入出庫ポート１２に物品２が載置された場合
、図９に示すように、周回天井軌道３０に沿ってＹ方向に入出庫ポート１２の側方まで移
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動して停止し、横出し機構５５により昇降駆動部５４及び把持部５３を突出位置まで突出
させて把持部５３を物品２の上方に配置させる。続いて、昇降駆動部５４を駆動して把持
部５３を下降させ、把持部５３により物品２のフランジ部２ａを上方からつかんで把持さ
せる。続いて、昇降駆動部５４により把持部５３を上昇させ、さらに、横出し機構５５に
より把持部５３を格納位置に戻すことにより、物品２は、本体部５２内に収容される。
【００５１】
　この一連の動作によって、物品２は、入出庫ポート１２を経由してクレーン４０から天
井搬送車５０に渡される。物品２を受け取った後、天井搬送車５０は、例えば処理装置Ｔ
ＬのロードポートＬＰまで周回天井軌道３０を走行し、物品２を保持する把持部５３を昇
降駆動部５４により下降させることにより、物品２を処理装置ＴＬのロードポートＬＰに
載置することができる。
【００５２】
　また、天井搬送車５０からクレーン４０に物品２を渡す場合においても、入出庫ポート
１２が用いられる。図１０及び図１１は、天井搬送車５０からクレーン４０に物品２を渡
す動作を示す図である。なお、図１０及び図１１において、入出庫ポート１２の切り欠き
ＣＵ（図５参照）は、省略している。天井搬送車５０は、図１０に示すように、物品２を
把持部５３で保持した状態で周回天井軌道３０に沿って入出庫ポート１２の側方まで移動
して停止する。続いて、物品２を把持したまま横出し機構５５により昇降駆動部５４及び
把持部５３を突出位置まで側方に横出しさせ、物品２を入出庫ポート１２の上方に配置さ
せる。続いて、昇降駆動部５４を駆動して把持部５３を下降させることにより、物品２は
、入出庫ポート１２に載置される。
【００５３】
　クレーン４０は、天井搬送車５０によって入出庫ポート１２に物品２が載置された場合
、図１１に示すように、クレーン用天井軌道２０に沿って入出庫ポート１２の側方まで移
動して停止する。続いて、クレーン４０は、伸縮部４８を伸ばして載置台４９を物品２の
下方に配置させる。続いて、昇降駆動部４５を駆動して昇降台４４を上昇させることによ
り、物品２は、入出庫ポート１２から載置台４９に渡される。続いて、伸縮部４８を縮め
ることにより、物品２は、昇降台４４の上方に配置される。
【００５４】
　この一連の動作によって、物品２は、入出庫ポート１２を経由して天井搬送車５０から
クレーン４０に渡される。物品２を受け取った後、クレーン４０は、例えば、物品２を載
置台４９に載置した状態で複数の保管棚１１のいずれかの側方まで移動し、物品２を移載
装置４２によって保管棚１１に移載することができる。
【００５５】
　このように、第１実施形態に係るストッカシステムＳＹＳによれば、複数の棚１０及び
クレーン４０が、処理装置ＴＬの高さＨ２以上の天井側のスペースに配置されるため、物
品２の入出庫が可能な大容量のストッカ１００を、床面Ｆに設置することなく実現するこ
とができる。また、保管棚１１の上下寸法が入出庫ポート１２よりも小さいので、保管棚
１１を多段化しても上下方向の寸法を抑えることが可能となる。その結果、この保管棚１
１に物品２を収納することにより、複数の物品２を高密度に収納することができ、物品２
の収納効率を向上させることができる。また、ストッカ１００の下方のスペースを作業者
用通路ＰＳとして有効利用することができる。
【００５６】
　第１実施形態では、周回天井軌道３０を周回する天井搬送車５０がロードポートＬＰに
対して物品２の受け渡しを行う構成となっている。この構成により、天井搬送車５０がベ
イ内（イントラベイ内）の周回天井軌道３０を周回しながらストッカ１００（複数の棚１
０）とロードポートＬＰとの間で物品２を受け渡すことができる。例えば、天井搬送車５
０は、図２に示すように、入出庫ポート１２Ａで受け取った物品２を、周回天井軌道３０
を周回してロードポートＬＰＡに渡す（置く）ことができる。このように、ベイ内の周回
天井軌道３０を周回する天井搬送車５０が物品２を受け渡し可能な場所に大容量のストッ
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カ１００を設置できる。
【００５７】
　また、第１実施形態では、クレーン用天井軌道２０が直線状の一本軌道である。この構
成により、周回天井軌道３０のうち並行するＹ方向の軌道（図２参照）の間隔が狭い場所
にもストッカ１００を設置できる。なお、並行するＹ方向の軌道の間隔が広い場合（例え
ば、ベイ内において処理装置ＴＬのＸ方向の間隔が広い場合）は、クレーン用天井軌道２
０を後述する第２実施形態のように周回軌道としてもよい。
【００５８】
　また、第１実施形態では、図１に示すように、クレーン用天井軌道２０が、周回天井軌
道３０を支持するシステム天井ＳＣ２よりも高い位置に設けられている。この構成により
、これまでデッドスペースとなっていたシステム天井ＳＣ２等よりも上方の空間を、物品
２の保管スペース、あるいは物品２の移載装置であるクレーン４０の配置スペースとして
活用できる。なお、周回天井軌道３０の高さはシステム天井ＳＣ２によりそのままとなる
ので（あるいは低く抑えられるので）、天井搬送車５０においてロードポートＬＰへの物
品２の昇降ストロークを抑えることができる。
【００５９】
　［第２実施形態］
　上記した第１実施形態では、周回天井軌道３０が処理装置ＴＬのロードポートＬＰの直
上に位置しており、入出庫ポート１２（複数の棚１０）が周回天井軌道３０の下方かつ側
方に配置される構成を示しているが、この構成に限定されない。図１２は、第２実施形態
に係るストッカシステムＳＹＳ２の一例を示す平面図である。図１３は、図１２に示すス
トッカシステムＳＹＳ２をＹ方向から見た図である。なお、以下の説明において、上記し
た第１実施形態と同一又は同等の構成については同一の符号を付けて説明を省略又は簡略
化する。
【００６０】
　図１２に示すストッカシステムＳＹＳ２は、ストッカ１００Ａを備える。ストッカ１０
０Ａは、複数の棚１０と、クレーン４０とを有する。図１２及び図１３に示すように、ス
トッカシステムＳＹＳ２では、入出庫ポート１２（複数の棚１０）が周回天井軌道３０Ａ
の直下に配置されており、処理装置ＴＬのロードポートＬＰが周回天井軌道３０Ａの下方
かつ側方に配置されている。周回天井軌道３０Ａは、直線部３１Ａと、接続部３２Ａとを
有する。天井搬送車５０は、直線部３１Ａ及び接続部３２Ａに沿って一方向（例えば平面
視で反時計回りの方向）に周回走行することが可能である。直線部３１Ａは、複数の棚１
０の直上において、複数の棚１０に沿ってＹ方向に配置される。２本の直線部３１Ａは、
クレーン用天井軌道２０と並行するように配置されている。接続部３２Ａは、曲線部を含
んで＋Ｙ側及び－Ｙ側の両端に配置され、２つの直線部３１Ａ同士を接続する。周回天井
軌道３０Ａは、図２に示す周回天井軌道３０と比べて、２つの直線部３１ＡにおけるＸ方
向の間隔が狭くなっている。
【００６１】
　クレーン４０は、平面視において周回天井軌道３０Ｂの内側に収まる直線状のクレーン
用天井軌道２０を走行する。クレーン用天井軌道２０は、図１３に示すように、天井Ｃか
ら吊り金具５により吊り下げられて設けられるが、この構成に代えて、システム天井ＳＣ
１（図１参照）から吊り下げられてもよいし、後述するシステム天井ＳＣ３が広い場合に
は、システム天井ＳＣ３から吊り下げられてもよい。また、クレーン用天井軌道２０は、
周回天井軌道３０Ａと同一又はほぼ同一の高さに設定されているが、周回天井軌道３０Ａ
よりも高く設定されてもよいし、低く設定されてもよい。
【００６２】
　複数の棚１０は、フレーム１３によりシステム天井ＳＣ３からそれぞれ吊り下げられて
設けられる。システム天井ＳＣ３は、吊り金具７により建屋の天井Ｃから吊り下げられて
配置されている。なお、複数の棚１０は、システム天井ＳＣ３から吊り下げられることに
代えて、天井Ｃから吊り下げられてもよい。複数の棚１０の下端は、上記した第１実施形
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態のストッカ１００と同様に、床面Ｆからの高さが処理装置ＴＬの高さＨ２よりも高い高
さＨ１に設定され、クレーン４０のマスト４３の下端の高さＨ３が処理装置ＴＬの高さＨ
２よりも高い。従って、第２実施形態のストッカ１００Ａにおいても、処理装置ＴＬより
上方に配置されている。
【００６３】
　システム天井ＳＣ３の下方には、周回天井軌道３０Ａが吊り金具６によりシステム天井
ＳＣ３から吊り下げられて設けられる。周回天井軌道３０Ａは、複数の棚１０の直上にお
いてフレーム１３に挟まれた領域内に配置されている。複数の棚１０は、上下３段の保管
棚１１と、最上段に配置された入出庫ポート１２とを含む。なお、図１２では、クレーン
４０走行方向（Ｙ方向）の両端に入出庫ポート１２を記載しているが、複数の棚１０の最
上段が入出庫ポート１２である。保管棚１１の段数は任意に設定でき、例えば入出庫ポー
ト１２の下方において４段以上設けられてもよい。保管棚１１は、第１実施形態と同様に
上下寸法Ｌ２である（図３参照）。
【００６４】
　入出庫ポート１２は、天井搬送車５０が横出し機構５５により把持部５３を横出しする
ことなく、把持部５３を下降させて物品２を受け渡し可能となっている。複数の棚１０に
おける入出庫ポート１２は、上下寸法Ｌ１１であり、保管棚１１の上下寸法Ｌ２よりも大
きい。第２実施形態における入出庫ポート１２は、上方において天井搬送車５０の走行ス
ペースが必要であり、さらに天井搬送車５０から把持部５３を昇降させて物品２を置く、
又は物品２をつかむためのスペースが必要となるため、上下寸法Ｌ１１とすることで保管
棚１１の上下寸法Ｌ２よりも大きくなる。なお、保管棚１１の上下寸法Ｌ２が入出庫ポー
ト１２の上下寸法Ｌ１１より小さいので、第１実施形態と同様に、保管棚１１を多段化し
ても上下方向の寸法を抑えることが可能となる。その結果、保管棚１１により、複数の物
品２を高密度に収納することができ、物品２の収納効率を向上させることができる。
【００６５】
　ストッカ１００Ａにおいて、クレーン４０は、保管棚１１及び入出庫ポート１２に対し
て物品２の受け渡しが可能である。また、天井搬送車５０は、把持部５３を周回天井軌道
３０Ａの側方に横出しすることなく、把持部５３を昇降駆動部５４により昇降させるだけ
で複数の棚１０の最上段に配置された入出庫ポート１２に対して物品２の受け渡しが可能
である。従って、上記したストッカ１００と同様に、入出庫ポート１２を介してクレーン
４０から天井搬送車５０に物品２を渡すことができ、また、天井搬送車５０からクレーン
４０に物品２を渡すことができる。
【００６６】
　また、図１３に示すように、天井搬送車５０は、入出庫ポート１２等から物品２を受け
取った後、横出し機構５５により把持部５３及び昇降駆動部５４を突出位置まで横出しし
て、把持部５３を処理装置ＴＬのロードポートＬＰの直上に配置させ、続いて、昇降駆動
部５４により把持部５３を下降させて、処理装置ＴＬのロードポートＬＰに物品２を載置
することができる。また、処理装置ＴＬのロードポートＬＰに載置された物品２を受け取
る場合も、横出し機構５５により把持部５３及び昇降駆動部５４を突出位置まで横出しし
て、把持部５３を昇降駆動部５４により下降させることにより物品２を上方からつかんで
把持することができる。
【００６７】
　このように、第２実施形態に係るストッカシステムＳＹＳ２では、複数の棚１０におい
て入出庫ポート１２が周回天井軌道３０Ａの直下に設けられるため、天井搬送車５０は、
把持部５３（物品２）を周回天井軌道３０Ａの側方に横出しすることなく昇降させるだけ
で入出庫ポート１２との間で物品２の受け渡しを行うことができる。また、ストッカシス
テムＳＹＳ２では、周回天井軌道３０Ａにおいて２本の直線部３１ＡのＸ方向の間隔が狭
い場合であっても、複数の物品２を高密度に収納可能なストッカ１００Ａを設置すること
ができる。
【００６８】
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　［第３実施形態］
　上記した第１及び第２実施形態では、平面視で周回天井軌道３０、３０Ａの内側にスト
ッカ１００、１００Ａが配置される構成を例に挙げて説明したが、この構成に限定されな
い。図１４は、第３実施形態に係るストッカシステムＳＹＳ３の一例をＹ方向から見た図
である。なお、以下の説明において、上記した第１実施形態と同一又は同等の構成につい
ては同一の符号を付けて説明を省略又は簡略化する。
【００６９】
　ストッカシステムＳＹＳ３は、図１４に示すように、周回天井軌道３０の内側にストッ
カ１００を備え、さらに、周回天井軌道３０の外側にストッカ１００Ｂを備えている。ス
トッカ１００Ｂは、複数の棚１０とクレーン４０とを有しており、周回天井軌道３０を走
行する天井搬送車５０との間で物品２を受け渡すための入出庫ポート１２を有している。
天井搬送車５０は、ストッカ１００Ｂの入出庫ポート１２に対して、横出し機構５５によ
り把持部５３を横出しすることにより物品２の受け渡しが可能である。
【００７０】
　ストッカ１００Ｂの入出庫ポート１２の上方には、多段化された保管棚１１を備えてい
る。また、入出庫ポート１２に対してクレーン４０の走行領域を挟んで反対側には、クレ
ーン４０により物品２を置く又は物品２を取り出すことが可能な第２保管棚１１Ｓを備え
ている。第２保管棚１１Ｓは、棚板１１Ｓａを備え、フレーム１３によりシステム天井Ｓ
Ｃ１に保持されている。第２保管棚１１Ｓのそれぞれは、上下寸法が上記した保管棚１１
と同様に長さＬ２で設けられており、上下に多段（本実施形態では５段）となっている。
第２保管棚１１Ｓの上下寸法が長さＬ２であることにより、周回天井軌道３０の外側にお
いても複数の物品２を高密度に収納することができ、物品２の収納効率を向上させること
ができる。なお、第２保管棚１１Ｓに物品２を置くことは、第２保管棚１１Ｓの棚板１１
Ｓａに物品２を置くことを意味する。
【００７１】
　複数の第２保管棚１１Ｓは、周回天井軌道３０を走行する天井搬送車５０都の間で物品
２の受け渡しを行わないので入出庫ポート１２がない。従って、入出庫ポート１２の代わ
りに第２保管棚１１Ｓを配置できるので、より多くの物品２を収納することができる。な
お、複数の第２保管棚１１Ｓの下端の高さは、上記した実施形態における複数の棚１０と
同様に、処理装置ＴＬの高さＨ２より高く設定されている。
【００７２】
　また、クレーン４０は、周回天井軌道３０の外側においてクレーン用周回天井軌道２０
Ａを周回走行する。図１４において、クレーン４０は、例えば、右側のクレーン用周回天
井軌道２０Ａを－Ｙ方向に走行し、左側のクレーン用周回天井軌道２０Ａを＋Ｙ方向に走
行することにより、クレーン用周回天井軌道２０Ａを周回走行する。クレーン用周回天井
軌道２０Ａは、直線区間と周回区間とを有している（後述する図１５のストッカシステム
ＳＹＳ４参照）。複数の第２保管棚１１Ｓは、クレーン用周回天井軌道２０Ａにおける直
線区間に対応して、クレーン４０の走行領域の両側に設けられている。
【００７３】
　クレーン４０は、クレーン用周回天井軌道２０Ａを周回走行することにより、第２保管
棚１１Ｓ又は保管棚１１から物品２を受け取って入出庫ポート１２に置くことができる。
また、クレーン４０は、天井搬送車５０により入出庫ポート１２に置かれた物品２を受け
取って第２保管棚１１Ｓ又は保管棚１１に置くことができる。なお、クレーン用周回天井
軌道２０Ａを走行するクレーン４０は、クレーン用天井軌道２０を走行するクレーン４０
と同様の構成であってもよいし、異なる構成であってもよい。
【００７４】
　このように、ストッカシステムＳＹＳ３によれば、周回天井軌道３０の外側に複数の第
２保管棚１１Ｓを有するストッカ１００Ｂを備えるので、建屋の天井近傍において、多く
の物品２を収納可能な大容量のストッカシステムを実現することができ、天井近傍のスペ
ースを有効に活用できる。
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【００７５】
　［第４実施形態］
　図１５は、第４実施形態に係るストッカシステムＳＹＳ４の一例を示す平面図である。
なお、以下の説明において、上記した実施形態と同一又は同等の構成については同一の符
号を付けて説明を省略又は簡略化する。図１５に示すストッカシステムＳＹＳ４は、スト
ッカ１００Ｃを備えている。ストッカ１００Ｃは、複数の棚１０とクレーン４０とを有す
る。なお、図１５に示すストッカシステムＳＹＳ４では、２つの周回軌道であるクレーン
用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂを２本の接続軌道Ｓ４で接続した構成を有しており、クレ
ーン４０がクレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂ、接続軌道Ｓ４を走行する。
【００７６】
　クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂは、図１５に示すように、平面視で周回天井軌
道３０Ａの内側に配置されて、それぞれ直線区間２１及び接続区間２２を有する。２本の
直線区間２１は、それぞれＹ方向に並行して延びて設けられ、Ｘ方向に２本並んで配置さ
れる。接続区間２２は、２本の直線区間２１の＋Ｙ側及び－Ｙ側の端部同士をそれぞれ連
結している。２本の接続軌道Ｓ４は、クレーン用周回天井軌道２０Ａの直線区間２１と、
クレーン用周回天井軌道２０Ｂの直線区間２１とを接続するように設けられる。
【００７７】
　クレーン４０は、クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂのそれぞれにおいて、直線区
間２１及び接続区間２２に沿って一方向（例えば平面視で反時計回りの方向）に周回走行
する。また、クレーン４０は、接続軌道Ｓ４を通ってクレーン用周回天井軌道２０Ａから
クレーン用周回天井軌道２０Ｂに、又は接続軌道Ｓ４を通ってクレーン用周回天井軌道２
０Ｂからクレーン用周回天井軌道２０Ａに移動することができる。複数のクレーン４０は
、クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂのそれぞれにおいて周回走行しつつ物品２を搬
送する第１の状態と、クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂそれぞれの一部、及び２本
の接続軌道Ｓ４により構成される周回軌道２０Ｃを周回走行しつつ物品２を搬送する第２
の状態と、の何れかにおいて稼働させられるようになっており、複数のクレーン４０を第
１の状態及び第２の状態の何れかで稼働させるように制御するコントローラを備えている
。
【００７８】
　このコントローラは、複数のクレーン４０が第１の状態、第２の状態で稼働する割合（
時間割合）を変更することができる。コントローラは、各ベイにおける処理装置ＴＬの稼
働状態等に応じて、搬送効率が向上するように、第１の状態及び第２の状態を選択的に成
立させる（あるいは、第１の状態、第２の状態で稼働する割合を変更する）。また、クレ
ーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂは平面視において同一又はほぼ同一の形状又は大きさ
であり、Ｙ方向に並んで配置されている。クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂは平面
視において異なる形状又は大きさであってもよい。クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０
Ｂ、接続軌道Ｓ４は、図１等に示すクレーン用天井軌道２０と同様に、システム天井ＳＣ
１又は天井Ｃから吊り下げられた状態で設けられる。
【００７９】
　天井搬送車５０が走行する周回天井軌道３０Ｂは、インターベイルートＲ１、Ｒ１Ａと
インターベイルートＲ２、Ｒ２Ａとの間に配置される。インターベイルートＲ１、Ｒ１Ａ
は、並行してＹ方向に延びて設けられている。同様に、インターベイルートＲ２、Ｒ２Ａ
は、並行してＹ方向に延びて設けられている。インターベイルートＲ１、Ｒ１Ａ、Ｒ２、
Ｒ２Ａは、イントラベイ間を接続するベイ間軌道である。インターベイルートＲ１、Ｒ１
Ａ、Ｒ２、Ｒ２Ａ、周回天井軌道３０Ｂ、及びストッカ１００Ｃが設けられている場所の
下方は、メイン通路ＰＳＡである。
【００８０】
　メイン通路ＰＳＡは、イントラベイ内の処理装置ＴＬと、対向するイントラベイ内の処
理装置ＴＬとの間に形成されている。メイン通路ＰＳＡは、作業者用通路であり、また、
例えば、処理装置ＴＬの搬入又は搬出の通路として利用される。周回天井軌道３０Ｂは、
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２本の直線部３１Ｂと、接続部３２Ｂと、インターベイルートＲ１Ａ、Ｒ２Ａの一部とを
用いて形成されている。２本の直線部３１Ｂは、それぞれＹ方向に並行して延びて設けら
れ、Ｘ方向に２本並んで配置される。＋Ｘ側の直線部３１Ｂの＋Ｙ側及び－Ｙ側の端部は
インターベイルートＲ２Ａに接続される。－Ｘ側の直線部３１Ｂの＋Ｙ側及び－Ｙ側の端
部はインターベイルートＲ１Ａに接続される。直線部３１Ａは、メイン通路ＰＳＡの上方
に配置されたインターベイルートＲ１Ａ、Ｒ２Ａよりもストッカ１００Ｃ（複数の棚１０
）に近づけて、ストッカ１００Ｃにアクセスしやすくするために設けられた増設レールで
ある。この構成により、メイン通路ＰＳＡのＸ方向の幅が広い場合であってもストッカ１
００ＣのＸ方向の幅を抑えることができる。
【００８１】
　なお、ストッカ１００ＣのＸ方向の幅が大きい場合、あるいはメイン通路ＰＳＡのＸ方
向の幅が小さい場合は、直線部３１Ｂに代えてインターベイルートＲ１Ａ、Ｒ２Ａを用い
て周回天井軌道３０Ｂを形成してもよい。接続部３２Ｂは、２本の直線部３１Ｂの＋Ｙ側
及び－Ｙ側においてインターベイルートＲ１ＡとインターベイルートＲ２Ａとを接続する
ように設けられる。周回天井軌道３０Ｂは、図１等に示す周回天井軌道３０と同様に、シ
ステム天井ＳＣ２又は天井Ｃから吊り下げられた状態で設けられる。
【００８２】
　天井搬送車５０は、周回天井軌道３０Ｂに沿って一方向（例えば平面視で時計回りの方
向）に周回走行することが可能である。また、クレーン４０もクレーン用周回天井軌道２
０Ａ、２０Ｂに沿ってそれぞれ一方向（例えば平面視で時計回りの方向）に周回走行する
。このように、クレーン４０及び天井搬送車５０を同一方向に周回させることにより、ク
レーン４０及び天井搬送車５０の双方を、同形式の制御プログラムを備えたコントローラ
により制御することができ、一方を反対周りに周回させる制御と比べて制御を簡易化する
ことができる。天井搬送車５０は、直線部３１Ｂから接続部３２Ｂに進入する際、及び接
続部３２Ｂから直線部３１Ｂに進入する際、インターベイルートＲ１Ａ又はインターベイ
ルートＲ２Ａを介して走行することになる。なお、周回天井軌道３０Ｂは、インターベイ
ルートＲ１Ａ又はインターベイルートＲ２Ａの一部を用いる構成に限定されず、直線部３
１Ｂの＋Ｙ側及び－Ｙ側の端部同士がそれぞれ接続部３２Ｂにより連結されてもよい。
【００８３】
　複数の棚１０は、平面視において、周回天井軌道３０Ｂとクレーン用周回天井軌道２０
Ａ、２０Ｂとの間、及びクレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂの内側に複数設けられて
いる。すなわち、全ての複数の棚１０は、平面視において周回天井軌道３０Ｂの内側に配
置されている。複数の棚１０は、保管棚１１及び入出庫ポート１２を有している。入出庫
ポート１２は、周回天井軌道３０Ｂとクレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂとの間に配
置された複数の棚１０に設けられる。クレーン用周回天井軌道２０Ａの内側に設けられた
複数の棚１０は、天井搬送車５０がアクセスできないので入出庫ポート１２がなく、保管
棚１１のみの構成となる。なお、図１５では、複数の棚１０の＋Ｙ側の端部に入出庫ポー
ト１２を記載しているが、上記した第１実施形態と同様に、複数の棚１０の最下段が入出
庫ポート１２である。
【００８４】
　ストッカ１００Ｃは、メイン通路ＰＳＡの上方に設置されており、複数の棚１０の下端
の高さＨ１（図１参照）、及びクレーン４０（マスト４３）の下端の高さＨ３（図１参照
）は、処理装置ＴＬの高さＨ２（図１参照）より高い。この構成により、メイン通路ＰＳ
Ａを、処理装置ＴＬ等の搬入又は搬出に用いることができる。
【００８５】
　クレーン用周回天井軌道２０Ａの＋Ｙ側、及びクレーン用周回天井軌道２０Ｂの－Ｙ側
と、周回天井軌道３０Ｂの接続部３２Ｂとの間には、支線Ｓ３が設けられている。クレー
ン４０は、支線Ｓ３を介して周回天井軌道３０Ｂに進入することが可能であり、周回天井
軌道３０ＢからインターベイルートＲ１Ａ又はインターベイルートＲ２Ａに進入すること
が可能である。ただし、支線Ｓ３を設けるか否かは任意であり、支線Ｓ３は、設けられな
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くてもよい。
【００８６】
　また、インターベイルートＲ１又はインターベイルートＲ２に接続された複数の周回天
井軌道３０には、保管棚ＳＴＢが設けられている。保管棚ＳＴＢは、例えば天井Ｃから吊
り下げられて設けられ、物品２を載置可能である。天井搬送車５０は、保管棚ＳＴＢとの
間で物品２の受け渡しが可能である。なお、周回天井軌道３０に保管棚ＳＴＢが配置され
ることに代えて、図１等に示すようなストッカ１００が配置されてもよい。
【００８７】
　図１５に示すストッカ１００Ｃにおいても、上記したストッカ１００と同様に、入出庫
ポート１２を介してクレーン４０から天井搬送車５０に物品２を渡すことができ、また、
天井搬送車５０からクレーン４０に物品２を渡すことができる。なお、図１５では、クレ
ーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂにそれぞれ２台のクレーン４０が配置されているが、
クレーン４０の配置数は任意である。
【００８８】
　このように、第４実施形態に係るストッカシステムＳＹＳ４では、複数の棚１０が、周
回天井軌道３０Ｂとクレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂとの間、及びクレーン用周回
天井軌道２０Ａ、２０Ｂの内側に設けられているので、多くの物品２を保管することがで
き、大容量のストッカシステムを実現することができる。
【００８９】
　また、第４実施形態では、クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂの内側に２列の複数
の棚１０が配置されているので、クレーン４０が物品２を移載するときに、物品２の向き
を一律に（同一に）することができ、クレーン４０による物品２の移載に関する制御が容
易となる。例えば、クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂの内側に１列の複数の棚１０
配置される場合、複数の棚１０に対して＋Ｘ側から物品２の受け渡しを行うときと、－Ｘ
側から物品２の受け渡しを行うときとで物品２の向きが逆向きとなるため、クレーン４０
において、クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂのいずれから物品２を複数の棚１０に
受け渡しする際にもその複数の棚１０に保管される物品２が同じ向きとなるように物品２
を回転させる制御が必要となる。
【００９０】
　以上、実施形態について説明したが、本発明は、上述した説明に限定されず、本発明の
要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。例えば、図１及び図１３等に示
すストッカシステムＳＹＳ、ＳＹＳ２では、クレーン用天井軌道２０と周回天井軌道３０
、３０Ａとが接続されない構成を例に挙げて説明したが、この構成に限定されない。例え
ば、クレーン４０のメンテナンス時等に一時的にクレーン４０を周回天井軌道３０、３０
Ａで走行させるため（周回天井軌道３０、３０Ａを介して天井搬送車５０の軌道に乗り入
れさせ、メンテナンス場所まで走行させるため）に、クレーン用天井軌道２０と周回天井
軌道３０、３０Ａとが支線等を介して接続されてもよい。
【００９１】
　また、上記したストッカシステムＳＹＳ、ＳＹＳ２、ＳＹＳ３、ＳＹＳ４において、複
数の棚１０、クレーン用天井軌道２０、クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂ及び周回
天井軌道３０、３０Ａ、３０Ｂが、天井Ｃ又はシステム天井ＳＣ１、ＳＣ２、ＳＣ３から
吊り下げられた構成を例に挙げて説明したが、この構成に限定されない。例えば、複数の
棚１０、クレーン用天井軌道２０、クレーン用周回天井軌道２０Ａ、２０Ｂ、及び周回天
井軌道３０、３０Ａ、３０Ｂの少なくとも１つが、床面Ｆから上方に延びる支柱あるいは
フレーム、架台等によって支持され、複数の棚１０等の荷重を床面Ｆで受けるような構成
であってもよい。また、法令で許容される限りにおいて、日本特許出願である特願２０１
８－０５４４７０、及び上述の実施形態などで引用した全ての文献、の内容を援用して本
文の記載の一部とする。
【符号の説明】
【００９２】
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Ｃ・・・天井
Ｆ・・・床面
ＳＣ１、ＳＣ２、ＳＣ３・・・システム天井
ＬＰ・・・ロードポート
ＴＬ・・・処理装置(装置)
ＰＳ・・・作業者用通路
ＰＳＡ・・・メイン通路
ＳＹＳ、ＳＹＳ２、ＳＹＳ３、ＳＹＳ４・・・ストッカシステム
２・・・物品
１０・・・複数の棚
１１・・・保管棚
１１Ｓ・・・第２保管棚
１２・・・入出庫ポート
２０・・・クレーン用天井軌道
２０Ａ・・・クレーン用周回天井軌道（周回軌道）
２１・・・直線区間
２２・・・接続区間
３０、３０Ａ、３０Ｂ・・・周回天井軌道（軌道）
３１、３１Ａ、３１Ｂ・・・直線部
３２、３２Ａ、３２Ｂ・・・接続部
４０・・・クレーン
４１・・・走行部
４２・・・移載装置
４３・・・マスト
４４・・・昇降台
４５・・・昇降駆動部
４８・・・伸縮部
４９・・・載置台
５０・・・天井搬送車
５１・・・搬送車走行部
５２・・・本体部
５３・・・把持部
５４・・・昇降駆動部
５５・・・横出し機構
１００、１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ・・・ストッカ
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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