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(57)【要約】
【課題】ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム
の提供。
【解決手段】本教示は、容易に輸送可能かつ組立可能で
あり、最小不活性ガス量およびその中に封入された種々
のデバイスおよび装置への最大アクセスの維持を提供す
ることができる、密封ガスエンクロージャアセンブリお
よびシステムの種々の実施形態に関する。本教示の密封
ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の
実施形態は、ガスエンクロージャアセンブリの内部容積
を最小化し、同時に、種々のＯＬＥＤ印刷システムの種
々の設置面積に適応するように作業空間を最適化する様
式で構築される、ガスエンクロージャアセンブリを有す
ることができる。そのように構築されるガスエンクロー
ジャアセンブリの種々の実施形態は、加えて、休止時間
を最小化しながら、処理中に外部からガスエンクロージ
ャアセンブリの内部への即時のアクセス、および保守の
ための内部への即時のアクセスを提供する。
【選択図】図３２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
明細書に記載された発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、米国仮出願第６１／５７９，２３３号（２０１１年１２月２２日出願）の利益
を主張する米国出願第１３／７２０，８３０号（２０１２年１２月１９日出願）の一部継
続出願である。米国出願第１３／７２０，８３０号（２０１２年１２月１９日出願）は、
米国出願第１２／６５２，０４０号（１月４日出願、ＵＳ２０１０／０２０１７４９とし
て２０１０年８月１２日に出願公開）の一部継続出願であり、該出願は、米国出願第１２
／１３９．３９１号（２００８年６月１３日出願、２００８／０３１１３０７として２０
０８年１２月１８日に出願公開）の一部継続出願であり米国仮出願第６１／１４２，５７
５号（２００９年１月５日出願）の利益を主張する。ここに列挙された全ての参照出願は
、それらの全体が参照により本明細書に引用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本教示は、密封ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態に関し
、この密封ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムは、容易に輸送可能かつ組立可
能であり、最小不活性ガス量およびその中に封入された種々のデバイスおよび装置への最
大アクセスの維持を提供することができる。
【背景技術】
【０００３】
　ＯＬＥＤディスプレイ技術の可能性への関心が、高度に飽和した色を有し、高コントラ
スト、極薄、高速応答性、およびエネルギー効率的であるディスプレイパネルの実証を含
む、ＯＬＥＤディスプレイ技術属性によって推進されてきた。加えて、可撓性ポリマー材
料を含む、種々の基板材料を、ＯＬＥＤディスプレイ技術の製造で使用することができる
。小型画面用途、主に、携帯電話のためのディスプレイの実証が、技術の可能性を強調す
る働きをしてきたが、製造をより大型の形式まで拡大することにおいて課題が残っている
。例えば、約１３０ｃｍ×１５０ｃｍの寸法を有する、Ｇｅｎ　５.５基板より大きい基
板上のＯＬＥＤディスプレイの製造は、まだ実証されていない。
【０００４】
　有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）デバイスは、種々の有機薄膜の印刷、ならびにＯＬＥ
Ｄ印刷システムを使用した基板上の他の材料によって製造され得る。そのような有機材料
は、酸化および他の化学プロセスによる損傷を受けやすくあり得る。種々の基板サイズの
ために拡大されることができ、不活性の実質的に粒子を含まない印刷環境内で行われるこ
とができる様式で、ＯＬＥＤ印刷システムを収納することは、種々の課題を提示し得る。
大判パネル基板を印刷するための機器は、かなりの空間を必要とするので、水蒸気および
酸素等の反応性大気種、ならびに有機溶媒蒸気を除去するためのガス精製を連続的に必要
とする不活性雰囲気下で大型設備を維持することは、有意な技術的課題を提示する。例え
ば、密封されている大型設備を提供することは、技術的課題を提示し得る。加えて、印刷
システムを動作させるＯＬＥＤ印刷システムの中および外に送給する種々のケーブル敷設
、配線、および管類は、それらが酸素および水蒸気等の大気成分が閉塞されることができ
る有意な死容積を生成し得るので、そのような反応種のレベルに関する仕様にガスエンク
ロージャを効果的に至らせるための課題を提示し得る。さらに、最小休止時間を伴う保守
のために即時のアクセスを提供するように、そのような設備が処理のための不活性環境内
で保たれることが望ましい。反応種を実質的に含まないことに加えて、ＯＬＥＤデバイス
のための印刷環境は、実質的に低粒子の環境を必要とする。その点に関して、封入システ
ム全体において実質的に粒子を含まない環境を提供して維持することは、開放型高流動層
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流濾過フードの下等の大気条件で行われることができるプロセスのための粒子低減によっ
て提示されない追加の課題を提供する。
【０００５】
　したがって、不活性の実質的に粒子を含まない環境内でＯＬＥＤ印刷システムを収納す
ることができ、処理中に外部からのＯＬＥＤ印刷システムへの即時のアクセス、および最
小休止時間を伴う保守のための内部への即時のアクセスも提供しながら、種々の基板サイ
ズおよび基板材料上でのＯＬＥＤパネルの製造を提供するように容易に拡大されることが
できるガスエンクロージャの種々の実施形態の必要性が存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の特徴および利点のより良好な理解が、本教示を限定ではなく例証することを目
的としている、添付図面を参照することによって得られるであろう。
　本発明はさらに、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムであって、前記ガスエンクロージャアセ
ンブリおよびシステムは、
　不活性ガス雰囲気を含む内部を有するガスエンクロージャアセンブリであって、前記ガ
スエンクロージャアセンブリは、
　　第１の内部容積を画定する第１のフレーム部材アセンブリ区分であって、前記第１の
フレーム部材アセンブリ区分は、複数のフレーム部材アセンブリを備え、各フレーム部材
アセンブリは、複数のパネル区分を有する、第１のフレーム部材アセンブリ区分と、
　　第２の内部容積を画定する第２のフレーム部材アセンブリ区分であって、前記第２の
フレーム部材アセンブリ区分は、複数のフレーム部材アセンブリを備え、各フレーム部材
アセンブリは、複数のパネル区分を有する、第２のフレーム部材アセンブリ区分と、
　　前記第１のフレーム部材アセンブリ区分および前記第２のフレーム部材アセンブリ区
分に共通するパネル区分における少なくとも１つの開口部であって、前記開口部は、前記
第１のフレーム部材アセンブリ区分と前記第２のフレーム部材アセンブリ区分との間の流
体連通を提供する、少なくとも１つの開口部と
　を備えている、ガスエンクロージャアセンブリと、
　少なくとも１つのプリントヘッドを備えているプリントヘッドアセンブリを有する印刷
システムと、
　前記プリントヘッドアセンブリを維持するための保守システムであって、前記保守シス
テムは、前記第２のフレーム部材アセンブリ区分内に収納され、前記開口部の閉鎖は、前
記第１のフレーム部材アセンブリから前記保守システムを分離する、保守システムと
　を備えている、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目２）
　第１のフレーム部材および対向する第２のフレーム部材であって、前記第１のフレーム
部材および前記対向する第２のフレーム部材は、各々、前記第１のフレーム部材アセンブ
リ区分および前記第２のフレーム部材アセンブリ区分に共通のフレーム部材である、第１
のフレーム部材および対向する第２のフレーム部材と、
　前記印刷システムおよび前記保守システムを支持している基部であって、前記基部は、
前記第１のフレーム部材および前記第２のフレーム部材を通って及ぶ、基部と、
　前記第１のフレーム部材と前記基部との間の第１の基部シール、および前記第２のフレ
ーム部材と前記基部との間の第２の基部シールと
　をさらに備えている、項目１に記載のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目３）
　前記第１の内部容積と前記第２の内部容積との間の前記開口部の密閉可能な閉鎖は、前
記第１の基部シールおよび前記第２の基部シールとともに、前記第１の内部容積および前
記第２の内部容積を隔離する、項目２に記載のガスエンクロージャアセンブリおよびシス
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テム。
（項目４）
　ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムであって、前記ガスエンクロージャアセ
ンブリおよびシステムは、
　不活性ガス雰囲気を含む内部容積を有するガスエンクロージャアセンブリであって、前
記ガスエンクロージャアセンブリは、
　第１の内部容積を画定する第１のフレーム部材アセンブリ区分と、
　第２の内部容積を画定する第２のフレーム部材アセンブリ区分と
　を備えている、ガスエンクロージャアセンブリと、
　印刷システムであって、前記印刷システムは、
　少なくとも１つのプリントヘッドを備えているプリントヘッドアセンブリと、
　前記ガスエンクロージャアセンブリ内に前記印刷システムを位置付けるための運動シス
テムと
　を備えている、印刷システムと、
　前記プリントヘッドアセンブリを維持するための保守システムであって、前記保守シス
テムは、前記第２のフレーム部材アセンブリ区分内に収納され、前記運動システムは、前
記保守システムによる保守のために前記プリントヘッドを位置付けることができる、保守
システムと
　を備えている、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目５）
　前記第２の内部容積は、前記ガスエンクロージャアセンブリの内部容積の約１％以下で
ある、項目１または項目４に記載のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目６）
　前記第２の内部容積は、前記ガスエンクロージャアセンブリの内部容積の約１０％以下
である、項目１または項目４に記載のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目７）
　前記第２の内部容積は、前記ガスエンクロージャアセンブリの内部容積の約２０％以下
である、項目１または項目４に記載のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目８）
　前記ガスエンクロージャアセンブリ、前記第１のフレーム部材アセンブリ区分、および
前記第２のフレーム部材アセンブリ区分から選択される、内部ガスエンクロージャアセン
ブリと流体連通するように構成されているガス精製システムをさらに備えている、項目１
または項目４に記載のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目９）
　前記ガス精製システムの最大能力は、前記ガスエンクロージャアセンブリの内部容積に
基づく、項目８に記載のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目１０）
　前記ガス精製システムが前記第２のフレーム部材アセンブリ区分と流体連通するように
構成されている場合、前記ガス精製最大能力は、前記第２のフレーム部材アセンブリ区分
の内部容積を精製するために使用されることができる、項目９に記載のガスエンクロージ
ャアセンブリおよびシステム。
（項目１１）
　前記印刷システムは、基板支持装置を有する、項目１または項目４に記載のガスエンク
ロージャアセンブリおよびシステム。
（項目１２）
　前記基板支持装置は、その上を前記基板が前記印刷システムを通して移動させられるこ
とができるトラベルを画定する、項目１１に記載のガスエンクロージャアセンブリおよび
システム。
（項目１３）
　前記基板支持装置は、約５世代から約１０世代の間のサイズを有する基板を支持するこ
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とができる、項目１１に記載のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目１４）
　印刷システムは、ＯＬＥＤ基板を印刷することができ、前記基板支持装置は、約３．５
世代から約８．５世代の間のサイズを有する基板を支持することができる、項目１１に記
載のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム。
（項目１５）
　前記内部に含まれる前記不活性ガス雰囲気は、水および酸素を含み、前記水および酸素
の各々は、１００ｐｐｍ以下のレベルである、項目１または項目４に記載のガスエンクロ
ージャアセンブリおよびシステム。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリおよび
システムの概略図である。
【図２】図２は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリおよび
システムの左前斜視図である。
【図３】図３は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの右前
斜視図である。
【図４】図４は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの分解
図である。
【図５】図５は、本教示の種々の実施形態による、種々のパネルフレーム区分および区分
パネルを描写する、フレーム部材アセンブリの分解正面斜視図である。
【図６】図６Ａは、グローブポートキャップの後面斜視図である一方で、図６Ｂは、本教
示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態による、グローブポートキャップの
肩付きねじの拡大図である。
【図７Ａ】図７Ａは、グローブポートキャッピングアセンブリのバイオネットラッチの拡
大斜視図である一方で、図７Ｂは、バイオネットラッチ内の陥凹との肩付きねじの頭部の
係合を示すグローブポートキャッピングアセンブリの断面図である。
【図７Ｂ】図７Ａは、グローブポートキャッピングアセンブリのバイオネットラッチの拡
大斜視図である一方で、図７Ｂは、バイオネットラッチ内の陥凹との肩付きねじの頭部の
係合を示すグローブポートキャッピングアセンブリの断面図である。
【図８】図８Ａ－８Ｃは、接合部を形成するためのガスケットシールの種々の実施形態の
上面概略図である。
【図９Ａ】図９Ａおよび図９Ｂは、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施
形態による、フレーム部材の密閉を描写する種々の斜視図である。
【図９Ｂ】図９Ａおよび図９Ｂは、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施
形態による、フレーム部材の密閉を描写する種々の斜視図である。
【図１０Ａ】図１０Ａ－１０Ｂは、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施
形態による、容易に取り外し可能である点検窓を受け取るための区分パネルの密閉に関す
る種々の図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａ－１０Ｂは、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施
形態による、容易に取り外し可能である点検窓を受け取るための区分パネルの密閉に関す
る種々の図である。
【図１１】図１１Ａ－１１Ｂは、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形
態による、嵌め込みパネルまたは窓パネルを受け取るための区分パネルの密閉に関する拡
大斜視断面図である。
【図１２】図１２Ａは、本教示の種々の実施形態による、パンと、その上に置かれた複数
のスペーサブロックとを含む、基部である。図１２Ｂは、図１２Ａで示されるようなスペ
ーサブロックの拡大斜視図である。
【図１３】図１３は、本教示の種々の実施形態による、パンと関係している壁フレーム部
材および天井部材の分解図である。
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【図１４】図１４Ａは、本教示の種々の実施形態による、上昇位置にリフタアセンブリを
伴うガスエンクロージャアセンブリの構築の段階の斜視図である。図１４Ｂは、図１４Ａ
で示されるようなリフタアセンブリの分解図である。
【図１５】図１５は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの
内部に設置された配管を描写する、ガスエンクロージャアセンブリの透視正面斜視図であ
る。
【図１６】図１６は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの
内部に設置された配管を描写する、ガスエンクロージャアセンブリの透視上面斜視図であ
る。
【図１７】図１７は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの
内部に設置された配管を描写する、ガスエンクロージャアセンブリの透視底面斜視図であ
る。
【図１８】図１８Ａは、ケーブル、ワイヤ、および管類等の束を示す、概略図である。図
１８Ｂは、本教示による、配管の種々の実施形態を通して送給されるそのような束を吹き
抜けるガスを描写する。
【図１９】図１９は、どのようにしてケーブル、ワイヤ、および管類等の束の死空間内に
閉塞された反応種（Ａ）が、それを通して束が経路指定されているダクトを通過する不活
性ガス（Ｂ）から能動的に一掃されるかを示す、概略図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々
の実施形態による、ダクト類を通して経路指定されたケーブルおよび管類の透視斜視図で
ある。図２０Ｂは、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態による、開
口部を覆う閉鎖のためのカバーの詳細を示す、図２０Ａに示される開口部の拡大図である
。
【図２０Ｂ】図２０Ａは、本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々
の実施形態による、ダクト類を通して経路指定されたケーブルおよび管類の透視斜視図で
ある。図２０Ｂは、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態による、開
口部を覆う閉鎖のためのカバーの詳細を示す、図２０Ａに示される開口部の拡大図である
。
【図２１】図２１は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリお
よびシステム用の照明システムを含む天井の図である。
【図２２】図２２は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリお
よびシステム構成要素用の照明システムのＬＥＤ光スペクトルを描写するグラフである。
【図２３】図２３は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの
図の正面斜視図である。
【図２４】図２４は、本教示の種々の実施形態による、図２３で描写されるようなガスエ
ンクロージャアセンブリの種々の実施形態の分解図を描写する。
【図２５】図２５は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの
種々の実施形態の部分分解正面斜視図を描写する。
【図２６】図２６は、本教示の種々の実施形態による、図２５で描写されるようなガスエ
ンクロージャアセンブリの種々の実施形態の部分分解側面斜視図を描写する。
【図２７Ａ】図２７Ａおよび２７Ｂは、本教示の種々の実施形態による、図２６で描写さ
れるようなガスエンクロージャアセンブリの拡大図を描写する。
【図２７Ｂ】図２７Ａおよび２７Ｂは、本教示の種々の実施形態による、図２６で描写さ
れるようなガスエンクロージャアセンブリの拡大図を描写する。
【図２８】図２８は、本教示の種々の実施形態による、基部と、ライザとを含む、フレー
ム部材アセンブリを通した断面図である。
【図２９】図２９は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの
正面斜視図である。
【図３０】図３０は、本教示の種々の実施形態による、図２９で描写されるようなガスエ
ンクロージャアセンブリの種々の実施形態の分解図を描写する。
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【図３１Ａ】図３１Ａは、図２９で描写されるガスエンクロージャの種々の実施形態によ
る、ガスエンクロージャアセンブリの断面図である。
【図３１Ｂ】図３１Ｂおよび３１Ｃは、本教示の種々の実施形態による、保守のための位
置に移動するプリントヘッドアセンブリの連続的移動を描写する、図２９で描写されるよ
うなガスエンクロージャアセンブリの断面図である。
【図３１Ｃ】図３１Ｂおよび３１Ｃは、本教示の種々の実施形態による、保守のための位
置に移動するプリントヘッドアセンブリの連続的移動を描写する、図２９で描写されるよ
うなガスエンクロージャアセンブリの断面図である。
【図３１Ｄ】図３１Ｄ－図３１Ｆは、図２９で描写されるガスエンクロージャの種々の実
施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの断面図である。
【図３１Ｅ】図３１Ｄ－図３１Ｆは、図２９で描写されるガスエンクロージャの種々の実
施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの断面図である。
【図３１Ｆ】図３１Ｄ－図３１Ｆは、図２９で描写されるガスエンクロージャの種々の実
施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの断面図である。
【図３２】図３２は、本教示の種々の実施形態による、図２９で描写されるガスエンクロ
ージャアセンブリのフレームアセンブリ区分の中に据え付けられた保守ステーションの斜
視図を描写する。
【図３３】図３３は、本教示の種々の実施形態による、図２９で描写されるようなガスエ
ンクロージャアセンブリのフレームアセンブリ区分の斜視図である。
【図３４Ａ】図３４Ａおよび図３４Ｂは、本教示のガスエンクロージャアセンブリおよび
関連システム構成要素の種々の実施形態の概略図である。
【図３４Ｂ】図３４Ａおよび図３４Ｂは、本教示のガスエンクロージャアセンブリおよび
関連システム構成要素の種々の実施形態の概略図である。
【図３５】図３５は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリを
通したガス循環の実施形態を描写するガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの概
略図である。
【図３６】図３６は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリを
通したガス循環の実施形態を描写するガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの概
略図である。
【図３７】図３７は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリの
断面概略図である。
【図３８】図３８は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリお
よびシステムの概略図である。
【図３９】図３９は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリお
よびシステムの概略図である。
【図４０】図４０は、本教示の種々の実施形態による、外部ガスループを利用することが
できるガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の動作モードのための弁位置
を示す表である。
【図４１】図４１は、本教示の種々の実施形態による、浮動式テーブルを描写する正面斜
視図である。
【図４２】図４２は、本教示の種々の実施形態による、浮動式テーブルのための図４０で
示される領域の拡大図である。
【図４３】図４３Ａおよび図４３Ｂは、図４０で描写されるような浮動式テーブルの上で
の移動中の基板をもたらす屈曲を示す、概略断面図である。
【図４４】図４４は、本教示の浮動式テーブルの種々の実施形態による浮動式テーブルを
描写する、正面斜視図である。
【図４５】図４５Ａおよび４５Ｂは、図４３で描写されるような浮動式テーブルの上での
移動中の基板の実質的に平坦な配置を示す、概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
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　本教示は、そのような環境を必要とするプロセスのために不活性の実質的に粒子を含ま
ない環境を持続させることができるガスエンクロージャアセンブリおよびシステムを形成
するために、密閉可能に構築され、ガス循環、濾過、および精製構成要素と統合されるこ
とができるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態を開示する。ガスエンクロー
ジャアセンブリおよびシステムのそのような実施形態は、水蒸気および酸素等の種々の反
応性大気ガス、ならびに有機溶媒蒸気を含む種々の反応種の各種のレベルを、１００ｐｐ
ｍ以下に、例えば、１０ｐｐｍ以下に、１.０ｐｐｍ以下に、または０.１ｐｐｍ以下に、
維持することができる。さらに、ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、Ｉ
ＳＯ　１４６４４クラス３および４クリーンルーム規格を満たす、低粒子環境を提供する
ことができる。
【０００９】
　当業者であれば、種々の技術分野へのガスエンクロージャアセンブリの実施形態の有用
性を認識し得る。化学、生物工学、高度技術、および製薬技術等の広範に異なる技術が、
本教示の利益を享受し得るが、本教示によるガスエンクロージャアセンブリおよびシステ
ムの種々の実施形態の有用性を例示するために、ＯＬＥＤ印刷が使用される。ＯＬＥＤ印
刷システムを収納し得るガスエンクロージャアセンブリシステムの種々の実施形態は、構
築および解体のサイクルを通した密封エンクロージャ、エンクロージャ容積の小型化、お
よび処理中、ならびに保守中の外部から内部への即時のアクセスを提供する、密閉等であ
るがそれに限定されない特徴を提供することができる。後に議論されるように、ガスエン
クロージャアセンブリの種々の実施形態のそのような特徴は、処理中に低いレベルの反応
種の維持しやすさを提供する構造的完全性、ならびに保守サイクル中の休止時間を最小化
する急速エンクロージャ容積回転率等であるが、それらに限定されない機能性に影響を及
ぼし得る。したがって、ＯＬＥＤパネル印刷のための有用性を提供する種々の特徴および
仕様はまた、種々の技術分野にも利益を提供し得る。
【００１０】
　前述のように、約１３０ｃｍ×１５０ｃｍの寸法を有する、Ｇｅｎ　５.５基板よりも
大きい基板上のＯＬＥＤディスプレイの製造は、まだ実証されていない。何世代もの母ガ
ラス基板サイズが、１９９０年初期頃からＯＬＥＤ印刷以外によって製造されたフラット
パネルディスプレイに対して進化してきた。Ｇｅｎ　１と指定される、第１世代の母ガラ
ス基板は、約３０ｃｍ×４０ｃｍであり、したがって、１５インチパネルを生産すること
ができた。１９９０年代中期頃に、フラットパネルディスプレイを生産するための既存の
技術は、約６０ｃｍ×７２ｃｍの寸法を有する、Ｇｅｎ　３.５の母ガラス基板サイズに
進化した。
【００１１】
　世代が進むにつれて、Ｇｅｎ　７.５およびＧｅｎ　８.５の母ガラスサイズは、ＯＬＥ
Ｄ印刷製造プロセス以外のために生産されている。Ｇｅｎ　７.５の母ガラスサイズは、
約１９５ｃｍ×２２５ｃｍの寸法を有し、基板当り８枚の４２インチまたは６枚の４７イ
ンチフラットパネルに切断されることができる。Ｇｅｎ　８.５で使用される母ガラスは
、約２２０×２５０ｃｍであり、基板当り６枚の５５インチまたは８枚の４６インチフラ
ットパネルに切断されることができる。ＯＬＥＤ製造が、実用的には、Ｇ３.５以下に限
定されている同じ時期に、より本物の色、より高いコントラスト、薄さ、可撓性、透明性
、およびエネルギー効率等の品質に対するＯＬＥＤフラットパネルディスプレイの有望性
が実現されてきた。現在、ＯＬＥＤ印刷は、この制限を打破し、Ｇｅｎ　３.５以下の母
ガラスサイズだけでなく、Ｇｅｎ　５.５、Ｇｅｎ　７.５、およびＧｅｎ　８.５等の最
大母ガラスサイズでＯＬＥＤパネル製造を可能にする、最適な製造技術であると考えられ
る。当業者は、ＯＬＥＤパネル印刷の特徴のうちの１が、種々の基板材料（（例えば、そ
れらに限定されないが、種々のガラス基板材料、ならびに種々のポリマー基板材料）が、
使用されることができることを含むことを理解するであろう。その点に関して、ガラス系
基板の使用から生じる用語に由来して記載されるサイズは、ＯＬＥＤ印刷で使用するため
に好適な任意の材料の基板に適用されることができる。
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【００１２】
　ＯＬＥＤ印刷に関して、本教示によると、反応種、例えば、限定されないが、酸素およ
び水蒸気等の大気成分、ならびにＯＬＥＤインクで使用される種々の有機溶媒蒸気の実質
的に低いレベルを維持することは、必要寿命仕様を満たすＯＬＥＤフラットパネルディス
プレイを提供することに関係することが分かっている。現在、ＯＬＥＤパネル技術が満た
すことが困難である、全てのパネル技術に対する製品仕様である、寿命仕様が、ディスプ
レイ製品の寿命に直接関係するため、寿命仕様は、ＯＬＥＤパネル技術にとって特に重要
である。必要寿命仕様を満たすパネルを提供するために、水蒸気、酸素、ならびに有機溶
媒蒸気等の反応種の各々のレベルは、本教示のガスエンクロージャアセンブリシステムの
種々の実施形態を用いて、１００ｐｐｍ以下に、例えば、１０ｐｐｍ以下に、１.０ｐｐ
ｍ以下に、または０.１ｐｐｍ以下に維持されることができる。加えて、ＯＬＥＤ印刷は
、実質的に粒子を含まない環境を必要とする。ＯＬＥＤ印刷のための実質的に粒子を含ま
ない環境を維持することは、非常に小さい粒子でさえもＯＬＥＤパネル上の目に見える欠
陥につながり得るため、特に重要である。現在、ＯＬＥＤディスプレイが商品化のために
必要低欠陥レベルを満たすことは困難である。封入システム全体の中で実質的に粒子を含
まない環境を維持することは、開放型高流動層流濾過フードの下等の大気条件で行うこと
ができるプロセスのための粒子低減によって提示されない、追加の課題を提供する。した
がって、大型施設において不活性の粒子を含まない環境のための必要仕様を維持すること
は、種々の課題を提示し得る。
【００１３】
　水蒸気、酸素、ならびに有機溶媒蒸気等の反応種の各々のレベルを、１００ｐｐｍ以下
に、例えば、１０ｐｐｍ以下に、１.０ｐｐｍ以下に、または０.１ｐｐｍ以下に維持する
ことができる設備内でＯＬＥＤパネルを印刷する必要性は、表１で要約される情報を精査
することで例証されることができる。表１で要約されるデータは、大型ピクセルのスピン
コーティングされたデバイス形式で製造された、赤、緑、および青の各々に対する有機薄
膜組成物を含む試験クーポンの各々の検査から生じたものである。そのような試験クーポ
ンは、種々の製剤およびプロセスの高速評価のために製造および検査することが実質的に
より容易である。試験クーポン検査は、印刷されたパネルの寿命検査と混同されるべきで
はないが、寿命への種々の製剤およびプロセスの影響を示すことができる。以下の表に示
される結果は、試験クーポンの製造におけるプロセスステップの変動を表し、プロセスス
テップにおいて、同様に製造されるが窒素環境の代わりに空気中で製造される試験クーポ
ンと比較して反応種が１ｐｐｍ未満であった窒素環境内で製造された試験クーポンに対す
るスピンコーティング環境のみが変化した。
【００１４】
　特に赤および青の場合に、異なる処理環境下で製造された試験クーポンの表１内のデー
タの調査を通して、反応種への有機薄膜組成物の露出を効果的に低減させる環境内の印刷
は、種々のＥＬ、したがって、寿命にかなりの影響を及ぼし得ることが明白である。
【００１５】
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【表１】

【００１６】
　したがって、Ｇｅｎ　３.５からＧｅｎ　８.５以上までＯＬＥＤ印刷を拡大すること、
同時に、不活性の実質的に粒子を含まないガスエンクロージャ環境内にＯＬＥＤ印刷シス
テムを含むことができるロバストなエンクロージャシステムを提供することに課題が存在
する。本教示によると、そのようなガスエンクロージャは、例えば、最小化された不活性
ガス量を提供しながら、ＯＬＥＤ印刷システムのための最適化された作業空間を提供する
ように容易に拡大されることができ、加えて、最小限の休止時間を伴う保守のための内部
へのアクセスを提供しながら、処理中に外部からＯＬＥＤ印刷システムへの即時のアクセ
スを提供する、ガスエンクロージャを含むが、それに限定されない、属性を有するであろ
うと考えられる。
【００１７】
　本教示の種々の実施形態によると、一緒に密閉されることができる複数の壁フレームお
よび天井フレーム部材を含むことができる、不活性環境を必要とする種々の空気感受性プ
ロセスのためのガスエンクロージャアセンブリが提供される。いくつかの実施形態では、
複数の壁フレームおよび天井フレーム部材は、再利用可能な留め具、例えば、ボルトおよ
びねじ山付き穴を使用して、一緒に留められることができる。本教示によるガスエンクロ
ージャアセンブリの種々の実施形態について、各フレーム部材が複数のパネルフレーム区
分を備えている、複数のフレーム部材は、ガスエンクロージャフレームアセンブリを画定
するように構築されることができる。
【００１８】
　本教示のガスエンクロージャアセンブリは、システムの周囲のエンクロージャの容積を
最小化することができる様式で、ＯＬＥＤ印刷システム等のシステムに適応するように設
計されることができる。ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、ガスエンク
ロージャアセンブリの内部容積を最小化し、同時に、種々のＯＬＥＤ印刷システムの種々
の設置面積に適応するように作業空間を最適化する様式で、構築されることができる。そ
のように構築されるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、加えて、休止時
間を最小化しながら、処理中に外部からガスエンクロージャアセンブリの内部への即時の
アクセス、および保守のための内部への即時のアクセスを提供する。その点に関して、本
教示によるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、種々のＯＬＥＤ印刷シス
テムの種々の設置面積に関して輪郭形成されることができる。種々の実施形態によると、
輪郭フレーム部材がガスエンクロージャフレームアセンブリを形成するように構築される
と、種々の種類のパネルが、ガスエンクロージャアセンブリの設置を完了するために、フ
レーム部材を備えている複数のパネル区分において密閉可能に設置され得る。ガスエンク
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ロージャアセンブリの種々の実施形態では、例えば、複数の壁フレーム部材および少なく
とも１つの天井フレーム部材を含むが、それらに限定されない、複数のフレーム部材、な
らびにパネルフレーム区分の中に設置するための複数のパネルが、１つの場所または複数
の場所で製造され、次いで、別の場所で構築され得る。また、本教示のガスエンクロージ
ャアセンブリを構築するために使用される構成要素の輸送可能な性質を考慮すると、構築
および解体のサイクルを通して、ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、繰
り返し設置および除去されることができる。
【００１９】
　ガスエンクロージャが密封されていることを確実にするために、本教示のガスエンクロ
ージャアセンブリの種々の実施形態は、フレーム密閉を提供するために各フレーム部材を
接合することを提供する。内部は、十分に密閉されることができ、例えば、ガスケットま
たは他のシールを含む、種々のフレーム部材間の緊密交差によって、密封されることがで
きる。完全に構築されると、密閉ガスエンクロージャアセンブリは、内部と、複数の内角
縁とを備えていることができ、少なくとも１つの内角縁は、隣接フレーム部材との各フレ
ーム部材の交差部に提供される。フレーム部材のうちの１つ以上、例えば、フレーム部材
の少なくとも半分は、それらの１つ以上の各々の縁に沿って固定される、１つ以上の圧縮
可能なガスケットを備えていることができる。１つ以上の圧縮可能なガスケットは、複数
のフレーム部材が一緒に接合され、気密パネルが設置されると、密封ガスエンクロージャ
アセンブリを作成するように構成されることができる。複数の圧縮可能なガスケットによ
って密閉されるフレーム部材の内部縁を有する、密閉ガスエンクロージャアセンブリが形
成されることができる。各フレーム部材について、例えば、限定されないが、内壁フレー
ム表面、最上壁フレーム表面、垂直側壁フレーム表面、底壁フレーム表面、およびそれら
の組み合わせに、１つ以上の圧縮可能なガスケットが提供されることができる。
【００２０】
　ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態について、各フレーム部材は、各パネ
ルに気密パネルを提供するために各区分に密閉可能に設置されることができる種々のパネ
ル種類のうちのいずれかを受け取るために、フレームをつけられ製造される複数の区分を
備えていることができる。本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態では
、各区分フレームは、区分フレームガスケットを有することができ、区分フレームガスケ
ットは、選択された留め具を用いて、各区分フレームの中に設置された各パネルが、各パ
ネルに、したがって、完全に構築されたガスエンクロージャに気密シールを提供できるこ
とを確実にする。種々の実施形態では、ガスエンクロージャアセンブリは、壁パネルの各
々の中に窓パネルまたは点検窓のうちの１つ以上を有することができ、各窓パネルまたは
点検窓は、少なくとも１つのグローブポートを有することができる。ガスエンクロージャ
アセンブリの組立中に、グローブが内部の中へ延びることができるように、各グローブポ
ートは、グローブを取り付けられることができる。種々の実施形態によると、各グローブ
ポートは、グローブを据え付けるためのハードウェアを有することができ、そのようなハ
ードウェアは、グローブポートを通した漏出または分子拡散を最小化するように気密シー
ルを提供する、各グローブポートの周囲のガスケットシールを利用する。本教示のガスエ
ンクロージャアセンブリの種々の実施形態について、ハードウェアはさらに、グローブポ
ートのキャップ取り付けおよび取り外しの容易性をエンドユーザに提供するために設計さ
れている。
【００２１】
　本教示によるガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態は、複数
のフレーム部材およびパネル区分から形成されるガスエンクロージャアセンブリ、ならび
にガス循環、濾過、および精製構成要素を含むことができる。ガスエンクロージャアセン
ブリおよびシステムの種々の実施形態について、配管が組立プロセス中に設置され得る。
本教示の種々の実施形態によると、配管は、複数のフレーム部材から構築されている、ガ
スエンクロージャフレームアセンブリ内に設置されることができる。種々の実施形態では
、配管は、複数のフレーム部材がガスエンクロージャフレームアセンブリを形成するよう
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に接合される前に、複数のフレーム部材上に設置されることができる。ガスエンクロージ
ャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態のための配管は、１つ以上の配管入口から
配管の中へ引き込まれる実質的に全てのガスが、ガスエンクロージャアセンブリおよびシ
ステムの内部の粒子状物質を除去するためのガス循環および濾過ループの種々の実施形態
を通して移動させられるように、構成されることができる。加えて、ガスエンクロージャ
アセンブリおよびシステムの種々の実施形態の配管は、ガスエンクロージャアセンブリの
内部にあるガス循環および濾過ループから、ガスエンクロージャアセンブリの外部にある
ガス精製ループの入口および出口を分離するように構成されることができる。
【００２２】
　例えば、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムは、ガスエンクロージャアセン
ブリの内部にガス循環および濾過システムを有することができる。そのような内部濾過シ
ステムは、内部内に複数のファンフィルタユニットを有することができ、内部内でガスの
層流を提供するように構成されることができる。層流は、内部の最上部から内部の底部ま
での方向に、または任意の他の方向にあり得る。循環システムによって生成されるガス流
は、層流である必要はないが、内部で徹底的かつ完全なガスの回転率を確保するために、
ガスの層流が使用されることができる。ガスの層流はまた、乱流を最小化するためにも使
用されることもでき、そのような乱流は、環境内の粒子をそのような乱流の領域中で集合
させ、濾過システムが環境からこれらの粒子を除去することを妨げ得るため、望ましくな
い。さらに、内部で所望の温度を維持するために、例えば、ファンまたは別のガス循環デ
バイスとともに動作し、それに隣接し、またはそれと併せて使用される、複数の熱交換器
を利用する熱調節システムを提供することができる。ガス精製ループは、エンクロージャ
の外部の少なくとも１つのガス精製構成要素を通して、ガスエンクロージャアセンブリの
内部内からガスを循環させるように構成されることができる。その点に関して、ガスエン
クロージャアセンブリの外部のガス精製ループと併せた、ガスエンクロージャアセンブリ
の内部の循環および濾過システムは、ガスエンクロージャアセンブリの全体を通して反応
種の実質的に低いレベルを有する、実質的に低粒子の不活性ガスの連続循環を提供するこ
とができる。ガス精製システムは、望ましくない構成要素、例えば、有機溶媒およびその
蒸気、ならびに水、水蒸気、酸素等の非常に低いレベルを維持するように構成されること
ができる。
【００２３】
　ガス循環、濾過、および精製構成要素を提供することに加えて、配管は、電線、ワイヤ
束、ならびに種々の流体を含む管類のうちの少なくとも１つをその中に収容するようにサ
イズ決定および成形されることができ、電線、ワイヤ束、ならびに種々の流体を含む管類
は、束ねられたときに、水、水蒸気、酸素等の大気成分を閉じ込めることができ、精製シ
ステムによって除去することが困難であり得る、かなりの死容積を有し得る。いくつかの
実施形態では、ケーブル、電線およびワイヤ束、ならびに流体を含む管類のうちのいずれ
かの組み合わせは、実質的に配管内に配置されることができ、それぞれ、内部内に配置さ
れた、電気システム、機械システム、流体システム、および冷却システムのうちの少なく
とも１つと動作可能に関連付けられることができる。ガス循環、濾過、および精製構成要
素は、実質的に全ての循環される不活性ガスが配管を通して引き込まれるように構成され
ることができるので、様々に束ねられた材料の死容積に閉じ込められた大気成分は、配管
内に含まれたそのような束ねられた材料を有することによって、そのような束ねられた材
料のかなりの死容積から効果的に一掃されることができる。
【００２４】
　本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態は、複数のフ
レーム部材およびパネル区分から形成されるガスエンクロージャアセンブリ、ならびにガ
ス循環、濾過、および精製構成要素、加えて、加圧不活性ガス再循環システムの種々の実
施形態を含むことができる。そのような加圧不活性ガス再循環システムは、後にさらに詳
細に議論されるように、種々の空気圧駆動デバイスおよび装置用のＯＬＥＤ印刷システム
の動作で利用されることができる。
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【００２５】
　本教示によると、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムにおける加圧不活性ガ
ス再循環システムの種々の実施形態を提供するために、いくつかの工学課題が対処された
。第１に、加圧不活性ガス再循環システムを伴わないガスエンクロージャアセンブリおよ
びシステムの典型的な動作下で、任意の漏出がガスエンクロージャアセンブリおよびシス
テムの中で発生した場合に、外部ガスまたは空気が内部に進入することに対して保護する
ために、ガスエンクロージャアセンブリを外部圧力に対してわずかに正の内部圧力に維持
することができる。例えば、典型的な動作下で、本教示のガスエンクロージャアセンブリ
およびシステムの種々の実施形態について、ガスエンクロージャアセンブリの内部は、例
えば、少なくとも２ｍｂａｒｇのエンクロージャシステムの外部の周囲大気に対する圧力
で、例えば、少なくとも４ｍｂａｒｇの圧力で、少なくとも６ｍｂａｒｇの圧力で、少な
くとも８ｍｂａｒｇの圧力で、またはより高い圧力に維持されることができる。ガスエン
クロージャアセンブリシステム内で加圧不活性ガス再循環システムを維持することは、同
時に、加圧ガスをガスエンクロージャアセンブリおよびシステムに連続的に導入しながら
、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムのわずかな正の内部圧力を維持すること
に関して、動的かつ継続的に平衡を保つ作用を提示するため、困難であり得る。さらに、
種々のデバイスおよび装置の可変要求が、本教示の種々のガスエンクロージャアセンブリ
およびシステムの不規則な圧力プロファイルを作成し得る。そのような条件下で外部環境
に対してわずかな陽圧で保持されたガスエンクロージャアセンブリの動的圧力平衡を維持
することは、継続的なＯＬＥＤ印刷プロセスの完全性を提供することができる。
【００２６】
　ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態について、本教示によ
る加圧不活性ガス再循環システムは、圧縮機、アキュムレータ、および送風機、ならびに
それらの組み合わせのうちの少なくとも１つを利用することができる、加圧不活性ガスル
ープの種々の実施形態を含むことができる。加圧不活性ガスループの種々の実施形態を含
む、加圧不活性ガス再循環システムの種々の実施形態は、安定した規定値で本教示のガス
エンクロージャアセンブリおよびシステムにおいて不活性ガスの内部圧力を提供すること
ができる特別に設計された圧力制御バイパスループを有することができる。ガスエンクロ
ージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態では、加圧不活性ガス再循環システム
は、加圧不活性ガスループのアキュムレータ内の不活性ガスの圧力が事前設定された閾値
圧力を超えるときに、圧力制御バイパスループを介して加圧不活性ガスを再循環させるよ
うに構成されることができる。閾値圧力は、例えば、約２５ｐｓｉｇから約２００ｐｓｉ
ｇの間の範囲内、またはより具体的には、約７５ｐｓｉｇから約１２５ｐｓｉｇの間の範
囲内、またはより具体的には、約９０ｐｓｉｇから約９５ｐｓｉｇの間の範囲内であり得
る。その点に関して、特別に設計された圧力制御バイパスループの種々の実施形態ととも
に加圧不活性ガス再循環システムを有する、本教示のガスエンクロージャアセンブリおよ
びシステムは、気密ガスエンクロージャの中に加圧不活性ガス再循環システムを有するこ
との平衡を維持することができる。
【００２７】
　本教示によると、種々のデバイスおよび装置は、内部に配置されることができ、圧縮機
、送風機、およびそれらの組み合わせのうちの少なくとも１つ等の種々の加圧ガス源を利
用することができる、種々の加圧不活性ガスループを有する加圧不活性ガス再循環システ
ムの種々の実施形態と流体連通することができる。本教示のガスエンクロージャおよびシ
ステムの種々の実施形態について、種々の空気圧動作型デバイスおよび装置の使用は、低
粒子生成性能を提供することができるとともに、維持するのにあまり手がかからない。ガ
スエンクロージャアセンブリおよびシステムの内部に配置され、種々の加圧不活性ガスル
ープと流体連通することができる、例示的なデバイスおよび装置は、例えば、空気圧ロボ
ット、基板浮動式テーブル、空気ベアリング、空気ブッシング、圧縮ガスツール、空気圧
アクチュエータ、およびそれらの組み合わせのうちの１つ以上を含むことができるが、そ
れらに限定されない。基板浮動式テーブル、ならびに空気ベアリングが、本教示のガスエ
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ンクロージャアセンブリの種々の実施形態に従ってＯＬＥＤ印刷システムを動作させる種
々の側面に使用されることができる。例えば、空気ベアリング技術を利用する基板浮動式
テーブルは、プリントヘッドチャンバの中の定位置に基板を輸送するため、ならびにＯＬ
ＥＤ印刷プロセス中に基板を支持するために使用されることができる。
【００２８】
　以前に議論されたように、基板浮動式テーブルの種々の実施形態、ならびに空気ベアリ
ングは、本教示によるガスエンクロージャアセンブリに収納されるＯＬＥＤ印刷システム
の種々の実施形態の動作に有利であり得る。ガスエンクロージャアセンブリおよびシステ
ム２０００について図１で概略的に示されるように、空気ベアリング技術を利用する基板
浮動式テーブルは、プリントヘッドチャンバの中の定位置に基板を輸送するため、ならび
にＯＬＥＤ印刷プロセス中に基板を支持するために使用されることができる。図１では、
ガスエンクロージャアセンブリ１５００は、印刷のために入口チャンバ１５１０からガス
エンクロージャアセンブリ１５００へ基板を移動させるために、第１の入口ゲート１５１
２およびゲート１５１４を通して基板を受け取るための入口チャンバ１５１０を有するこ
とができる、ロードロックシステムであり得る。本教示による種々のゲートは、互から、
および外部周囲からチャンバを隔離するために使用されることができる。本教示によると
、種々のゲートは、物理ゲートおよびガスカーテンから選択されることができる。
【００２９】
　基板受け取りプロセス中に、ゲート１５１２が開放され得る一方で、大気ガスがガスエ
ンクロージャアセンブリ１５００に進入することを防止するために、ゲート１５１４は閉
鎖位置にあり得る。基板が入口チャンバ１５１０の中で受け取られると、ゲート１５１２
および１５１４の両方が閉鎖されることができ、反応性大気ガスが１００ｐｐｍ以下の低
いレベル、例えば、１０ｐｐｍ以下、１.０ｐｐｍ以下、または０.１ｐｐｍ以下になるま
で、入口チャンバ１５１０は、窒素、希ガスのうちのいずれか、およびそれらの任意の組
み合わせ等の不活性ガスで浄化されることができる。大気ガスが非常に低いレベルに達し
た後、ゲート１５１４を開放することができる一方で、図１で描写されるように、基板１
５５０が入口チャンバ１５１０からガスエンクロージャアセンブリチャンバ１５００へ輸
送されることを可能にするように、１５１２は閉鎖されたままである。入口チャンバ１５
１０からガスエンクロージャアセンブリチャンバ１５００への基板の輸送は、例えば、限
定されないが、チャンバ１５００および１５１０の中に提供される浮動式テーブルを介す
ることができる。入口チャンバ１５１０からガスエンクロージャアセンブリチャンバ１５
００への基板の輸送は、例えば、限定されないが、チャンバ１５００の中に提供される浮
動式テーブル上に基板１５５０が配置されることができる、基板輸送ロボットを介するこ
とができる。基板１５５０は、印刷プロセス中に基板浮動式テーブル上に支持されたまま
であることができる。
【００３０】
　ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２０００の種々の実施形態は、ゲート１
５２４を通してガスエンクロージャアセンブリ１５００と流体連通している出口チャンバ
１５２０を有することができる。ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２０００
の種々の実施形態によると、印刷プロセスが完了した後、基板１５５０は、ゲート１５２
４を通してガスエンクロージャアセンブリ１５００から出口チャンバ１５２０へ輸送され
ることができる。ガスエンクロージャアセンブリチャンバ１５００から出口チャンバ１５
２０への基板の輸送は、例えば、限定されないが、チャンバ１５００および１５２０の中
に提供される浮動式テーブルを介することができる。ガスエンクロージャアセンブリチャ
ンバ１５００から出口チャンバ１５２０への基板の輸送はまた、例えば、限定されないが
、チャンバ１５００の中に提供される浮動式テーブルから基板１５５０を取り上げ、それ
をチャンバ１５２０の中へ輸送することができる基板輸送ロボットを介することもできる
。ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２０００の種々の実施形態について、反
応性大気ガスがガスエンクロージャアセンブリ１５００に進入することを防止するために
、ゲート１５２４が閉鎖位置にあるときに、基板１５５０は、ゲート１５２２を介して出
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口チャンバ１５２０から取り出されることができる。
【００３１】
　それぞれ、ゲート１５１４および１５２４を介してガスエンクロージャアセンブリ１５
００と流体連通している入口チャンバ１５１０および出口チャンバ１５２０を含むロード
ロックシステムに加えて、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２０００は、シ
ステムコントローラ１６００を含むことができる。システムコントローラ１６００は、１
つ以上のメモリ回路（図示せず）と通信している１つ以上のプロセッサ回路（図示せず）
を含むことができる。システムコントローラ１６００はまた、入口チャンバ１５１０およ
び出口チャンバ１５２０を含むロードロックシステムと、最終的に、ＯＬＥＤ印刷システ
ムの印刷ノズルと通信することもできる。このようにして、システムコントローラ１６０
０は、ゲート１５１２、１５１４、１５２２、および１５２４の開閉を調整することがで
きる。システムコントローラ１６００はまた、ＯＬＥＤ印刷システムの印刷ノズルへのイ
ンク分注を制御することもできる。基板１５５０は、例えば、限定されないが、空気ベア
リング技術を利用する基板浮動式テーブル、または空気ベアリング技術を利用する基板浮
動式テーブルおよび基板輸送ロボットの組み合わせを介して、それぞれ、ゲート１５１４
および１５２４を介してガスエンクロージャアセンブリ１５００と流体連通している、入
口チャンバ１５１０および出口チャンバ１５２０を含む、本教示のロードロックシステム
の種々の実施形態を通して輸送されることができる。
【００３２】
　図１のロードロックシステムの種々の実施形態はまた、真空源と、窒素、希ガスのうち
のいずれかおよびそれらの任意の組み合わせを含むことができる不活性ガス源とを含むこ
とができる、空気圧制御システム１７００を含むこともできる。ガスエンクロージャアセ
ンブリおよびシステム２０００内に収納される基板浮動式システムは、典型的には平面上
に配列される、複数の真空ポートおよびガスベアリングポートを含むことができる。基板
１５５０は、窒素、希ガスのうちのいずれか、およびそれらの任意の組み合わせ等の不活
性ガスの圧力によって、持ち上げられて硬い表面から離して保たれることができる。軸受
容積からの流出は、複数の真空ポートを用いて達成される。基板浮動式テーブルを覆う基
板１５５０の浮動高は、典型的には、ガス圧力およびガス流の関数である。空気圧制御シ
ステム１７００の真空および圧力は、例えば、印刷中、図１のロードロックシステムの中
のガスエンクロージャアセンブリ１５００の内側での取扱中に基板１５５０を支持するた
めに使用されることができる。制御システム１７００は、それぞれ、ゲート１５１４およ
び１５２４を介してガスエンクロージャアセンブリ１５００と流体連通している入口チャ
ンバ１５１０および出口チャンバ１５２０を含む、図１のロードロックシステムを通した
輸送中に、基板１５５０を支持するために使用されることもできる。ガスエンクロージャ
アセンブリおよびシステム２０００を通して基板１５５０を輸送することを制御するため
に、システムコントローラ１６００は、弁１７１２および１７２２を通して不活性ガス源
１７１０および真空１７２０と連通する。エンクロージャ環境を制御するために必要とさ
れる種々のガスおよび真空設備をさらに提供するように、示されていない、追加の真空お
よび不活性ガス供給ラインおよび弁調節が、図１でロードロックシステムによって図示さ
れるガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２０００に提供されることができる。
【００３３】
　本教示によるガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態により次
元的な視点を与えるために、図２は、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２０
００の種々の実施形態の左正面斜視図である。図２は、ガスエンクロージャアセンブリ１
５００と、入口チャンバ１５１０と、第１のゲート１５１２とを含む、ロードロックシス
テムを描写する。図２のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２０００は、水蒸
気および酸素等の反応性大気種の実質的に低いレベル、ならびにＯＬＥＤ印刷プロセスに
起因する有機溶媒蒸気を有する不活性ガスの一定の供給をガスエンクロージャアセンブリ
１５００に提供するためのガス精製システム２１３０を含むことができる。図２のガスエ
ンクロージャアセンブリおよびシステム２０００はまた、以前に議論されたように、シス
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テム制御機能のためのコントローラシステム１６００も有する。
【００３４】
　図３は、本教示の種々の実施形態による、完全に構築されたガスエンクロージャアセン
ブリ１００の右正面斜視図である。ガスエンクロージャアセンブリ１００は、ガスエンク
ロージャアセンブリ内部の中で不活性環境を維持するために１つ以上のガスを含むことが
できる。本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムは、内部の中で不活性ガ
ス雰囲気を維持するのに有用であり得る。不活性ガスは、定義された組の条件下で化学反
応を受けない、任意のガスであり得る。不活性ガスのいくつかの一般的に使用されている
実施例は、窒素、希ガスのうちのいずれか、およびそれらの任意の組み合わせを含むこと
ができる。ガスエンクロージャアセンブリ１００は、業務用印刷システムを使用した有機
発光ダイオード（ＯＬＥＤ）インクの印刷等の空気感受性プロセスを包含して保護するよ
うに構成される。ＯＬＥＤインクに反応する大気ガスの例は、水蒸気および酸素を含む。
以前に議論されたように、ガスエンクロージャアセンブリ１００は、密閉雰囲気を維持し
、別様に反応性の材料および基板への汚染、酸化、および損傷を回避しながら、構成要素
または印刷システムが効果的に動作することを可能にするように構成されることができる
。
【００３５】
　図３で描写されるように、ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、前また
は第１の壁パネル２１０′、左または第２の壁パネル（図示せず）、右または第３の壁パ
ネル２３０′、後または第４の壁パネル（図示せず）、および天井パネル２５０′を含む
、構成要素部品を備えていることができ、そのガスエンクロージャアセンブリは、基部（
図示せず）上に置かれるパン２０４に取り付けられることができる。後にさらに詳細に議
論されるように、図１のガスエンクロージャアセンブリ１００の種々の実施形態は、前ま
たは第１の壁フレーム２１０、左または第２の壁フレーム（図示せず）、右または第３の
壁フレーム２３０、後または第４の壁パネル（図示せず）、および天井フレーム２５０か
ら構築されることができる。天井フレーム２５０の種々の実施形態は、ファンフィルタユ
ニットカバー１０３、第１の天井フレームダクト１０５、および第１の天井フレームダク
ト１０７を含むことができる。本教示の実施形態によると、種々の種類の区分パネルが、
フレーム部材を備えている複数のパネル区分のうちのいずれかの中に設置され得る。図１
のガスエンクロージャアセンブリ１００の種々の実施形態では、フレームの構築中に板金
パネル区分１０９をフレーム部材に溶接されることができる。ガスエンクロージャアセン
ブリ１００の種々の実施形態について、ガスエンクロージャアセンブリの構築および解体
のサイクルを通して、繰り返し設置および除去されることができる、区分パネルの種類は
、壁パネル２１０′に対して示されるような嵌め込みパネル１１０、壁パネル２３０′に
対して示されるような窓パネル１２０、および容易に取り外し可能な点検窓１３０を含む
ことができる。
【００３６】
　容易に取り外し可能な点検窓１３０は、エンクロージャ１００の内部への即時のアクセ
スを提供することができるが、修理および定期点検の目的でガスエンクロージャアセンブ
リおよびシステムの内部へのアクセスを提供するために、取り外し可能である任意のパネ
ルが使用されることができる。点検または修理のためのそのようなアクセスは、使用中に
ガスエンクロージャアセンブリの外部からガスエンクロージャアセンブリの内部へのエン
ドユーザグローブのアクセスを提供することができる、窓パネル１２０および容易に取り
外し可能な点検窓１３０等のパネルによって提供されるアクセスと区別される。例えば、
パネル２３０について図３で示されるように、グローブポート１４０に取り付けられるグ
ローブ１４２等のグローブのうちのいずれかは、ガスエンクロージャアセンブリシステム
の使用中に内部へのエンドユーザアクセスを提供することができる。
【００３７】
　図４は、図３で描写されるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態の分解図を
描写する。ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、図３に示されるように、
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基部２０２上に置かれるパン２０４に取り付けられることができる、前壁パネル２１０′
の外側斜視図、左壁パネル２２０′の外側斜視図、右壁パネル２３０′の内部斜視図、後
壁パネル２４０′の内部斜視図、および天井パネル２５０′の上面斜視図を含む、複数の
壁パネルを有することができる。ＯＬＥＤ印刷システムは、パン２０４の上に据え付けら
れることができ、その印刷プロセスは、大気条件に敏感であることが知られている。本教
示によると、ガスエンクロージャアセンブリは、フレーム部材、例えば、壁パネル２１０
′の壁フレーム２１０、壁パネル２２０′の壁フレーム２２０、壁パネル２３０′の壁フ
レーム２３０、壁パネル２４０′の壁フレーム２４０、および天井パネル２５０′の天井
フレーム２５０から構築されることができ、次いで、その中に複数の区分パネルが設置さ
れることができる。その点に関して、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実
施形態の構築および解体のサイクルを通して、繰り返し設置および除去されることができ
る、区分パネルの設計を効率化することが望ましくあり得る。また、ガスエンクロージャ
アセンブリで必要とされる不活性ガスの量を最小化するために、ＯＬＥＤ印刷システムの
種々の実施形態の設置面積に適応するように、ガスエンクロージャアセンブリ１００の輪
郭形成が行われることができるとともに、ガスエンクロージャアセンブリの使用中ならび
に保守中の両方で、即時のアクセスをエンドユーザに提供する。
【００３８】
　例示として前壁パネル２１０′および左壁パネル２２０′を使用して、フレーム部材の
種々の実施形態は、フレーム部材構築中にフレーム部材に溶接される板金パネル区分１０
９を有することができる。嵌め込みパネル１１０、窓パネル１２０、および容易に取り外
し可能な点検窓１３０は、壁フレーム部材の各々の中に設置されることができ、図４のガ
スエンクロージャアセンブリ１００の構築および分解のサイクルを通して、繰り返し設置
および除去されることができる。図に示すように、壁パネル２１０′および壁パネル２２
０′の実施例では、壁パネルは、容易に取り外し可能な点検窓１３０の近位に窓パネル１
２０を有することができる。同様に、例示的後壁パネル２４０′で描写されるように、壁
パネルは、２つの隣接するグローブポート１４０を有する、窓パネル１２５等の窓パネル
を有することができる。本教示による壁フレーム部材の種々の実施形態について、および
図３のガスエンクロージャアセンブリ１００について見られるように、グローブのそのよ
うな配列は、ガスエンクロージャの外部からエンクロージャシステム内の構成要素部品へ
の容易なアクセスを提供する。したがって、ガスエンクロージャの種々の実施形態は、エ
ンドユーザが左のグローブおよび右のグローブを内部の中へ延ばし、内部内のガス雰囲気
の組成を乱すことなく、内部の中で１つ以上のアイテムを動作させることができるように
、２つ以上のグローブポートを提供することができる。例えば、窓パネル１２０および点
検窓１３０のうちのいずれかは、ガスエンクロージャアセンブリの外部からガスエンクロ
ージャアセンブリの内部の調整可能な構成要素への容易なアクセスを促進するように位置
付けられることができる。窓パネル１２０および点検窓１３０等の窓パネルの種々の実施
形態によると、グローブポートグローブを通したエンドユーザアクセスが指示されないと
き、そのような窓は、グローブポートおよびグローブポートアセンブリを含まないことも
ある。
【００３９】
　図４で描写されるような壁および天井パネルの種々の実施形態は、複数の嵌め込みパネ
ル１１０を有することができる。図４に見られ得るように、嵌め込みパネルは、種々の形
状およびアスペクト比を有することができる。嵌め込みパネルに加えて、天井パネル２５
０′は、ファンフィルタユニットカバー１０３、天井フレーム２５０に据え付けられ、ボ
ルトで締められ、ねじで締められ、固定され、または別様に固定される第１の天井フレー
ムダクト１０５、および第２の天井フレームダクト１０７を有することができる。後にさ
らに詳細に議論されるように、天井パネル２５０′のダクト１０７と流体連通している配
管は、ガスエンクロージャアセンブリの内部内に設置されることができる。本教示による
と、そのような配管は、ガスエンクロージャアセンブリの内部のガス循環システムの一部
であり得るとともに、ガスエンクロージャアセンブリの外部の少なくとも１つのガス精製
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構成要素を通した循環のために、ガスエンクロージャアセンブリから退出する流動を分離
することを提供する。
【００４０】
　図５は、パネルの完全な補完を含むように壁フレーム２２０が構築されることができる
、フレーム部材アセンブリ２００の分解正面斜視図である。示される設計に限定されない
が、本教示によるフレーム部材アセンブリの種々の実施形態の例示として、壁フレーム２
２０を使用するフレーム部材アセンブリ２００が使用されることができる。フレーム部材
アセンブリの種々の実施形態は、本教示によると、種々のフレーム部材と、種々のフレー
ム部材の種々のフレームパネル区分において設置される区分パネルとから成ることができ
る。
【００４１】
　本教示の種々のフレーム部材アセンブリの種々の実施形態によれば、フレーム部材アセ
ンブリ２００は、壁フレーム２２０等のフレーム部材から成ることができる。図３のガス
エンクロージャアセンブリ１００等のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態に
ついて、そのようなガスエンクロージャアセンブリに収納される機器を利用し得るプロセ
スは、不活性環境を提供する密封エンクロージャだけでなく、粒子状物質を実質的に含ま
ない環境も必要とし得る。その点に関して、本教示によるフレーム部材は、フレームの種
々の実施形態の構築のための様々に寸法決定された金属管材料を利用し得る。そのような
金属管材料は、分解して粒子状物質を産生しないであろう高い完全性の材料を含むが、そ
れに限定されない、所望の材料属性に対処するとともに、高い強度、その上、最適な重量
を有する、フレーム部材を生産し、種々のフレーム部材およびパネル区分を備えているガ
スエンクロージャアセンブリの１つの部位から別の部位への即時の輸送、構築および解体
を提供する。当業者であれば、本教示による種々のフレーム部材を作成するために、これ
らの要件を満たす任意の材料を利用できることを容易に理解することができるであろう。
【００４２】
　例えば、フレーム部材アセンブリ２００等の本教示によるフレーム部材の種々の実施形
態は、押出金属管類から構築されることができる。フレーム部材の種々の実施形態による
と、アルミニウム、鋼鉄、および種々の金属複合材料が、フレーム部材を構築するために
利用され得る。種々の実施形態では、本教示のフレーム部材の種々の実施形態を構築する
ために、例えば、限定されないが、幅２インチ×高さ２インチ、幅４インチ×高さ２イン
チ、および幅４インチ×高さ４インチの寸法を有し、１／８インチから１／４インチの壁
厚を有する、金属管類が使用されることができる。加えて、分解して粒子状物質を産生し
ないであろう高い完全性の材料を含むが、それに限定されない、材料属性を有するととも
に、高い強度、その上、最適な重量を有する、フレーム部材を生産し、１つの部位から別
の部位への即時の輸送、構築および解体を提供する、種々の管または他の形態の種々の補
強繊維ポリマー複合材料が利用可能である。
【００４３】
　様々に寸法決定された金属管材料からの種々のフレーム部材の構築に関して、フレーム
溶接部の種々の実施形態を作成する溶接が行われることができると考えられる。加えて、
様々に寸法決定された建築材料からの種々のフレーム部材の構築は、適切な工業用接着剤
を使用して行われることができる。フレーム部材を通して漏出経路を本質的に作成しない
であろう様式で、種々のフレーム部材の構築が行われるべきであると考えられる。その点
に関して、ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態のフレーム部材を通して漏出
経路を本質的に作成しない任意のアプローチを使用して、種々のフレーム部材の構築が行
われることができる。さらに、図４の壁フレーム２２０等の本教示によるフレーム部材の
種々の実施形態は、塗装または被覆され得る。表面で形成される材料が粒子状物質を作成
し得る、例えば、酸化しやすい、金属管類材料から作製されるフレーム部材の種々の実施
形態について、粒子状物質の形成を防止するために、塗装または被覆、または陽極酸化等
の他の表面処理が行われることができる。
【００４４】
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　図５のフレーム部材アセンブリ２００等のフレーム部材アセンブリは、壁フレーム２２
０等のフレーム部材を有することができる。壁フレーム２２０は、その上で最上壁フレー
ムスペーサ板２２７を留められることができる、最上部２２６、ならびにその上で底壁フ
レームスペーサ板２２９を留められることができる、底部２２８を有することができる。
後にさらに詳細に議論されるように、フレーム部材の表面上に据え付けられるスペーサ板
は、フレーム部材区分の中に据え付けられるパネルのガスケット密閉と併せて、本教示に
よるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態の密封を提供する、ガスケット密閉
システムの一部である。図５のフレーム部材アセンブリ２００の壁フレーム２２０等のフ
レーム部材は、いくつかのパネルフレーム区分を有することができ、各区分は、限定され
ないが、嵌め込みパネル１１０、窓パネル１２０、および容易に取り外し可能な点検窓１
３０等の種々の種類のパネルを受け取るように製造されることができる。種々の種類のパ
ネル区分を、フレーム部材の構築で形成されることができる。パネル区分の種類は、例え
ば、嵌め込みパネル１１０を受け取るための嵌め込みパネル区分１０、窓パネル１２０を
受け取るための窓パネル区分２０、および容易に取り外し可能な点検窓１３０を受け取る
ための点検窓パネル区分３０を含むことができるが、それらに限定されない。
【００４５】
　各種類のパネル区分は、パネルを受け取るパネル区分フレームを有することができ、密
封ガスエンクロージャアセンブリを構築するために、本教示に従って各パネルを各パネル
区分の中へ密閉可能に留められることができることを提供することができる。例えば、本
教示によるフレームアセンブリを描写する図５では、嵌め込みパネル区分１０は、フレー
ム１２を有することが示され、窓パネル区分２０は、フレーム２２を有することが示され
、点検窓パネル区分３０は、フレーム３２を有することが示されている。本教示の壁フレ
ームアセンブリの種々の実施形態について、種々のパネル区分フレームは、密封を提供す
るように連続溶接ビードでパネル区分に溶接される板金材料であり得る。壁フレームアセ
ンブリの種々の実施形態について、種々のパネル区分フレームは、適切な工業用接着剤を
使用してパネル区分において据え付けられることができる、補強繊維ポリマー複合材料か
ら選択される建築材料を含む、種々のシート材料から作製することができる。密閉に関す
る後続の教示でさらに詳細に議論されるように、各パネル区分フレームは、各パネル区分
において設置および留められた各パネルのために気密シールを形成できることを確実にす
るように、その上に配置された圧縮可能なガスケットを有することができる。パネル区分
フレームに加えて、各フレーム部材区分は、パネルを位置付けること、ならびにパネル区
分の中でパネルをしっかりと留めることに関係するハードウェアを有することができる。
【００４６】
　嵌め込みパネル１１０および窓パネル１２０用のパネルフレーム１２２の種々の実施形
態は、限定されないが、アルミニウム、アルミニウムおよびステンレス鋼の種々の合金等
の板金材料から構築されることができる。パネル材料のための属性は、フレーム部材の種
々の実施形態を構成する構造材料のための属性と同一であり得る。その点に関して、種々
のパネル部材のための属性を有する材料は、分解して粒子状物質を産生しないであろう高
い完全性の材料を含むが、それに限定されないとともに、１つの部位から別の部位への即
時の輸送、構築および解体を提供するために、高い強度、その上、最適な重量を有するパ
ネルを生産する。例えば、ハニカムコアシート材料の種々の実施形態は、嵌め込みパネル
１１０および窓パネル１２０用のパネルフレーム１２２の構築のためのパネル材料として
使用するための必要属性を有することができる。ハニカムコアシート材料は、種々の材料
、両方とも金属、ならびに金属複合材料およびポリマー、ならびにポリマー複合ハニカム
コアシート材料で作製されることができる。金属材料から製造されたときの取り外し可能
なパネルの種々の実施形態は、ガスエンクロージャアセンブリが構築されたときに構造全
体が基礎に固定されていることを確実にするように、パネルに含まれる基礎接続を有する
ことができる。
【００４７】
　本教示のガスエンクロージャアセンブリをされ構築するために使用されるガスエンクロ
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ージャアセンブリ構成要素の輸送可能な性質を考慮すると、ガスエンクロージャアセンブ
リの内部へのアクセスを提供するように、本教示の区分パネルの種々の実施形態のうちの
いずれかは、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの使用中に繰り返し設置およ
び除去されることができる。
【００４８】
　例えば、容易に取り外し可能な点検窓パネル１３０を受け取るためのパネル区分３０は
、一組の４つのスペーサを有することができ、そのうちの１つは、窓ガイドスペーサ３４
として示される。加えて、容易に取り外し可能な点検窓パネル１３０を受け取るために構
築されるパネル区分３０は、容易に取り外し可能な点検窓１３０の各々のための点検窓フ
レーム１３２上に据え付けられた一組の４つの逆作用トグルクランプ１３６を使用して、
点検窓パネル区分３０の中へ点検窓１３０を締め付けるために使用されることができる、
一組の４つの締め付けクリート３６を有することができる。さらに、点検窓１３０の除去
および設置しやすさをエンドユーザに提供するように、２つの窓ハンドル１３８が、容易
に取り外し可能な点検窓フレーム１３２上に据え付けられることができる。取り外し可能
な点検窓ハンドルの数、種類、および配置は、変化させられることができる。加えて、容
易に取り外し可能な点検窓パネル１３０を受け取るための点検窓パネル区分３０は、各点
検窓パネル区分３０の中に選択的に設置される、少なくとも２つの窓クランプ３５を有す
ることができる。点検窓パネル区分３０の各々の最上部および底部の中にあるものとして
描写されるが、少なくとも２つの窓クランプは、パネル区分フレーム３２の中で点検窓１
３０を固定するように作用する任意の様式で設置されることができる。点検窓１３０が除
去および再設置されることを可能にするために、窓クランプ３５を除去および設置するよ
うにツールが使用されることができる。
【００４９】
　点検窓１３０の逆作用トグルクランプ１３６、ならびに、締め付けクリート３６、窓ガ
イドスペーサ３４、および窓クランプ３５を含むパネル区分３０上に設置されるハードウ
ェアは、任意の好適な材料、ならびに材料の組み合わせで構築されることができる。例え
ば、１つ以上のそのような要素は、少なくとも１つの金属、少なくとも１つのセラミック
、少なくとも１つのプラスチック、およびそれらの組み合わせを含むことができる。取り
外し可能な点検窓ハンドル１３８は、任意の好適な材料、ならびに材料の組み合わせで構
築されることができる。例えば、１つ以上のそのような要素は、少なくとも１つの金属、
少なくとも１つのセラミック、少なくとも１つのプラスチック、少なくとも１つのゴム、
およびそれらの組み合わせを含むことができる。窓パネル１２０の窓１２４、または点検
窓１３０の窓１３４等のエンクロージャ窓は、任意の好適な材料、ならびに材料の組み合
わせを含むことができる。本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態によ
ると、エンクロージャ窓は、透明および半透明材料を含むことができる。ガスエンクロー
ジャアセンブリの種々の実施形態では、エンクロージャ窓は、例えば、限定されないが、
ガラスおよび石英等のシリカ系材料、ならびに、例えば、限定されないが、種々の部類の
ポリカーボネート、アクリル、およびビニル等の種々の種類のポリマー系材料を含むこと
ができる。当業者であれば、例示的な窓材料の種々の複合材料およびそれらの組み合わせ
もまた、本教示による透明および半透明材料として有用であり得ると理解することができ
るであろう。
【００５０】
　フレーム部材アセンブリ２００について図５に見られ得るように、容易に取り外し可能
な点検窓パネル１３０は、キャップ１５０を伴うグローブポートを有することができる。
図３は、外向きに拡張されたグローブを有する全てのグローブポートとともに示されてい
るが、図５に示されるように、グローブポートはまた、エンドユーザがガスエンクロージ
ャアセンブリの内部への遠隔アクセスを必要とするかどうかに応じて、キャップを取り付
けられることもできる。図６Ａ－７Ｂで描写されるようなキャッピングアセンブリの種々
の実施形態は、グローブがエンドユーザによって使用されていないときに、グローブを覆
ってキャップをしっかりと掛けることを提供し、同時に、エンドユーザがグローブを使用
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することを希望するときに即時のアクセスを提供する。
【００５１】
　図６Ａでは、内面１５１、外面１５３、および握持のために輪郭形成されることができ
る側面１５２を有することができる、キャップ１５０が示されている。キャップ１５０の
周縁１５４から、３つの肩付きねじ１５６が延びている。図６Ｂに示されるように、頭部
１５７が周縁１５４に隣接しないように、各肩付きねじは、シャンク１５５が周縁１５４
から設定距離を延びるように周縁１５４において設定される。図７Ａ－７Ｂでは、グロー
ブポートハードウェアアセンブリ１６０は、エンクロージャがエンクロージャ外部に対し
て陽圧を有するように加圧されたときにグローブポートにキャップを取り付けるための係
止機構を含むキャッピングアセンブリを提供するように修正されることができる。
【００５２】
　図６Ａのグローブポートハードウェアアセンブリ１６０の種々の実施形態について、バ
イオネット締め付けが、グローブポートハードウェアアセンブリ１６０を覆うキャップ１
５０の閉鎖を提供することができ、同時に、エンドユーザによるグローブへの即時のアク
セスのための迅速連結設計を提供する。図７Ａに示されるグローブポートハードウェアア
センブリ１６０の上面拡大図では、グローブポートアセンブリ１６０は、グローブおよび
フランジ１６４を据え付けるためのねじ山付きねじ頭部１６２を有する、裏板１６１およ
び前板１６３を備えていることができる。フランジ１６４の上に、肩付きねじ１５６（図
６Ｂ）の肩付きねじ頭部１５７を受け取るためのスロット１６５を有する、バイオネット
ラッチ１６６が示されている。肩付きねじ１５６の各々は、グローブポートハードウェア
アセンブリ１６０のバイオネットラッチ１６６の各々と整列させられて、係合することが
できる。バイオネットラッチ１６６のスロット１６８は、一方の端部の開口部１６５、お
よびスロット１６８の他方の端部の係止陥凹１６７を有する。各肩付きねじ頭部１５７が
各開口部１６５に挿入されると、肩付きねじ頭部が係止陥凹１６７の近位にあるスロット
１６８の端部で隣接するまで、キャップ１５０が回転されることができる。図７Ｂに示さ
れる断面図は、ガスエンクロージャアセンブリシステムが使用中である間、グローブにキ
ャップを取り付けるための係止特徴を描写する。使用中、エンクロージャ内の不活性ガス
の内部ガス圧力は、設定された量だけガスエンクロージャアセンブリの外部の圧力よりも
大きい。陽圧は、本教示のガスエンクロージャアセンブリの使用中にグローブがキャップ
１５０の下で圧縮された場合、グローブを充填する（図３）ことができ、それによって、
肩付きねじ頭部１５７は、係止陥凹１６７の中へ移動させられ、グローブポート窓がしっ
かりとキャップを取り付けられるであろうことを確実にする。しかしながら、エンドユー
ザは、握持のために輪郭形成された側面１５２でキャップ１５０を握持し、使用されてい
ないときにバイオネットラッチの中に固定されたキャップを容易に係合解除することがで
きる。図７Ｂは、加えて、窓１３４の内面１３１上の裏板１６１、ならびに窓１３４の外
面上の前板１６３を示し、その両方の板は、Ｏリングシール１６９を有する。
【００５３】
　図８Ａ－９Ｂについて以下の教示で議論されるように、気密区分パネルフレームシール
と併せた壁および天井フレーム部材シールは、一緒に、不活性環境を必要とする空気感受
性プロセスのための密封ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態を提供する。反
応種の実質的に低い濃度、ならびに実質的に低粒子の環境を提供することに寄与する、ガ
スエンクロージャアセンブリおよびシステムの構成要素は、密封ガスエンクロージャアセ
ンブリ、ならびに配管を含む高度に効果的なガス循環および粒子濾過システムを含むこと
ができるが、それらに限定されない。ガスエンクロージャアセンブリのための効果的な密
封を提供することは、特に、３つのフレーム部材が３側面接合部を形成するように一緒に
なるときに困難であり得る。したがって、３側面接合部密閉は、構築および解体のサイク
ルを通して組み立て、分解することができる、ガスエンクロージャアセンブリ用の容易に
設置可能な密封を提供することに関して、特に困難な課題を提示する。
【００５４】
　その点に関して、本教示によるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、接
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合部の効果的なガスケット密閉を通した、完全に構築されたガスエンクロージャアセンブ
リおよびシステムの密封を提供するとともに、耐荷重建築構成要素の周囲に効果的なガス
ケット密閉を提供する。従来の接合部密閉と異なって、本教示による接合部密閉は、１）
３つのフレーム部材が接合される、最上および底部終端フレーム接合点において、直交配
向したガスケット長からの隣接ガスケット区画の均一な平行整列を含み、それによって、
角度継ぎ目整列および密閉を回避し、２）接合部の幅全体を横断して隣接長を形成するこ
とを提供し、それによって、３側面接合点における密閉接触面積を増加させ、３）全ての
垂直および水平、ならびに最上および底部３側面接合ガスケットシールにわたって、均一
な圧縮力を提供するスペーサ板を伴って設計される。加えて、ガスケット材料の選択は、
後に議論されるであろう、密封を提供することの有効性に影響を及ぼし得る。
【００５５】
　図８Ａ－８Ｃは、本教示による３側面接合シールとの従来の３側面接合シールの比較を
描写する、上面概略図である。本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態
によると、例えば、限定されないが、ガスエンクロージャアセンブリを形成するように接
合されることができ、密封を必要とする複数の垂直、水平、および３側面接合部を作成す
る、少なくとも４つの壁フレーム部材、天井フレーム部材、およびパンがあり得る。図８
Ａでは、Ｘ－Ｙ面内でガスケットＩＩに対して直交配向される、第１のガスケットＩから
形成された従来の３側面ガスケットシールの上面概略図がある。図８Ａに示されるように
、Ｘ－Ｙ面内の直交配向から形成される継ぎ目は、ガスケットの幅の寸法によって画定さ
れる２つの区画の間の接触長Ｗ１を有する。加えて、ガスケットＩおよびガスケットＩＩ
の両方に対して垂直方向に直交配向されるガスケットであるガスケットＩＩＩの末端部分
は、斜線によって示されるように、ガスケットＩおよびガスケットＩＩに隣接することが
できる。図８Ｂでは、第２のガスケット長ＩＩに対して直角であり、両方の長さの４５°
面を接合する継ぎ目を有する、第１のガスケット長Ｉから形成された従来の３側面接合ガ
スケットシールの上面概略図があり、継ぎ目は、２つの区画の間に、ガスケット材料の幅
より大きい接触長Ｗ２を有する。図８Ａの構成と同様に、ガスケットＩおよびガスケット
ＩＩの両方に対して垂直方向に直角である、ガスケットＩＩＩの端部分は、斜線によって
示されるように、ガスケットＩおよびガスケットＩＩに隣接することができる。ガスケッ
ト幅が図８Ａおよび図８Ｂで同一であると仮定すると、図８Ｂの接触長Ｗ２は、図８Ａの
接触長Ｗ１より大きい。
【００５６】
　図８Ｃは、本教示による３側面接合ガスケットシールの上面概略図である。第１のガス
ケット長Ｉは、ガスケット長Ｉの方向に対して直角に形成されるガスケット区画Ｉ′を有
することができ、ガスケット区画Ｉ′は、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々
の壁フレーム部材を形成するために使用される接合されている構造構成要素（幅４インチ
×高さ２インチまたは幅４インチ×高さ４インチの金属管等）の幅の寸法に近くあり得る
長さを有する。ガスケットＩＩは、Ｘ－Ｙ面内でガスケットＩに対して直角であり、接合
されている構造構成要素の幅に近い、ガスケット区画Ｉ′との重複長を有するガスケット
区画ＩＩ′を有する。ガスケット区画Ｉ′およびＩＩ′の幅は、選択される圧縮可能なガ
スケット材料の幅である。ガスケットＩＩＩは、ガスケットＩおよびガスケットＩＩの両
方に対して垂直方向に直交配向される。ガスケット区画ＩＩＩ′は、ガスケットＩＩＩの
端部分である。ガスケット区画ＩＩＩ′は、ガスケットＩＩＩの垂直長に対するガスケッ
ト区画ＩＩＩ′の直交配向から形成される。ガスケット区画ＩＩＩ′は、ガスケット区画
Ｉ′およびＩＩ′とほぼ同一の長さ、および選択される圧縮可能なガスケット材料の厚さ
である幅を有するように形成されることができる。その点に関して、図８Ｃに示される３
つの整列区画の接触長Ｗ３は、接触長Ｗ１およびＷ２をそれぞれ有する、図８Ａまたは図
８Ｂのいずれかに示される従来の３角接合シールよりも大きい。
【００５７】
　その点に関して、本教示による３側面接合ガスケット密閉は、図８Ａまたは図８Ｂの場
合に示されるように、そうでなければ直交整列ガスケットであろうものから、終端接合点
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においてガスケット区画の均一な平行整列を作成する。３側面接合ガスケット密閉区画の
そのような均一な平行整列は、壁フレーム部材から形成される接合部の最上および底部の
角において密封３側面接合シールを促進するように、区画にわたって均一な横密閉力を与
えることを提供する。加えて、各３側面接合シール用の均一に整列されたガスケット区画
の各区画は、接合されている構造構成要素の幅に近いように選択され、均一に整列された
区画の最大接触長を提供する。また、本教示による接合密閉は、建築接合部の全ての垂直
、水平、および３側面ガスケットシールにわたって均一な圧縮力を提供する、スペーサ板
を伴って設計される。図８Ａまたは図８Ｂの実施例について挙げられる、従来の３側面シ
ールに選択されるガスケット材料の幅が、少なくとも接合されている構造構成要素の幅で
あり得ることが議論され得る。
【００５８】
　図９Ａの分解斜視図は、ガスケットが非圧縮状態で描写されるように、全てのフレーム
部材が接合される前の本教示による密閉アセンブリ３００を描写する。図９Ａでは、壁フ
レーム３１０、壁フレーム３５０、ならびに天井フレーム３７０等の複数の壁フレーム部
材が、ガスエンクロージャアセンブリの種々の構成要素からのガスエンクロージャの構築
の第１のステップで密閉可能に接合されることができる。本教示によるフレーム部材密閉
は、完全に構築されたガスエンクロージャアセンブリが密封されることを提供するととも
に、ガスエンクロージャアセンブリの構築および解体のサイクルを通して実装されること
ができる密封を提供することの実質的な部分である。図９Ａ－９Ｂについて以下の教示で
挙げられる実施形態は、ガスエンクロージャアセンブリの一部分の密閉のためのものであ
るが、当業者であれば、そのような教示が、本教示のガスエンクロージャアセンブリのう
ちのいずれかの全体に適用されることを理解するであろう。
【００５９】
　図９Ａで描写される第１の壁フレーム３１０は、その上にスペーサ板３１２が据え付け
られる内側３１１と、垂直側面３１４と、その上にスペーサ板３１６が据え付けられる頂
面３１５とを有することができる。第１の壁フレーム３１０は、スペーサ板３１２から形
成される空間の中に配置され、それに接着される第１のガスケット３２０を有することが
できる。第１のガスケット３２０がスペーサ板３１２から形成される空間の中に配置され
、それに接着された後に残る、間隙３０２は、図９Ａに示されるように、第１のガスケッ
ト３２０の垂直長に及ぶことができる。図９Ａで描写されるように、柔軟ガスケット３２
０は、スペーサ板３１２から形成される空間の中に配置され、それに接着されることがで
き、垂直ガスケット長３２１、曲線ガスケット長３２３、および内部フレーム部材３１１
上で垂直ガスケット長３２１に対する面内で９０°に形成され、壁フレーム３１０の垂直
側面３１４で終端する、ガスケット長３２５を有することができる。図９Ａでは、第１の
壁フレーム３１０は、頂面３１５を有することができ、その上にスペーサ板３１６が据え
付けられ、それによって、表面３１５上の空間を形成し、第２のガスケット３４０が、そ
の上に配置され、壁フレーム３１０の内縁３１７の近位に接着される。第２のガスケット
３４０がスペーサ板３１６から形成される空間の中に配置され、それに接着された後に残
る、間隙３０４は、図９Ａに示されるように、第２のガスケット３４０の水平長に及ぶこ
とができる。さらに、斜線によって示されるように、ガスケット３４０の長さ３４５は、
ガスケット３２０の長さ３２５と均一に平行であり、隣接して整列させられる。
【００６０】
　図９Ａで描写される第２の壁フレーム３５０は、外部フレーム側面３５３、垂直側面３
５４、およびその上にスペーサ板３５６が据え付けられる頂面３５５を有することができ
る。第２の壁フレーム３５０は、スペーサ板３５６から形成される第１のガスケット空間
の中に配置され、それに接着される第１のガスケット３６０を有することができる。第１
のガスケット３６０がスペーサ板３５６から形成される空間の中に配置され、それに接着
された後に残る、間隙３０６は、図９Ａに示されるように、第１のガスケット３６０の水
平長に及ぶことができる。図９Ａで描写されるように、柔軟ガスケット３６０は、垂直長
３６１、曲線長３６３、および頂面３５５上の面内で９０°に形成され、外部フレーム部
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材３５３で終端する、長さ３６５を有することができる。
【００６１】
　図９Ａの分解斜視図で示されるように、壁フレーム３１０の内部フレーム部材３１１は
、ガスエンクロージャフレームアセンブリの１つの建築接合部を形成するように、壁フレ
ーム３５０の垂直側面３５４に接合することができる。そのように形成される建築接合部
の密閉に関して、図９Ａで描写される本教示による壁フレーム部材の終端接合点における
ガスケット密閉の種々の実施形態では、ガスケット３２０の長さ３２５、ガスケット３６
０の長さ３６５、およびガスケット３４０の長さ３４５は、全て隣接して均一に整列させ
られる。加えて、後にさらに詳細に議論されるように、本教示のスペーサ板の種々の実施
形態は、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態を密封するために使用
される圧縮可能なガスケット材料の約２０％から約４０％の間のひずみの均一な圧縮を提
供することができる。
【００６２】
　図９Ｂは、ガスケットが圧縮状態で描写されるように、全てのフレーム部材が接合され
た後の本教示による密閉アセンブリ３００を描写する。図９Ｂは、透視図で示される、第
１の壁フレーム３１０、第２の壁フレーム３５０、および天井フレーム３７０の間の最上
終端接合点で形成される、３側面接合部の角シールの詳細を示す斜視図である。図９Ｂに
示されるように、スペーサ板によって画定されるガスケット空間は、透視図で示される、
壁フレーム３１０、壁フレーム３５０、および天井フレーム３７０を接合すると、垂直、
水平、および３側面ガスケットシールを形成するための圧縮可能なガスケット材料の約２
０％から約４０％の間のひずみの均一な圧縮が、壁フレーム部材の接合部で密閉される全
ての表面におけるガスケット密閉が密封を提供できることを確実にするような幅であるよ
うに決定されることができる。加えて、ガスケット間隙３０２、３０４、および３０６（
図示せず）は、圧縮可能なガスケット材料の約２０％から約４０％の間のひずみの最適圧
縮時に、各ガスケットが図９Ｂのガスケット３４０およびガスケット３６０について示さ
れるように、ガスケット間隙を充填することができるように寸法決定される。したがって
、各ガスケットが配置されて接着される空間を画定することによって、均一な圧縮を提供
することに加えて、間隙を提供するように設計されているスペーサ板の種々の実施形態は
また、漏出経路を形成し得る様式で、圧縮状態でしわを作り、隆起し、あるいは別様に不
規則に形作ることなく、各圧縮されたガスケットがスペーサ板によって画定される空間内
に適合できることも確実にする。
【００６３】
　本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態によると、パネル区分フレー
ムの各々の上に配置された圧縮可能なガスケット材料を使用して、種々の種類の区分パネ
ルが密閉されることができる。フレーム部材ガスケット密閉と併せて、種々の区分パネル
とパネル区分フレームとの間にシールを形成するために使用される圧縮可能なガスケット
の場所および材料は、ガス漏出をほとんどまたは全く伴わずに密封ガスエンクロージャア
センブリを提供することができる。加えて、図５の嵌め込みパネル１１０、窓パネル１２
０、および容易に取り外し可能な点検窓１３０等の全ての種類のパネルのための密閉設計
は、例えば、保守のためのガスエンクロージャアセンブリの内部へのアクセスに関して必
要とされ得る、そのようなパネルの繰り返しの除去および設置後に、耐久性のあるパネル
密閉を提供することができる。
【００６４】
　例えば、図１０Ａは、点検窓パネル区分３０および容易に取り外し可能な点検窓１３０
を描写する分解図である。以前に議論されたように、点検窓パネル区分３０は、容易に取
り外し可能な点検窓１３０を受け取るために製造されることができる。ガスエンクロージ
ャアセンブリの種々の実施形態について、取り外し可能な点検パネル区分３０等のパネル
区分は、パネル区分フレーム３２、ならびにパネル区分フレーム３２上に配置される圧縮
可能なガスケット３８を有することができる。種々の実施形態では、取り外し可能な点検
窓パネル区分３０の中に容易に取り外し可能な点検窓１３０を留めることに関係するハー
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ドウェアは、設置および再設置の容易性をエンドユーザに提供し、同時に、ガスエンクロ
ージャアセンブリの内部への直接アクセスを必要とするエンドユーザによる必要に応じて
、容易に取り外し可能な点検窓１３０がパネル区分３０の中に設置および再設置されると
きに、気密シールが維持されることを確実にすることができる。容易に取り外し可能な点
検窓１３０は、例えば、限定されないが、本教示のフレーム部材のうちのいずれかを構築
するために説明されるような金属管材料から構築されることができる、剛性窓フレーム１
３２を含むことができる。点検窓１３０は、点検窓１３０の即時の除去および再設置をエ
ンドユーザに提供するために、迅速作用留めハードウェア、例えば、限定されないが、逆
作用トグルクランプ１３６を利用することができる。図１０Ａには、一組の３つのバイオ
ネットラッチ１６６を示す、図７Ａ－７Ｂの前述のグローブポートハードウェアアセンブ
リ１６０が示されている。
【００６５】
　図１０Ａの取り外し可能な点検窓パネル区分３０の正面図に示されるように、容易に取
り外し可能な点検窓１３０は、窓フレーム１３２上に固定される一組の４つのトグルクラ
ンプ１３６を有することができる。点検窓１３０は、ガスケット３８に対する適正な圧縮
力を確保するための規定距離でパネル区分フレーム３０の中に位置付けられることができ
る。図１０Ｂに示されるように、一組の４つの窓ガイドスペーサ３４を使用して、パネル
区分３０の中に点検窓１３０を位置付けるために、それらは、パネル区分３０の各角に設
置されることができる。容易に取り外し可能な点検窓１３６の逆作用トグルクランプ１３
６を受け取るように、一組の締め付けクリート３６が提供されることができる。設置およ
び除去のサイクルを通した点検窓１３０の密封のための種々の実施形態によると、圧縮可
能なガスケット３８に対して一組の窓ガイドスペーサ３４によって提供される点検窓１３
０の規定位置と併せた、点検窓フレーム１３２の機械的強度の組み合わせは、例えば、限
定されないが、それぞれの締め付けクリート３６の中に留められる逆作用トグルクランプ
１３６を使用して、点検窓１３０が定位置で固定されると、点検窓フレーム１３２が、一
組の窓ガイドスペーサ３４によって設定されるような規定圧縮により、パネル区分フレー
ム３２にわたって均等な圧力を提供できることを確実にすることができる。一組の窓ガイ
ドスペーサ３４は、ガスケット３８への窓１３０の圧縮力が、圧縮可能なガスケット３８
を約２０％から約４０％の間でひずませるように位置付けられる。その点に関して、点検
窓１３０の構築、ならびにパネル区分３０の製造は、パネル区分３０の中の点検窓１３０
の気密シールを提供する。以前に議論されたように、窓クランプ３５は、点検窓１３０が
パネル区分３０の中に留められた後にパネル区分３０の中に設置されることができ、点検
窓１３０が除去される必要があるときに除去される。
【００６６】
　逆作用トグルクランプ１３６は、任意の好適な手段、ならびに手段の組み合わせを使用
して、容易に取り外し可能な点検窓フレーム１３２に固定されることができる。使用する
ことができる好適な固定手段の実施例は、少なくとも１つの接着剤、例えば、限定されな
いが、エポキシまたはセメント、少なくとも１つのボルト、少なくとも１つのねじ、少な
くとも１つの他の留め具、少なくとも１つのスロット、少なくとも１つのトラック、少な
くとも１つの溶接、およびそれらの組み合わせを含むことができる。逆作用トグルクラン
プ１３６は、取り外し可能な点検窓フレーム１３２に直接的に、またはアダプタ板を通し
て間接的に接続されることができる。逆作用トグルクランプ１３６、締め付けクリート３
６、窓ガイドスペーサ３４、および窓クランプ３５は、任意の好適な材料、ならびに材料
の組み合わせで構築されることができる。例えば、１つ以上のそのような要素は、少なく
とも１つの金属、少なくとも１つのセラミック、少なくとも１つのプラスチック、および
それらの組み合わせを含むことができる。
【００６７】
　容易に取り外し可能な点検窓を密閉することに加えて、気密密閉もまた、嵌め込みパネ
ルおよび窓パネルのために提供されることができる。パネル区分において繰り返し設置お
よび除去されることができる、他の種類の区分パネルは、例えば、図５に示されるような
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嵌め込みパネル１１０および窓パネル１２０を含むが、それらに限定されない。図５に見
られ得るように、窓パネル１２０のパネルフレーム１２２は、嵌め込みパネル１１０と同
様に構築される。そのようなものとして、ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形
態によると、嵌め込みパネルおよび窓パネルを受け取るためのパネル区分の製造は、同一
であり得る。その点に関して、嵌め込みパネルおよび窓パネルの密閉は、同一の原理を使
用して実装されることができる。
【００６８】
　図１１Ａおよび図１１Ｂを参照して、本教示の種々の実施形態によると、図１のガスエ
ンクロージャアセンブリ１００等のガスエンクロージャのパネルのうちのいずれかは、各
々の嵌め込みパネル１１０を受け取るように構成されるフレーム１２を有することができ
る、１つ以上の嵌め込みパネル区分１０を含むことができる。図１１Ａは、図１１Ｂに示
される拡大部分を示す斜視図である。図１１Ａでは、嵌め込みパネル１１０は、嵌め込み
フレーム１２に関して位置付けられて描写されている。図１１Ｂに見られ得るように、嵌
め込みパネル１１０は、フレーム１２に付着され、フレーム１２は、例えば、金属で構築
されることができる。いくつかの実施形態では、金属は、アルミニウム、鋼鉄、銅、ステ
ンレス鋼、クロム、合金、およびそれらの組み合わせ等を含むことができる。複数の止ま
りねじ穴１４が嵌め込みパネル区分フレーム１２の中に作製されることができる。パネル
区分フレーム１２は、圧縮可能なガスケット１８が配置されることができる、嵌め込みパ
ネル１１０とフレーム１２との間にガスケット１６を備えているよう構築される。止まり
ねじ穴１４は、Ｍ５品種であり得る。ねじ１５は、嵌め込みパネル１１０とフレーム１２
との間にガスケット１６を備えている、止まりねじ穴１４によって受け取ることができる
。ガスケット１６に対して定位置に留められると、嵌め込みパネル１１０は、嵌め込みパ
ネル区分１０内に気密シールを形成する。以前に議論されたように、そのようなパネル密
閉は、図５に示されるような嵌め込みパネル１１０および窓パネル１２０を含むが、それ
らに限定されない、種々の区分パネルのために実装されることができる。
【００６９】
　本教示による圧縮可能なガスケットの種々の実施形態によると、フレーム部材密閉およ
びパネル密閉のための圧縮可能なガスケット材料は、種々の圧縮可能なポリマー材料、例
えば、限定されないが、膨張ゴム材料または膨張ポリマー材料とも当技術分野で称される
、閉鎖セルポリマー材料の部類の中のいずれかから選択されることができる。手短に言え
ば、閉鎖セルポリマーは、ガスが個別のセルの中に封入される様式で調製され、各個別の
セルは、ポリマー材料によって封入される。フレームおよびパネル構成要素の気密密閉で
使用するために望ましい、圧縮可能な閉鎖セルポリマーガスケット材料の性質は、それら
が、広範囲の化学種にわたる化学攻撃に対して頑健であり、優れた防湿性質を保有し、幅
広い温度範囲にわたって弾力的であり、永久圧縮歪みに耐性があることを含むが、それに
限定されない。一般に、開放セル構造のポリマー材料と比較して、閉鎖セルポリマー材料
は、より高い寸法安定性、より低い吸湿係数、およびより高い強度を有する。閉鎖セルポ
リマー材料を作製することができる、種々の種類のポリマー材料は、例えば、シリコーン
、ネオプレン、エチレンプロピレンジエン三元共重合体（ＥＰＴ）、エチレンプロピレン
ジエンモノマー（ＥＰＤＭ）を使用して作製されたポリマーおよび複合材料、ビニルニト
リル、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、ならびにそれらの種々の共重合体および混合
物を含むが、それらに限定されない。
【００７０】
　閉鎖セルポリマーの望ましい材料性質は、バルク材料を構成するセルが使用中に無傷の
ままである場合のみ維持される。その点に関して、閉鎖セルポリマーのために設定された
材料仕様を超える、例えば、規定の温度または圧縮範囲内で使用するための仕様を超える
様式で、そのような材料を使用することにより、ガスケットシールの劣化を引き起こし得
る。フレームパネル区分の中でフレーム部材および区分パネルを密閉するために使用され
る閉鎖セルポリマーガスケットの種々の実施形態では、そのような材料の圧縮は、約５０
％から約７０％の間のひずみを超えるべきではなく、最適な性能のために、約２０％から
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約４０％の間のひずみであり得る。
【００７１】
　閉鎖セルの圧縮可能なガスケット材料に加えて、本教示によるガスエンクロージャアセ
ンブリの実施形態を構築する際に使用するための所望の属性を有する、圧縮可能なガスケ
ット材料の部類の別の実施例は、中空押出された圧縮可能なガスケット材料の部類を含む
。材料の部類としての中空押出ガスケット材料は、それらが、広範囲の化学種にわたる化
学攻撃に対して頑健であり、優れた防湿性質を保有し、幅広い温度範囲にわたって弾力的
であり、永久圧縮歪みに耐性があることを含むが、それに限定されない、望ましい属性を
有する。そのような中空押出された圧縮可能なガスケット材料は、例えば、限定されない
が、Ｕ字形セル、Ｄ字形セル、正方形のセル、長方形のセル、ならびに種々のカスタム形
状因子の中空押出ガスケット材料のうちのいずれか等の多種多様の形状因子で供給される
ことができる。種々の中空押出ガスケット材料は、閉鎖セルの圧縮可能なガスケット製造
に使用される、ポリマー材料から製造されることができる。例えば、限定されないが、中
空押出ガスケットの種々の実施形態は、シリコーン、ネオプレン、エチレンプロピレンジ
エン三元共重合体（ＥＰＴ）、エチレンプロピレンジエンモノマー（ＥＰＤＭ）を使用し
て作製されたポリマーおよび複合材料、ビニルニトリル、スチレンブタジエンゴム（ＳＢ
Ｒ）、ならびにそれらの種々の共重合体および混合物から製造されることができる。その
ような中空セルガスケット材料の圧縮は、所望の属性を維持するために、約５０％ひずみ
を超えるべきではない。
【００７２】
　当業者であれば、閉鎖セルの圧縮可能なガスケット材料の部類および中空押出された圧
縮可能なガスケット材料の部類が実施例として挙げられているが、本教示によって規定さ
れるように、種々の壁および天井フレーム部材等の構造構成要素を密閉するため、ならび
にパネル区分フレームの中で種々のパネルを密閉するために、所望の属性を有する任意の
圧縮可能なガスケット材料が使用されることができることを、容易に理解することができ
るであろう。
【００７３】
　複数のフレーム部材からの図３および図４のガスエンクロージャアセンブリ１００、ま
たは後に議論されるように図２３および図２４のガスエンクロージャアセンブリ１０００
等のガスエンクロージャアセンブリの構築は、例えば、限定されないが、ガスケットシー
ル、フレーム部材、ダクト類、および区分パネル等のシステム構成要素への損傷の危険性
を最小化するように行われることができる。ガスケットシールは、例えば、ガスエンクロ
ージャの構築中に複数のフレーム部材から損傷を受けやすくあり得る、構成要素である。
本教示の種々の実施形態によると、本教示によるガスエンクロージャの構築中にガスエン
クロージャアセンブリの種々の構成要素への損傷の危険性を最小化または排除するための
材料および方法が提供される。
【００７４】
　図１２Ａは、図３のガスエンクロージャアセンブリ１００等のガスエンクロージャアセ
ンブリの構築の初期段階の斜視図である。ガスエンクロージャアセンブリ１００等のガス
エンクロージャアセンブリは、本教示のガスエンクロージャアセンブリの構築を例示する
ために使用されるが、当業者であれば、そのような教示がガスエンクロージャアセンブリ
の種々の実施形態に適用されることを認識できるであろう。図１２Ａで描写されるように
、ガスエンクロージャアセンブリの構築の初期段階中に、複数のスペーサブロックが、最
初に、基部２０２によって支持されるパン２０４の上に配置される。スペーサブロックは
、パン２０４の上に据え付けられる種々の壁フレーム部材上に配置される、圧縮可能なガ
スケット材料より厚くあり得る。パン２０４に接触することなく、組立中、ガスエンクロ
ージャアセンブリの種々の壁フレーム部材が、一連のスペーサブロック上に、およびパン
２０４の近位の定位置に配置されることができる場所で、一連のスペーサブロックがパン
２０４の周辺縁上に配置されることができる。パン２０４との密閉の目的で、種々の壁フ
レーム部材上に配置される圧縮可能なガスケット材料への任意の損傷を保護することがで
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きる様式で、パン２０４の上に種々の壁フレーム部材を組み立てることが望ましい。した
がって、その上で種々の壁パネル構成要素をパン２０４の上の初期位置に配置されること
ができる、スペーサブロックの使用は、パン２０４と密封を形成する目的で、種々の壁フ
レーム部材上に配置される圧縮可能なガスケット材料へのそのような損傷を防止する。例
えば、限定されないが、図１２Ａに示されるように、前周辺縁２０１は、その上で前壁フ
レーム部材が置かれることができる、スペーサ９３、９５、および９７を有することがで
き、右周辺縁２０５は、その上に右壁フレーム部材が置かれることができる、スペーサ８
９および９１を有することができ、後周辺縁２０７は、その上に後壁フレームスペーサが
置かれることができる、２つのスペーサを有することができ、そのうちのスペーサ８７が
示されている。任意の数、種類、および組み合わせのスペーサブロックが使用されること
ができる。当業者であれば、たとえ異なるスペーサブロックが図１２Ａ－図１４Ｂのそれ
ぞれで図示されていなくても、本教示に従ってスペーサブロックがパン２０４の上に位置
付けられることができると理解するであろう。
【００７５】
　構成要素フレーム部材からガスエンクロージャを組み立てるための本教示の種々の実施
形態による、例示的なスペーサブロックが、図９Ａの丸で囲んだ部分に示される第３のス
ペーサブロック９１の斜視図である、図１２Ｂに示されている。例示的なスペーサブロッ
ク９１は、スペーサブロックの外側面９２に取り付けられたスペーサブロックストラップ
９０を含むことができる。スペーサブロックは、任意の好適な材料、ならびに材料の組み
合わせで作製されることができる。例えば、各スペーサブロックは、超高分子量ポリエチ
レンを含むことができる。スペーサブロックストラップ９０は、任意の好適な材料、なら
びに材料の組み合わせで作製されることができる。いくつかの実施形態では、スペーサブ
ロックストラップ９０は、ナイロン材料、ポリアルキレン材料等を含む。スペーサブロッ
ク９１は、頂面９４および底面９６を有する。スペーサブロック８７、８９、９３、９５
、９７、および使用される任意の他のものは、同一または同様の物理属性で構成されるこ
とができ、同一または同様の材料を含むことができる。スペーサブロックは、パン２０４
の周囲上縁に、安定した配置、その上、即時の除去を可能にする様式で、置かれ、締め付
けられ、または別様に容易に配置されることができる。
【００７６】
　図１３で表される分解斜視図では、フレーム部材は、基部２０２の上に置かれるパン２
０４に取り付けられることができる、前壁フレーム２１０と、左壁フレーム２２０と、右
壁フレーム２３０と、後壁フレーム２４０と、天井または最上フレーム２５０とを備えて
いることができる。ＯＬＥＤ印刷システム５０は、パン２０４の上に据え付けられること
ができる。
【００７７】
　本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態による、ＯＬ
ＥＤ印刷システム５０は、例えば、花崗岩製基部と、ＯＬＥＤ印刷デバイスを支持するこ
とができる可動ブリッジと、基板浮動式テーブル、空気ベアリング、トラック、レール等
の加圧不活性ガス再循環システムの種々の実施形態から及ぶ１つ以上のデバイスおよび装
置と、ＯＬＥＤインク供給サブシステムおよびインクジェットプリントヘッドを含む、基
板上にＯＬＥＤ膜形成材料を堆積させるためのインクジェットプリンタシステムと、１つ
以上のロボットと等を備えていることができる。ＯＬＥＤ印刷システム５０を備えている
ことができる構成要素の多様性を考慮すると、ＯＬＥＤ印刷システム５０の種々の実施形
態は、種々の設置面積および形状因子を有することができる。
【００７８】
　ＯＬＥＤインクジェット印刷システムは、基板上の特定の場所の上へのインク滴の確実
な配置を可能にする、いくつかのデバイスおよび装置から成ることができる。これらのデ
バイスおよび装置は、プリントヘッドアセンブリ、インク送達システム、運動システム、
浮動式テーブルまたはチャック等の基板支持装置、基板ロードおよびアンロードシステム
、およびプリントヘッド保守システムを含むことができるが、それらに限定されない。プ
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リントヘッドアセンブリは、制御可能な割合、速度、およびサイズでインクの液滴を放出
することが可能な少なくとも１つの開口を伴う、少なくとも１つのインクジェットヘッド
から成る。インクジェットヘッドは、インクをインクジェットヘッドに提供する、インク
供給システムによって送給される。印刷は、プリントヘッドアセンブリと基板との間の相
対運動を必要とする。これは、運動システム、典型的には、ガントリまたは分割軸ＸＹＺ
システムを用いて達成される。プリントヘッドアセンブリが静止基板（ガントリ形式）上
で移動することができるか、または分割軸構成の場合に、プリントヘッドおよび基板の両
方が移動することができるかのいずれか一方である。別の実施形態では、プリントステー
ションは固定されることができ、基板が、プリントヘッドに対してＹおよびＹ軸で移動す
ることができ、Ｚ軸運動は、基板またはプリントヘッドのいずれか一方で提供される。プ
リントヘッドが基板に対して移動する場合、インクの液滴が、基板上の所望の場所に堆積
させられるべき正しい時間に放出される。基板は、基板ロードおよびアンロードシステム
を使用して、挿入され、プリントから除去される。プリンタ構成に応じて、これは、機械
的コンベヤ、基板浮動式テーブル、またはエンドエフェクタを伴うロボットを用いて達成
されることができる。プリントヘッド保守システムは、滴体積較正、インクジェットノズ
ル表面の拭き取り、廃棄物ボウルの中へインクを放出するためのプライミング等の保守タ
スクを可能にする、いくつかのサブシステムから成ることができる。
【００７９】
　ガスエンクロージャの組立のための本教示の種々の実施形態によると、図１３に示され
るような前または第１の壁フレーム２１０、左または第２の壁フレーム２２０、右または
第３の壁フレーム２３０、後または第４の壁フレーム２５０、および天井フレーム２５０
は、体系的な順番で一緒に構築され、次いで、基部２０２の上に据え付けられるパン２０
４に取り付けられ得る。フレーム部材の種々の実施形態は、ガントリクレーンを使用して
、以前に議論されたように、圧縮可能なガスケット材料への損傷を防止するために、スペ
ーサブロック上に位置付けられることができる。例えば、ガントリクレーンを使用して、
前壁フレーム２１０は、図１２Ａに示されるようなパン２０４の周辺上縁２０１上のスペ
ーサブロック９３、９５、および９７等の少なくとも３つのスペーサブロック上に置かれ
ることができる。スペーサブロック上の前壁フレーム２１０の配置に続いて、壁フレーム
２２０および壁フレーム２３０は、それぞれ、パン２０４の周辺縁２０３および周辺縁２
０５の上に設定されているスペーサブロック上に、任意の順番で連続的または逐次的に配
置され得る。構成要素フレーム部材からガスエンクロージャを組み立てるための本教示の
種々の実施形態によると、前壁フレーム２１０は、スペーサブロック上に配置されること
ができ、その後に、スペーサブロック上の左壁フレーム２２０および右壁フレーム２３０
の配置が続き、それらは、前壁フレーム２１０にボルトで締められるか、または別様に留
められるべき定位置にある。種々の実施形態では、後壁フレーム２４０は、左壁フレーム
２２０および右壁フレーム２３０にボルトで締められるか、または別様に留められるべき
定位置にあるように、スペーサブロック上に配置されることができる。種々の実施形態に
ついて、壁フレーム部材が連続壁フレームエンクロージャアセンブリを形成するように一
緒に固定されると、完全なガスエンクロージャフレームアセンブリを形成するように、最
上天井フレーム２５０がそのような壁フレームエンクロージャアセンブリに付着されるこ
とができる。ガスエンクロージャアセンブリの構築のための本教示の種々の実施形態では
、この組立段階での完全なガスエンクロージャフレームアセンブリは、種々のフレーム部
材ガスケットの完全性を保護するために、複数のスペーサブロック上に置かれている。
【００８０】
　図１４Ａに示されるように、ガスエンクロージャアセンブリの構築のための本教示の種
々の実施形態について、次いで、ガスエンクロージャフレームアセンブリ４００をパン２
０４に取り付けることに備えて、スペーサが除去されることができるように、ガスエンク
ロージャフレームアセンブリ４００が位置付けられることができる。図１４Ａは、リフタ
アセンブリ４０２、リフタアセンブリ４０４、およびリフタアセンブリ４０６を使用して
、スペーサブロックから上昇させられ、そこから離れた位置まで上昇させられたガスエン
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クロージャフレームアセンブリ４００を描写する。本教示の種々の実施形態では、リフタ
アセンブリ４０２、４０４、および４０６は、ガスエンクロージャフレームアセンブリ４
００の周囲に取り付けられることができる。リフタアセンブリが取り付けられた後、リフ
タアセンブリの各々を上昇させるか、または伸ばすように、各リフタアセンブリを作動さ
せ、それによって、ガスエンクロージャフレームアセンブリ４００を上昇させることによ
って、完全に構築されたガスエンクロージャフレームアセンブリを、スペーサブロックか
ら離して持ち上げることができる。図１４Ａに示されるように、ガスエンクロージャフレ
ームアセンブリ４００は、それが以前に置かれていた、複数のスペーサブロックの上方に
持ち上げられて示されている。次いで、複数のスペーサブロックは、次いで、フレームを
パン２０４の上に下げ、次いで、パン２０４に取り付けることができるように、パン２０
４上の置かれている位置から除去されることができる。
【００８１】
　図１４Ｂは、本教示のリフタアセンブリの種々の実施形態による、図１１Ａで描写され
るような同一のリフタアセンブリ４０２の分解図である。示されるように、リフタアセン
ブリ４０２は、スカフパッド４０８と、マウント板４１０と、第１のクランプマウント４
１２と、第２のクランプマウント４１３とを含む。第１のクランプ４１４および第２のク
ランプ４１５は、それぞれのクランプマウント４１２および４１３と一列になって示され
ている。ジャッククランク４１６は、ジャックシャフト４１８の最上部に取り付けられて
いる。トレーラジャック５２０は、ジャックシャフト４１８と垂直であり、それに取り付
けられて示されている。ジャック基部４２２は、ジャックシャフト４１８の下端の一部と
して示されている。ジャック基部４２２の下方には、ジャックシャフト４１８の下端を受
け取り、それに接続可能であるように構成される、脚マウント４２４がある。水平化脚４
２６も示されており、脚マウント４２４によって受け取られるように構成される。当業者
であれば、スペーサブロックを除去することができ、無傷のガスエンクロージャアセンブ
リをパンの上に下げることができるように、スペーサブロックからガスエンクロージャフ
レームアセンブリを上昇させるために、持ち上げ動作に好適な任意の手段が使用されるこ
とができることを容易に認識することができるであろう。例えば、上記で説明される４０
２、４０４、および４０６等の１つ以上のリフタアセンブリの代わりに、油圧、空気圧、
または電気リフタが使用されることができる。
【００８２】
　ガスエンクロージャアセンブリの構築のための本教示の種々の実施形態によると、複数
の留め具が提供されることができ、複数の留め具は、複数のフレーム部材を一緒に留め、
次いで、ガスエンクロージャフレームアセンブリをパンに留めるように構成されることが
できる。複数の留め具は、それぞれのフレーム部材が複数のフレーム部材の隣接フレーム
部材と交差するように構成される場所で、各フレーム部材の各縁に沿って配置される１つ
以上の留め具部品を含むことができる。複数の留め具および圧縮可能なガスケットは、フ
レーム部材が一緒に接合されたときに、ハードウェアが本教示の気密エンクロージャアセ
ンブリの複数の漏出経路を提供しないために、圧縮可能なガスケットが内部の近位に配置
され、ハードウェアが外部の近位に配置されるように、構成されることができる。
【００８３】
　複数の留め具は、フレーム部材のうちの１つ以上の縁に沿った複数のボルトと、複数の
フレーム部材の１つ以上の異なるフレーム部材の縁に沿った複数のねじ山付き穴とを備え
ていることができる。複数の留め具は、複数の捕捉されたボルトを備えていることができ
る。ボルトは、それぞれのパネルの外面から離れて延びる、ボルト頭部を備えていること
ができる。ボルトは、フレーム部材内の陥凹の中に沈められることができる。フレーム部
材を一緒に固定するために、クランプ、ねじ、リベット、接着剤、および他の留め具が使
用されることができる。ボルトまたは他の留め具は、フレーム部材のうちの１つ以上の外
壁を通って、１つ以上の隣接フレーム部材の側壁または最上壁内のねじ山付き穴または他
の補完的留め具特徴の中へ延びることができる。
【００８４】
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　図１５－１７で描写されるように、ガスエンクロージャの構築のための方法の種々の実
施形態について、配管を壁フレームおよび天井フレーム部材の接合によって形成される内
部の中に設置されることができる。ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態につ
いて、配管は、構築プロセス中に設置され得る。本教示の種々の実施形態によると、配管
は、複数のフレーム部材から構築されている、ガスエンクロージャフレームアセンブリ内
に設置され得る。種々の実施形態では、配管は、ガスエンクロージャフレームアセンブリ
を形成するように接合される前に、複数のフレーム部材上に設置されることができる。ガ
スエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態のための配管は、１つ以上
の配管入口から配管の中へ引き込まれる実質的に全てのガスが、ガスエンクロージャアセ
ンブリの内部の粒子状物質を除去するために、ガス循環および濾過ループの種々の実施形
態を通して移動させられるように構成されることができる。加えて、ガスエンクロージャ
アセンブリおよびシステムの種々の実施形態の配管は、ガスエンクロージャアセンブリの
内部の粒子状物質を除去するために、ガス循環および濾過ループから、ガスエンクロージ
ャアセンブリの外部のガス精製ループの入口および出口を分離するように構成されること
ができる。本教示による配管の種々の実施形態は、金属シート、例えば、限定されないが
、約８０ミルの厚さを有するアルミニウムシートから製造されることができる。
【００８５】
　図１５は、ガスエンクロージャアセンブリ１００の配管アセンブリ５００の右正面透視
斜視図を描写する。エンクロージャ配管アセンブリ５００は、前壁パネル配管アセンブリ
５１０を有することができる。示されるように、前壁パネル配管アセンブリ５１０は、前
壁パネル入口ダクト５１２と、両方とも前壁パネル入口ダクト５１２と流体連通している
、第１の前壁パネルライザ５１４および第２の前壁パネルライザ５１６とを有することが
できる。第１の前壁パネルライザ５１４は、ファンフィルタユニットカバー１０３の天井
ダクト５０５と密閉可能に係合させられる、出口５１５を有して示されている。同様に、
第２の前壁パネルライザ５１６は、ファンフィルタユニットカバー１０３の天井ダクト５
０７と密閉可能に係合させられる、出口５１７を有して示されている。その点に関して、
前壁パネル配管アセンブリ５１０は、底部からガスエンクロージャアセンブリで不活性ガ
スを循環させること、各前壁パネルライザ５１４および５１６を通して前壁パネル入口ダ
クト５１２を利用すること、および例えば、ファンフィルタユニット７５２によって空気
を濾過することができるように、それぞれ、出口５０５および５０７を通して空気を送達
することを提供する。後にさらに詳細に議論されるように、処理中の印刷システム内の基
板の物理的位置に従って、ファンフィルタユニットの数、サイズ、および形状が選択され
ることができる。近位ファンフィルタユニット７５２は、熱調節システムの一部として、
所望の温度でガスエンクロージャアセンブリ１００を通って循環する不活性ガスを維持す
ることができる、熱交換器７４２である。
【００８６】
　右壁パネル配管アセンブリ５３０は、右壁パネルの第１のライザ５３４および右壁パネ
ルの第２のライザ５３６を通して右壁パネルの上ダクト５３８と流体連通している、右壁
パネル入口ダクト５３２を有することができる。右壁パネルの上ダクト５３８は、第１の
ダクト入口端部５３５と、第２のダクト出口端部５３７とを有することができ、その第２
のダクト出口端部５３７は、後壁配管アセンブリ５４０の後壁パネルの上ダクト５３６と
流体連通している。左壁パネル配管アセンブリ５２０は、右壁パネルアセンブリ５３０に
ついて説明されるものと同一の構成要素を有することができ、第１の左壁パネルライザ５
２４および第１の左壁パネルライザ５２４を通して左壁パネルの上ダクト（図示せず）と
流体連通している、その左壁パネル入口ダクト５２２が、図１５で見えている。後壁パネ
ル配管アセンブリ５４０は、左壁パネルアセンブリ５２０および右壁パネルアセンブリ５
３０と流体連通している、後壁パネル入口ダクト５４２を有することができる。加えて、
後壁パネル配管アセンブリ５４０は、後壁パネルの第１の入口５４１および後壁パネル第
２の入口５４３を有することができる、後壁パネルの底ダクト５４４を有することができ
る。後壁パネルの底ダクト５４４は、第１のバルクヘッド５４７および第２のバルクヘッ
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ド５４９を介して、後壁パネルの上ダクト５３６と流体連通することができ、そのバルク
ヘッド構造は、ガスエンクロージャアセンブリ１００の外部から内部の中へ、例えば、限
定されないが、ケーブル、ワイヤ、および管類等の種々の束を送給するために使用される
ことができる。ダクト開口部５３３は、バルクヘッド５４９を介して上ダクト５３６を通
過させることができる、後壁パネルの上ダクト５３６から外へ、ケーブル、ワイヤ、およ
び管類等の束を移動させることを提供する。バルクヘッド５４７およびバルクヘッド５４
９は、以前に説明されたように、取り外し可能な嵌め込みパネルを使用して、外部で密封
されることができる。後壁パネルの上ダクトは、例えば、限定されないが、通気口５４５
を通してファンフィルタユニット７５４と流体連通しており、その角が図１５に示されて
いる。その点に関して、左壁パネル配管アセンブリ５２０、右壁パネル配管アセンブリ５
３０、および後壁パネル配管アセンブリ５４０は、例えば、ファンフィルタユニット７５
４によって空気を濾過することができるように、以前に説明されたように、種々のライザ
、ダクト、バルクヘッド通路等を通して通気口５４５と流体連通している、それぞれ、壁
パネル入口ダクト５２２、５３２、および５４２、ならびに後パネルの下ダクト５４４を
利用して、底部からガスエンクロージャアセンブリ内で不活性ガスを循環させることを提
供する。近位のファンフィルタユニット７５４は、所望の温度でガスエンクロージャアセ
ンブリ１００を通って循環する不活性ガスを維持することができる、熱調節システムの一
部としての熱交換器７４４である。
【００８７】
　図１５では、開口部５３３を通したケーブル送給が示されている。後にさらに詳細に議
論されるように、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、配管を通
してケーブル、ワイヤ、および管類等の束を運ぶことを提供する。そのような束の周囲に
形成される漏出経路を排除するために、適合材料を使用して、束の中の異なるサイズのケ
ーブル、ワイヤ、および管類を密閉するための種々のアプローチが使用されることができ
る。また、エンクロージャ配管アセンブリ５００の図１５には、ファンフィルタユニット
カバー１０３の一部として示されている、導管Ｉおよび導管ＩＩも示されている。導管Ｉ
が、外部ガス精製システムへの不活性ガスの出口を提供する一方で、導管ＩＩは、ガスエ
ンクロージャアセンブリ１００の内部のガス循環および粒子濾過ループへの精製不活性ガ
スの帰還を提供する。
【００８８】
　図１６では、エンクロージャ配管アセンブリ５００の上面透視斜視図が示されている。
左壁パネル配管アセンブリ５２０および右壁パネル配管アセンブリ５３０の対称性を見る
ことができる。右壁パネル配管アセンブリ５３０について、右壁パネル入口ダクト５３２
が、右壁パネルの第１のライザ５３４および右壁パネルの第２のライザ５３６を通して右
壁パネルの上ダクト５３８と流体連通している。右壁パネルの上ダクト５３８は、第１の
ダクト入口端部５３５および第２のダクト出口端部５３７を有することができ、その第２
のダクト出口端部５３７は、後壁配管アセンブリ５４０の後壁パネルの上ダクト５３６と
流体連通している。同様に、左壁パネル配管アセンブリ５２０は、左壁パネルの第１のラ
イザ５２４および左壁パネルの第２のライザ５２６を通して左壁パネルの上ダクト５２８
と流体連通している、左壁パネル入口ダクト５２２を有することができる。左壁パネルの
上ダクト５２８は、第１のダクト入口端部５２５および第２のダクト出口端部５２７を有
することができ、その第２のダクト出口端部５２７は、後壁配管アセンブリ５４０の後壁
パネルの上ダクト５３６と流体連通している。加えて、後壁パネル配管アセンブリは、左
壁パネルアセンブリ５２０および右壁パネルアセンブリ５３０と流体連通している、後壁
パネル入口ダクト５４２を有することができる。加えて、後壁パネル配管アセンブリ５４
０は、後壁パネルの第１の入口５４１および後壁パネルの第２の入口５４３を有すること
ができる、後壁パネルの底ダクト５４４を有することができる。後壁パネルの底ダクト５
４４は、第１のバルクヘッド５４７および第２のバルクヘッド５４９を介して、後壁パネ
ルの上ダクト５３６と流体連通することができる。図１５および図１６に示されるような
配管アセンブリ５００は、それぞれ、前壁パネル出口５１５および５１７を介して、前壁
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パネル入口ダクト５１２から天井パネルダクト５０５および５０７へ不活性ガスを循環さ
せる、前壁パネル配管アセンブリ５１０から、ならびに、それぞれ、入口ダクト５２２、
５３２、および５４２から通気口５４５へ空気を循環させる、左壁パネルアセンブリ５２
０、右壁パネルアセンブリ５３０、および後壁パネル配管アセンブリ５４０からの不活性
ガスの効果的な循環を提供することができる。不活性ガスが、天井パネルダクト５０５お
よび５０７ならびに通気口５４５を介してエンクロージャ１００のファンフィルタユニッ
トカバー１０３の下のエンクロージャ領域の中へ排出されると、そのように排出された不
活性ガスは、ファンフィルタユニット７５２および７５４を通して濾過されることができ
る。加えて、循環した不活性ガスは、熱調節システムの一部である熱交換器７４２および
７４４によって、所望の温度に維持されることができる。
【００８９】
　図１７は、エンクロージャ配管アセンブリ５００の底面透視図である。入口配管アセン
ブリ５０２は、互いに流体連通している、前壁パネル入口ダクト５１２と、左壁パネル入
口ダクト５２２と、右壁パネル入口ダクト５３２と、後壁パネル入口ダクト５４２とを含
む。入口配管アセンブリ５０２に含まれる各入口ダクトについて、各ダクトの底部にわた
り均等に分布する目に見える開口部があり、その複数組は、本教示の目的で、前壁パネル
入口ダクト５１２の開口部５１１、左壁パネル入口ダクト５２２の開口部５２１、右壁パ
ネル入口ダクト５３２の開口部５３１、および右壁パネル入口ダクト５４２の開口部５４
１として具体的に強調表示される。そのような開口部は、各入口ダクトの底部にわたり明
らかであるように、連続循環および濾過のために、エンクロージャ１００内の不活性ガス
の効果的な取り込みを提供する。ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態の不活
性ガスの連続循環および濾過は、ガスエンクロージャアセンブリシステムの種々の実施形
態内で実質的に粒子を含まない環境を維持することを提供する。ガスエンクロージャアセ
ンブリシステムの種々の実施形態は、粒子状物質に対してＩＳＯ　１４６４４クラス４に
維持されることができる。ガスエンクロージャアセンブリシステムの種々の実施形態は、
粒子汚染に特に敏感であるプロセスに対してＩＳＯ　１４６４４クラス３仕様に維持され
ることができる。以前に議論されたように、導管Ｉが、外部ガス精製システムへの不活性
ガスの出口を提供する一方で、導管ＩＩは、ガスエンクロージャアセンブリ１００の内部
の濾過および循環ループへの精製不活性ガスの帰還を提供する。
【００９０】
　本教示によるガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態では、ケ
ーブル、ワイヤ、および管類等の束は、例えば、ＯＬＥＤ印刷システムの動作のために、
ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの内部内に配置される、電気システム、機
械システム、流体システム、および冷却システムと動作可能に関連付けられることができ
る。そのような束は、ケーブル、ワイヤ、および管類等の束の死空間に閉塞される、水蒸
気および酸素等の反応性大気ガスを一掃するために、ダクト類を通して送給されることが
できる。本教示によると、ケーブル、ワイヤ、および管類の束内で形成される死空間が、
閉塞反応種の貯留部を作成することが分かっており、閉塞反応種の貯留部は、空気感受性
プロセスを行うための仕様内にガスエンクロージャアセンブリをもたらすためにかかり得
る時間を有意に延長させ得る。ＯＬＥＤデバイスを印刷するために有用な本教示のガスエ
ンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態について、水蒸気および酸素等
の種々の反応性大気ガス、ならびに有機溶媒蒸気を含む、種々の反応種の各種は、１００
ｐｐｍ以下に、例えば、１０ｐｐｍ以下に、１.０ｐｐｍ以下に、または０.１ｐｐｍ以下
に維持されることができる。
【００９１】
　ダクト類を通して送給されたケーブル敷設が、どのようにして、束ねられたケーブル、
ワイヤ、および管類等の中の死容積から閉塞反応性大気ガスを一掃するのにかかる時間の
減少をもたらし得るかを理解するために、図１８Ａ－１９を参照する。図１８Ａは、種々
のインク、溶媒等を、図１３の印刷システム５０等の印刷システムに送達するための管類
Ａ等の管類を含むことができる、束であり得る、束Ｉの拡大図を描写する。図１８Ａの束
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１は、加えて、電線Ｂまたはケーブル敷設等、同軸ケーブルＣ等の電気配線を含むことが
できる。そのような管類、ワイヤ、およびケーブルは、ＯＬＥＤ印刷システムを備えてい
る種々のデバイスおよび装置に接続されるように、一緒に束ねられて外部から内部へ経路
指定されることができる。図１８Ａの斜線領域に見られるように、そのような束は、相当
の死空間Ｄを作成することができる。図１８Ｂの概略斜視図では、ケーブル、ワイヤ、お
よび管類の束Ｉが、ダクトＩＩを通して送給される場合、不活性ガスＩＩＩが、連続的に
束を吹き抜けることができる。図１９の拡大断面図は、束ねられた管類、ワイヤ、および
ケーブルを連続的に吹き抜ける不活性ガスが、どれだけ効果的に、そのような束に形成さ
れた死容積からの閉塞反応種の除去速度を増加させることができるかを描写する。種Ａに
よって占有される集合領域によって図１９で示される死容積からの反応種Ａの拡散速度は
、不活性ガス種Ｂによって占有される集合領域によって図１９で示される、死容積の外側
の反応種の濃度に反比例する。つまり、反応種の濃度が死容積のすぐ外側の容積で高い場
合には、拡散速度が減少させられる。そのような領域中の反応種濃度が、不活性ガスの流
動によって、死容積のすぐ外側の容積から連続的に減少させられる場合には、質量作用に
よって、反応種が死容積から拡散する速度が増加させられる。加えて、同一の原理によっ
て、閉塞反応種が死容積から外に効果的に除去される場合、不活性ガスは、それらの空間
の中へ拡散することができる。
【００９２】
　図２０Ａは、帰還ダクト６０５を通したガスエンクロージャアセンブリ６００の内部の
中への透視図を伴う、ガスエンクロージャアセンブリ６００の種々の実施形態の後角の斜
視図である。ガスエンクロージャアセンブリ６００の種々の実施形態について、後壁パネ
ル６４０は、例えば、電気バルクヘッドへのアクセスを提供するように構成される、嵌め
込みパネル６１０を有することができる。ケーブル、ワイヤ、および管類等の束は、バル
クヘッドを通して、（第１のケーブル、ワイヤ、および管類束ダクト入口６３６の中へ経
路指定された束を明らかにするように取り外し可能な嵌め込みパネルが除去されている）
右壁パネル６３０の中に示されるダクト６３２等のケーブル経路指定ダクトの中へ送給す
されることができる。そこから、束は、ガスエンクロージャアセンブリ６００の内部の中
へ送給されることができ、ガスエンクロージャアセンブリ６００の内部の中の帰還ダクト
６０５を通した透視図で示されている。ケーブル、ワイヤ、および管類束経路指定のため
のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、さらに別の束のための第１の束ダ
クト入口６３４および第２の束ダクト入口６３６を描写する、図２０Ａに示されるような
１つよりも多くのケーブル、ワイヤ、および管類束入口を有することができる。図２０Ｂ
は、ケーブル、ワイヤ、および管類束のための束ダクト入口６３４の拡大図を描写する。
束ダクト入口６３４は、スライド式カバー６３３とシールを形成するように設計されてい
る、開口部６３１を有することができる。種々の実施形態では、開口部６３１は、束の中
のケーブル、ワイヤ、および管類等の種々の直径に適応することができる、ケーブル入口
シール用のＲｏｘｔｅｃ　Ｃｏｍｐａｎｙによって提供されるもの等の柔軟な密閉モジュ
ールに適応することができる。代替として、スライド式カバー６３３の最上部６３５およ
び開口部６３１の上部分６３７は、適合材料が、束ダクト入口６３４等の入口を通して送
給された束の中のケーブル、ワイヤ、および管類等の種々のサイズの直径の周囲にシール
が形成されることができるように、各表面上に配置された適合材料を有し得る。
【００９３】
　図２１は、例えば、図３のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム１００の天井
パネル２５０′等の本教示の天井パネルの種々の実施形態の底面図である。ガスエンクロ
ージャの組立のための本教示の種々の実施形態によると、照明が、図３のガスエンクロー
ジャアセンブリおよびシステム１００の天井パネル２５０′等の天井パネルの内部頂面上
に設置されることができる。図２１で描写されるように、内部２５１を有する天井フレー
ム２５０は、種々のフレーム部材の内部上に設置された照明を有することができる。例え
ば、天井フレーム２５０は、共通して２本の天井フレーム梁４２および４４を有する、２
つの天井フレーム区分４０を有することができる。各天井フレーム区分４０は、天井フレ
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ーム２５０の内部に向かって位置付けられる第１の側面４１と、天井フレーム２５０の外
部に向かって位置付けられる第２の側面４３とを有することができる。ガスエンクロージ
ャ用の照明を提供することの本教示による種々の実施形態について、複数対の照明要素４
６が設置されることができる。各一対の照明要素４６は、第１の側面４１の近位の第１の
照明要素４５と、天井フレーム区分４０の第２の側面４３の近位の第２の照明要素４７と
を含むことができる。図２１に示される照明要素の数、位置付け、およびグループ化は、
例示的である。照明要素の数およびグループ化は、任意の所望または好適な様式で変化さ
せられることができる。種々の実施形態では、照明要素は平坦に据え付けられることがで
きる一方で、他の実施形態では、種々の位置および角度に移動させられることができるよ
うに、据え付けられることができる。照明要素の配置は、最上パネル天井４３３に限定さ
れないが、加えて、または代替として、任意の他の内面、外面、および図３に示されるガ
スエンクロージャアセンブリおよびシステム１００の表面の組み合わせの上に位置するこ
とができる。
【００９４】
　種々の照明要素は、任意の数、種類、または組み合わせの光、例えば、ハロゲン灯、白
色灯、白熱灯、アーク灯、または発光ダイオードあるいはデバイス（ＬＥＤ）を備えてい
ることができる。例えば、各照明要素は、１個のＬＥＤから約１００個のＬＥＤ、約１０
個のＬＥＤから約５０個のＬＥＤ、または１００個以上のＬＥＤを備えていることができ
る。ＬＥＤまたは他の照明デバイスは、色スペクトル内、色スペクトル外、またはそれら
の組み合わせで任意の色または色の組み合わせを発することができる。ＯＬＥＤ材料のイ
ンクジェット印刷に使用されるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態によると
、いくつかの材料がいくつかの光の波長に敏感であるため、ガスエンクロージャアセンブ
リの中に設置される照明デバイスの光の波長は、処理中に材料の劣化を回避するように特
異的に選択されることができる。例えば、４Ｘ冷白色ＬＥＤが、４Ｘ黄色ＬＥＤまたはそ
れらの任意の組み合わせとして使用されることができる。４Ｘ冷白色ＬＥＤの実施例は、
ＩＤＥＣ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）から
入手可能なＬＦ１Ｂ－Ｄ４Ｓ－２ＴＨＷＷ４である。使用することができる４Ｘ黄色ＬＥ
Ｄの実施例は、同様にＩＤＥＣ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なＬＦ１Ｂ－Ｄ４
Ｓ－２ＳＨＹ６である。ＬＥＤまたは他の照明要素は、天井フレーム２５０の内部２５１
上またはガスエンクロージャアセンブリの別の表面上の任意の位置から位置付けるか、ま
たは吊るされることができる。照明要素は、ＬＥＤに限定されない。任意の好適な照明要
素または照明要素の組み合わせが使用されることができる。図２２は、ＩＤＥＣ　ＬＥＤ
光スペクトルのグラフであり、ピーク強度が１００％である場合の強度に対応するｘ軸、
ナノメートル単位の波長に対応するｙ軸を示す。ＬＦ１Ｂ黄色型、黄色蛍光灯、ＬＦ１Ｂ
白色型ＬＥＤ、ＬＦ１Ｂ冷白色型ＬＥＤ、およびＬＦ１Ｂ赤色型ＬＥＤのスペクトルが示
されている。他の光スペクトルおよび光スペクトルの組み合わせが、本教示の種々の実施
形態に従って使用されることができる。
【００９５】
　ガスエンクロージャアセンブリの内部容積を最小化し、同時に、種々のＯＬＥＤ印刷シ
ステムの種々の設置面積に適応するように作業空間を最適化する様式で構築される、ガス
エンクロージャアセンブリの種々の実施形態を思い出されたい。そのように構築されるガ
スエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、加えて、休止時間を最小化しながら、
処理中に外部からガスエンクロージャアセンブリの内部への即時のアクセス、および保守
のための内部への即時のアクセスを提供する。その点に関して、本教示によるガスエンク
ロージャアセンブリの種々の実施形態は、種々のＯＬＥＤ印刷システムの種々の設置面積
に関して輪郭形成されることができる。
【００９６】
　当業者であれば、フレーム部材構築、パネル構築、フレームおよびパネル密閉、ならび
に図３のガスエンクロージャアセンブリ１００等のガスエンクロージャアセンブリの構築
のための本教示が、種々のサイズおよび設計のガスエンクロージャアセンブリに適用され
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ることができることを理解し得る。例えば、限定されないが、Ｇｅｎ　３．５からＧｅｎ
　１０の基板サイズを対象とする本教示の輪郭形成されたガスエンクロージャアセンブリ
の種々の実施形態は、輪郭形成されず、匹敵する総寸法を有するエンクロージャの容積に
対して約３０％から約７０％の間の節約であり得る、約６ｍ３から約９５ｍ３の間の内部
容積を有することができる。ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、その機
能に対してＯＬＥＤ印刷システムに適応し、同時に不活性ガスを最小化するように作業空
間を最適化し、また、処理中に外部からＯＬＥＤ印刷システムへの即時のアクセスを可能
にするために、ガスエンクロージャアセンブリのための輪郭を提供するように構築される
、種々のフレーム部材を有することができる。その点に関して、本教示の種々のガスエン
クロージャアセンブリは、輪郭形成された形態および容積において変化し得る。
【００９７】
　図２３は、本教示による、ガスエンクロージャアセンブリの実施例を提供する。ガスエ
ンクロージャアセンブリ１０００は、前フレームアセンブリ１１００と、中間フレームア
センブリ１２００と、後フレームアセンブリ１３００とを含むことができる。前フレーム
アセンブリ１１００は、前基部フレーム１１２０と、基板を受け取るための開口部１１４
２を有することができる前壁フレーム１１４０と、前天井フレーム１１６０とを含むこと
ができる。中間フレームアセンブリ１２００は、第１の中間エンクロージャフレームアセ
ンブリ１２４０と、中間壁および天井フレームアセンブリ１２６０と、第２の中間エンク
ロージャフレームアセンブリ１２８０とを含むことができる。後フレームアセンブリ１３
００は、後基部フレーム１３２０と、後壁フレーム１３４０と、後天井フレーム１３６０
とを含むことができる。ハッチング線で示される領域は、ＯＬＥＤ印刷システムを収容す
るために利用可能である容積である、ガスアセンブリ１０００の利用可能な作業容積を描
写する。ガスエンクロージャアセンブリ１０００の種々の実施形態は、ＯＬＥＤ印刷プロ
セス等の空気感受性プロセスを動作させるために必要とされる再循環不活性ガスの量を最
小化し、同時に、動作中に遠隔で、または容易に取り外し可能なパネルを通した容易なア
クセスによって直接的のいずれかで、ＯＬＥＤ印刷システムへの即時のアクセスを可能に
するよう輪郭形成される。本教示による、輪郭形成されたガスエンクロージャアセンブリ
の種々の実施形態は、Ｇｅｎ　３．５からＧｅｎ　１０ｍの基板サイズを覆う本教示のガ
スエンクロージャアセンブリの種々の実施形態のために、約６ｍ３から約９５ｍ３、およ
び例えば、Ｇｅｎ　５．５からＧｅｎ　８．５基板サイズのＯＬＥＤ印刷に有用であり得
る、例えば、限定されないが、約１５ｍ３から約３０ｍ３のエンクロージャ容積を有する
ことができる。
【００９８】
　ガスエンクロージャアセンブリ１０００は、例示的なガスエンクロージャアセンブリ１
００のための本教示で記載される全ての特徴を有することができる。例えば、限定されな
いが、ガスエンクロージャアセンブリ１０００は、構築および解体のサイクルを通して密
封エンクロージャを提供する、本教示による密閉を利用することができる。ガスエンクロ
ージャアセンブリ１０００に基づくガスエンクロージャシステムの種々の実施形態は、１
００ｐｐｍ以下に、例えば、１０ｐｐｍ以下に、１.０ｐｐｍ以下に、または０.１ｐｐｍ
以下に、水蒸気および酸素等の種々の反応性大気ガス、ならびに有機溶媒蒸気を含む、種
々の反応種の各種のレベルを維持することができる、ガス精製システムを有することがで
きる。
【００９９】
　さらに、ガスエンクロージャアセンブリ１０００に基づくガスエンクロージャアセンブ
リおよびシステムの種々の実施形態は、ＩＳＯ　１４６４４クラス３および４クリーンル
ーム規格を満たす、粒子を含まない環境を提供することができる、循環および濾過システ
ムを有することができる。加えて、後にさらに詳細に議論されるように、ガスエンクロー
ジャアセンブリ１００およびガスエンクロージャアセンブリ１０００等の本教示のガスエ
ンクロージャアセンブリに基づくガスエンクロージャアセンブリシステムは、例えば、限
定されないが、空気圧ロボット、基板浮動式テーブル、空気ベアリング、空気ブッシング
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、圧縮ガスツール、空気圧アクチュエータ、およびそれらの組み合わせのうちの１つ以上
を動作させるために使用されることができる加圧不活性ガス再循環システムの種々の実施
形態を有することができる。本教示のガスエンクロージャおよびシステムの種々の実施形
態について、種々の空気圧動作型デバイスおよび装置の使用は、低粒子生成性能を提供す
ることができるとともに、維持するのにあまり手がかからない。
【０１００】
　図２４は、本教示による、密封ガスエンクロージャを提供するように構築されることが
できる、種々のフレーム部材を描写するガスエンクロージャアセンブリ１０００の分解図
である。図３および図１３のガスエンクロージャ１００の種々の実施形態について以前に
議論されたように、ＯＬＥＤインクジェット印刷システム１０５０は、いくつかのデバイ
スおよび装置から成ることができ、いくつかのデバイスおよび装置は、基板浮動式テーブ
ル１０５４によって支持されて示される基板１０５８等の基板上の特定の場所へのインク
滴の確実な配置を可能にする。基板浮動式テーブル１０５４は、基板１０５８を支持する
ため、ならびに基板１０５８の無摩擦運搬を提供するために使用されることができる。Ｏ
ＬＥＤ印刷システムの基板浮動式テーブル１０５４は、基板のＯＬＥＤ印刷中に、その上
をシステム１０００を通して基板１０５８を移動させることができるトラベル（ｔｒａｖ
ｅｌ）を画定することができる。ＯＬＥＤ印刷システム１０５０を備えていることができ
る構成要素の多様性を考慮すると、ＯＬＥＤ印刷システム１０５０の種々の実施形態は、
種々の設置面積および形状因子を有することができる。ＯＬＥＤインクジェット印刷シス
テムの種々の実施形態によると、種々の基板材料、例えば、限定されないが、種々のガラ
ス基板材料、ならびに種々のポリマー基板材料を、基板１０５８が、使用されることがで
きる。
【０１０１】
　ガスエンクロージャアセンブリ１００について以前に説明されたように、本教示のガス
エンクロージャアセンブリの種々の実施形態によると、ガスエンクロージャアセンブリの
構築は、ガスエンクロージャアセンブリの容積を最小化するとともに、内部への即時のア
クセスを提供するように、ＯＬＥＤ印刷システムの全体の周囲で行われることができる。
図２４において、輪郭形成は、ＯＬＥＤ印刷システム１０５０を考慮して与えられること
ができる。
【０１０２】
　図２４に示されるように、ＯＬＥＤ印刷システム１０５０の上に６つのアイソレータが
あり得る。ＯＬＥＤ印刷システム１０５０の基板浮動式テーブル１０５４を支持する、第
１のアイソレータ組１０５１（組の中の第２のアイソレータは反対側に示されていない）
および第２のアイソレータ組１０５３（組の中の第２のアイソレータは反対側に示されて
いない）。浮動式テーブル１０５４は、浮動式テーブル基部１０５２上で支持される。図
２４では見えていない第１のアイソレータ１０５１および第２のアイソレータ１０５３の
反対に位置する２つのアイソレータに加えて、ＯＬＥＤ印刷システム基部１０７０を支持
する、２つのアイソレータの組がある。前エンクロージャ基部１１２０は、第１の前エン
クロージャアイソレータ壁フレーム１１２３を支持する、第１の前エンクロージャアイソ
レータマウント１１２１を有することができる。第２の前エンクロージャアイソレータ壁
フレーム１１２７は、第２の前エンクロージャのアイソレータマウント（図示せず）によ
って支持される。同様に、中間エンクロージャ基部１２２０は、第１の中間エンクロージ
ャアイソレータ壁フレーム１２２３を支持する、第１の中間エンクロージャアイソレータ
マウント１２２１を有することができる。第２の中間エンクロージャアイソレータ壁フレ
ーム１２２７は、第２の中間エンクロージャのアイソレータマウント（図示せず）によっ
て支持される。最後に、後エンクロージャ基部１３２０は、後中間エンクロージャアイソ
レータ壁フレーム１３２３を支持する、第１の後エンクロージャアイソレータマウント１
３２１を有することができる。第２の後エンクロージャアイソレータ壁フレーム１３２７
は、第２の後エンクロージャのアイソレータマウント（図示せず）によって支持される。
アイソレータ壁フレーム部材の種々の実施形態は、各アイソレータの周囲で輪郭形成され
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ており、それによって、各アイソレータ支持部材の周囲の容積を最小化する。加えて、基
部１１２０、１２２０、および１３２０のための各アイソレータ壁フレームについて示さ
れる影付きのパネル区分は、例えば、アイソレータを点検するように除去されることがで
きる、取り外し可能なパネルである。前エンクロージャアセンブリ基部１１２０が、パン
１１２２を有することができる一方で、中間エンクロージャアセンブリ基部１２２０は、
パン１２２２を有することができ、後エンクロージャアセンブリ基部１３２０は、パン１
３２２を有することができる。基部が連続基部を形成するように完全に構築されると、図
１３のパン２０４上のＯＬＥＤ印刷システム５０の据え付けと同様に、ＯＬＥＤ印刷シス
テムは、それによって形成される連続パンの上に据え付けられることができる。以前に説
明されたように、次いで、前フレームアセンブリ１１００の壁フレーム１１４０、天井フ
レーム１１６０等の壁および天井フレーム部材、中間フレームアセンブリ１２００の第１
の中間エンクロージャフレームアセンブリ１２４０、中間壁および天井フレームアセンブ
リ１２６０、および第２の中間エンクロージャフレームアセンブリ１２８０'、ならびに
後フレームアセンブリ１３００の壁フレーム１３４０および天井フレーム１３６０は、Ｏ
ＬＥＤ印刷システム１０５０の周囲に接合されることができる。したがって、本教示の密
封輪郭フレーム部材アセンブリの種々の実施形態は、同時に、ＯＬＥＤ印刷システムの種
々のデバイスおよび装置への即時のアクセスを提供しながら、ガスエンクロージャアセン
ブリ１０００内の不活性ガスの量を効果的に減少させる。
【０１０３】
　さらに、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、別々に機能する
フレーム部材アセンブリ区分を提供する様式で構築されることができる。図５に関して、
本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態による、フレー
ム部材アセンブリは、フレーム部材上に密閉可能に据え付けられた種々のパネルを有する
、フレーム部材を含むことができることを思い出されたい。例えば、限定されないが、壁
フレーム部材アセンブリまたは壁パネルアセンブリは、壁フレーム部材上に密閉可能に据
え付けられた種々のパネルを含む、壁フレーム部材であり得る。したがって、限定されな
いが、壁パネルアセンブリ、天井パネルアセンブリ、壁および天井パネルアセンブリ、基
部支持パネルアセンブリ等の種々の完全に構築されたパネルアセンブリは、種々の種類の
フレーム部材アセンブリである。本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形
態のモジュール性質は、各フレーム部材アセンブリ区分がガスエンクロージャアセンブリ
の全容積のある割合である、種々のフレーム部材アセンブリ区分を有する、ガスエンクロ
ージャアセンブリの実施形態を提供することができる。ガスエンクロージャアセンブリの
種々の実施形態を構成する種々のフレーム部材アセンブリ区分は、共通して少なくとも１
つのフレーム部材を有することができる。ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形
態については、ガスエンクロージャアセンブリを構成する種々のフレーム部材アセンブリ
区分は、共通して少なくとも１つのフレーム部材アセンブリを有することができる。ガス
エンクロージャアセンブリの種々の実施形態を構成する種々のフレーム部材アセンブリ区
分は、共通して少なくとも１つのフレーム部材および１つのフレーム部材アセンブリの組
み合わせを有することができる。
【０１０４】
　本教示によると、種々のフレーム部材アセンブリ区分は、例えば、限定されないが、フ
レーム部材アセンブリ区分の各々に共通している、開口部または通路、あるいはそれらの
組み合わせの閉鎖を通して、複数区分に分離されることができる。例えば、種々の実施形
態では、フレーム部材アセンブリ区分は、各フレーム部材アセンブリ区分に共通している
、フレーム部材またはフレーム部材パネル内の開口部または通路、あるいはそれらの組み
合わせを覆うことによって、分離されることができ、それによって、開口部または通路、
あるいはそれらの組み合わせを効果的に閉鎖する。種々の実施形態では、フレーム部材ア
センブリ区分は、各フレーム部材アセンブリ区分に共通している、開口部または通路、あ
るいはそれらの組み合わせを密閉することによって、分離されることができ、それによっ
て、通路または開口部、あるいはそれらの組み合わせを効果的に閉鎖する。開口部または
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通路、あるいはそれらの組み合わせを密閉可能に閉鎖することにより、各容積がガスエン
クロージャアセンブリ内に含まれる全容積のある割合である、各フレーム部材アセンブリ
区分の各容積の間の流体連通を妨害する、分離をもたらすことができる。それによって、
開口部または通路を密閉可能に閉鎖することにより、各フレーム部材アセンブリ区分内に
含まれる各容積が隔離されることができる。
【０１０５】
　したがって、図２４を参照すると、基部１０７０は、幅を画定する、第１の端部１０７
２および第２の端部１０７４と、長さを画定する、第１の側面１０７６および第２の側面
１０７８とを有することができる。基部１０７０に対して直角に、その上に第１のライザ
１０７５および第２のライザ１０７７が据え付けられることができ、その上にブリッジ１
０７９が据え付けられることができる。ＯＬＥＤ印刷システム１０５０の種々の実施形態
については、ブリッジ１０７９は、基板浮動式テーブル１０５４の上で、それぞれ、第１
のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１の
Ｘ－Ｚ軸方向移動を制御するための第１のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１
０９０および第２のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９１を支持すること
ができる。図２４は、２つの位置付けシステムおよび２つのプリントヘッドアセンブリを
描写するが、ＯＬＥＤ印刷システム１０５０の種々の実施形態については、単一の位置付
けシステムおよび単一のプリントヘッドアセンブリがあり得る。さらに、ＯＬＥＤ印刷シ
ステム１０５０の種々の実施形態については、単一のプリントヘッドアセンブリ、例えば
、位置付けシステム上に据え付けられる、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０およ
び第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１のいずれか一方があり得る一方で、基板１０
５８の特徴を点検するためのカメラシステムが第２の位置付けシステム上に据え付けられ
ることができる。ガスエンクロージャアセンブリ１０００の種々の実施形態によると、プ
リントヘッド保守システムが、例えば、限定されないが、基部１０７０の第１の上面１０
７１および第２の上面１０７３の上で、プリントヘッドアセンブリより近位に据え付けら
れることができる。
【０１０６】
　さらに、図２４に関して、パネルは、基部１２２０の第１のフレーム部材１２２４およ
び第２のフレーム部材１２２６上に据え付けられることができ、各パネル上に、ガスケッ
トが付着されることができる。ガスケットは、パネルと基部１０７０との間の通路の各々
を閉鎖するために使用されることができる。加えて、ブリッジフレーム１１４４は、中間
フレームアセンブリ１２００を支持するとともに、嵌め込みフレームの種々の実施形態を
支持するためのフレームワークを提供することができる。ブリッジフレーム１１４４に挿
入される嵌め込みフレームの種々の実施形態は、プリントヘッドアセンブリ移動を可能に
する開口部を有することができ、また、プリントヘッドアセンブリ移動を可能にする開口
部を閉鎖するためのゲート弁ドアアセンブリを支持することもできる。基部の周囲で通路
を密閉可能に閉鎖すること、ならびにプリントヘッドアセンブリ移動を可能にする開口部
を密閉可能に閉鎖することによって、基部１０７０上に据え付けられたブリッジ１０７９
の周囲の中間フレームアセンブリ１２００によって概ね画定される容積が、ガスエンクロ
ージャアセンブリ１０００の残りの比例容積から隔離されることができる。
【０１０７】
　ガスエンクロージャの分離する個別の区分の例示的使用は、印刷システム１０５０の第
１のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１
等のプリントヘッドアセンブリに種々の保守手順を行うことであり得る。そのような保守
手順は、例えば、大気に対してガスエンクロージャアセンブリを開放する必要なく、プリ
ントヘッドアセンブリ内のプリントヘッドを交換することを含むことができるが、それに
よって限定されない。また、基部１０７０上に据え付けられたブリッジ１０７９の周囲の
中間フレームアセンブリ１２００によって概ね画定される比例容積が、ガスエンクロージ
ャアセンブリ１０００の残りの容積から完全に隔離されることができるため、その比例容
積は、ガスエンクロージャアセンブリの残りのより大きい容積を汚染することなく、限定
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されないが、水蒸気および酸素等の大気種に対して開放されることができる。大気種に露
出させることができる容積を限定することによって、有意に短い時間でシステム回復が完
了されることができる。当業者であれば、プリントヘッドアセンブリの保守の実施例が例
示的として提示されているが、ガスエンクロージャアセンブリを必要とする種々のプロセ
スは、別々に機能するフレーム部材アセンブリ区分を提供するように区分を個別に分離さ
れることができ、少なくとも１つの区分が、全エンクロージャ容積のうちの大幅に小さい
比例容積を有することができる、ガスエンクロージャアセンブリを容易に利用することが
できると理解するであろう。
【０１０８】
　図２５は、図２３および図２４のガスエンクロージャアセンブリ１０００の種々の実施
形態による、部分分解斜視図を描写する。図２５では、種々の完全なパネルアセンブリが
示され、そのパネルアセンブリは、第１の容積を画定する第１のフレーム部材アセンブリ
区分、および第２の容積を画定する第２のフレーム部材アセンブリ区分を画定するように
、種々の方法で分離されることができる。
【０１０９】
　例えば、限定されないが、図２５では、ガスエンクロージャアセンブリ１０００は、前
パネルアセンブリ１１００′と、中間パネルアセンブリ１２００′と、後パネルアセンブ
リ１３００′とを含むことができる。前パネルアセンブリ１１００′が、前天井パネルア
センブリ１１６０′と、前壁パネルアセンブリ１１４０′と、前基部パネルアセンブリ１
１２０′とを含むことができる一方で、後パネルアセンブリ１３００′は、後天井パネル
アセンブリ１３６０′と、後壁パネルアセンブリ１３４０′と、後基部パネルアセンブリ
１３２０′とを含むことができる。前フレームアセンブリ１１００および中間パネルフレ
ーム１２００について図２４の分解図から分かるように、図２５の前パネルアセンブリ１
１００′および中間パネルアセンブリ１２００′は、共通してブリッジフレーム１１４４
を有する。中間パネルアセンブリ１２００′は、中間基部パネルアセンブリ１２２０′上
に密閉可能に据え付けられたとき、その上にブリッジ１０７９が据え付けられる、第１の
ライザ１０７５および第２のライザ１０７７を含む、基部１０７０を覆うことができる、
第１の中間エンクロージャパネルアセンブリ１２４０′と、中間壁および天井パネルアセ
ンブリ１２６０′と、第２の中間エンクロージャパネルアセンブリ１２８０′とを含むこ
とができる。以前に議論されたように、ブリッジ１０７９は、基板浮動式テーブル１０５
４（図２４参照）の上で、プリントヘッドアセンブリ１０８０の移動を制御することがで
きる、第１のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０を支持することができ
る。基板浮動式テーブル１０５４（図２４参照）の上で、プリントヘッドアセンブリ１０
８０を位置付けるための第１のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０は、
その上に第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０が据え付けられることができる、第１
のＸ軸キャリッジ１０９２および第１のＺ軸移動プレート１０９４を含むことができる。
第２のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９１は、基板浮動式テーブル１０
５４（図２４参照）の上で、第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１のＸ－Ｚ軸方向移
動を制御するために同様に構成されることができる。
【０１１０】
　図２６は、前パネルアセンブリ１１００′、ならびに中間パネルアセンブリ１２００′
および後パネルアセンブリ１３００′の種々の区分を含む、ガスエンクロージャアセンブ
リ１０００の部分分解側面斜視図を描写する。前パネルアセンブリ１１００′は、前パネ
ルアセンブリ１１００′および中間パネルアセンブリ１２００′の両方に共通するフレー
ム部材である、ブリッジフレーム１１４４の中に据え付けられて見える、嵌め込みフレー
ム１１４６を含むことができる。嵌め込みフレーム１１４６は、その周囲にガスケット１
１４７が付着されることができる、開口部１１４８を含むことができる。嵌め込みフレー
ム１１４６の上方に、ゲート弁ドアアセンブリ１１５０が示されている。ゲート弁ドアア
センブリ１１５０は、嵌め込みフレーム１１４６を覆って据え付けられることができる。
図２７Ａおよび図２７Ｂで見ることができるように、ゲート弁ドアアセンブリ１１５０は
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、嵌め込みフレーム１１４６の開口部１１４８の上をドア１１５８を移動させるため、な
らびに開口部１１４８を密閉可能に覆うようにドア１１５８を係合するために、第１のキ
ャリッジ１１５３および第２のキャリッジ１１５４を介してＹ－Ｚ位置付けシステムに据
え付けられたドア１１５８を有することができる。図２７Ａでは、第１のトラック１１５
１および第２のトラック１１５２を含む、位置付けシステムは、それぞれ、レール案内路
システムと係合することができる、第１のキャリッジ１１５３および第２のキャリッジ１
１５４を有することができる。当業者が承知しているように、レール案内路システムは、
位置付けシステムの移動、したがって、ドア１１５８の移動を制御するために、例えば、
限定されないが、レール、ベアリング、およびアクチュエータ等の構成要素を含むことが
できる。図２７Ａでは、ガスケット１１４７が開口部１１４８の周囲に示されている。ガ
スケット１１４７は、フレーム部材アセンブリを密閉するための以前に説明されたような
ガスケット材料のうちのいずれかであり得る。図２７Ａでは、開口部１１４８内の移動に
よって、浮動式テーブル１０５４の上を、それぞれ、第１および第２のプリントヘッドア
センブリ位置付けシステム１０９０および１０９１によってプリントヘッドアセンブリ１
０８０および１０８１を移動させることができるように、ドア１１５８が後退させられて
いる（図２４および図２５参照）。図２７Ｂでは、ドア１１５８が開口部１１４８を覆っ
て示されている。ドア１１５８が据え付けられる、第１のキャリッジ１１５３および第２
のキャリッジ１１５４を含む、位置付けシステムは、ガスケット１１４７に密閉可能に係
合し、それによって、開口部１１４８を密閉可能に閉鎖するよう、開口部１１４８を覆っ
てドア１１５８を位置付けることができる。
【０１１１】
　図２８は、前パネルアセンブリ１１００′および後パネルアセンブリ１３００′との関
係で中間基部パネルアセンブリ１２２０′を通した断面図を描写する。図２８で示される
ように、通路１２２５は、基部１０７０の周囲に位置することができ、基部１０７０は、
第１のフレーム部材１２２４を通って延びる。フレーム部材１２２４内で、パネル１２２
８等のフレーム構造を提供するパネルが、フレーム部材１２２４に密閉可能に据え付けら
れることができる。通路１２２５を密閉するために、機械的シールを提供する種々のガス
ケットが使用されることができることが考えられる。種々の実施形態では、通路１２２５
を密閉するための膨張可能ガスケットが使用されることができる。膨張可能ガスケットの
種々の実施形態は、強化エラストマー材料から、膨張させられていないときに凹状、回旋
状、または平坦構成であり得る、中空成形構造に作製されることができる。種々の実施形
態では、基部１０７０の周囲で通路１２２５を密閉可能に閉鎖するために、ガスケットが
パネル１２２８上に据え付けられることができる。したがって、種々の適切な流体媒体の
うちのいずれか、例えば、限定されないが、不活性ガスを使用して膨張させられると、基
部１０７０の周囲で通路１２２５を密閉可能に閉鎖するための膨張可能ガスケットの種々
の実施形態は、パネル１２２８の内面等の据え付け表面と基部１０７０の表面等の衝打表
面との間に緊密な障壁を形成することができる。種々の実施形態では、基部１０７０が据
え付け表面であり得、パネル１２２８の内面が衝打表面であり得るように、基部１０７０
の周囲で通路１２２５を密閉可能に閉鎖するために、膨張可能ガスケットが、基部１０７
０上に据え付けられることができる。その点に関して、適合シールが、通路１２２５を密
閉可能に閉鎖することができる。
【０１１２】
　膨張可能ガスケットの種々の実施形態に加えて、ベローズシールまたは穴縁シール等の
永久的に取り付けられた、例えば、パネル１２２８ならびに基部１０７０に取り付けられ
た、可撓性シールもまた、通路１２２５を密閉するために使用されることができる。その
ような永久的に取り付けられたシールは、同時に通路１２２５のための密封シールを提供
しながら、基部１０７０の種々の平行移動および振動移動を提供するために必要とされる
可撓性を提供することができる。
【０１１３】
　当業者であれば理解できるように、明確に画定された縁の周囲に適合シールを形成する
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ことは、問題であり得る。基部１０７０等の構造の周囲の密閉が示される、ガスエンクロ
ージャの種々の実施形態では、そのような構造は、密閉が所望される場合、明確に画定さ
れた縁を排除するように製造されることができる。図２４の印刷システム１０５０の種々
の実施形態では、第１の側面１０７６に対する斜線１０７０－１Ａによって、および第２
の側面１０７８に対する斜線１０７０－１Ｂによって示されるように、基部１０７０は、
密閉を助けるための基部１０７０の丸みを帯びた外側縁を有するように、最初に製造する
ことができる。図２４の印刷システム１０５０の種々の実施形態では、第１の側面１０７
６のための斜線構造１０７０－２Ａによって、および第２の側面１０７８のための斜線構
造１０７０－２Ｂによって示されるように、密閉を助けるための基部１０７０の丸みを帯
びた外側縁を提供するように据え付けられる構造を有するように、基部１０７０を後に修
正することができる。基部１０７０は、印刷システムを支持するために必要とされる安定
性を提供することができる材料、例えば、限定されないが、花崗岩および鋼鉄で作製する
ことができる。そのような材料は、図２８で示されるように、容易に修正されることがで
きる。中間基部パネルアセンブリ１２２０′内の基部１０７０の周囲の閉鎖または通路１
２２５のためのガスケットの使用の実施例が与えられているが、当業者であれば、同一の
原理を使用して、基部アセンブリ１２２０′（図２４参照）のフレームアセンブリ１２２
６に及ぶ基部１０７０の周囲の閉鎖が行われることができることを理解するであろう。
【０１１４】
　以前に議論されたように、プリントヘッドアセンブリの保守は、種々の較正および保守
手順を含むことができる。例えば、ＯＬＥＤディスプレイパネル基板の印刷のために、図
２４の第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第２のプリントヘッドアセンブリ
１０８１等の各プリントヘッドアセンブリは、少なくとも１つのプリントヘッドデバイス
の中に据え付けられた複数のプリントヘッドを有することができる。種々の実施形態では
、プリントヘッドデバイスは、例えば、少なくとも１つのプリントヘッドへの流体および
電子接続を含むことができるが、それらによって限定されず、各プリントヘッドは、制御
された割合、速度、およびサイズでインクを放出することが可能な複数のノズルまたはオ
リフィスを有する。図２４の第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第２のプリ
ントヘッドアセンブリ１０８１の種々の実施形態については、各プリントヘッドアセンブ
リは、約１個から約６０個のプリントヘッドデバイスを含むことができ、各プリントヘッ
ドデバイスは、各プリントヘッドデバイスの中に約１個から約３０個のプリントヘッドを
有することができる。プリントヘッド、例えば、工業用インクジェットヘッドは、約０．
１ｐＬから約２００ｐＬの液滴量を放出することができる、約１６個から約２０４８個の
ノズルを有することができる。プリントヘッドを較正することは、例えば、ノズル発射を
チェックすること、液滴量、速度、および方向を測定すること、ならびに各ノズルが一様
な体積の液滴を放出するようにプリントヘッドを調節することを含むことができるが、そ
れらによって限定されない。プリントヘッドを維持することは、例えば、プリントヘッド
から放出されるインクの収集および閉じ込め、下準備手順後の過剰なインクの除去、なら
びにプリントヘッド交換を必要とする、プリントヘッド下準備等の手順を含むことができ
るが、それらによって限定されない。例えば、ＯＬＥＤディスプレイパネル基板の印刷の
ための印刷プロセスでは、印刷プロセスが高品質ＯＬＥＤパネルディスプレイを製造でき
ることを確実にするために、ノズルの確実な発射が重要である。したがって、特に、例え
ば、限定されないが、大気からの酸素および水蒸気等の種々の反応構成物質、ならびに、
例えば、限定されないが、印刷プロセスからの有機溶剤蒸気にガスエンクロージャアセン
ブリの内部を露出させる必要なく、プリントヘッド保守と関連付けられる種々の手技が容
易かつ確実に実装されることが必要である。
【０１１５】
　その点に関して、図２４のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態について、
例えば、限定されないが、基部１０７０の頂面１０７１上で第１のプリントヘッドアセン
ブリ１０８０より近位に、ならびに基部１０７０の頂面１０７３上で第２のプリントヘッ
ドアセンブリ１０８１より近位に、保守システムが据え付けられることができる。そのよ
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うな保守システムは、例えば、種々のプリントヘッド較正手順を行うための液滴較正ステ
ーション、一掃または下準備手順中のプリントヘッドから放出されるインクの収集および
閉じ込めのためのパージステーション、および一掃または下準備手順がパージステーショ
ンで行われた後の過剰なインクの除去のためのブロッティングステーションを含むことが
できるが、それらによって限定されない。日常の保守中に、そのような手順は、完全自動
モードで行われることができる。保守手順中にある程度の人間の介入が指示され得る、い
くつかの場合において、例えば、グローブポートの使用を通して、エンドユーザアクセス
を外部から行うことができる。以前に議論されたように、図２３－２８のガスエンクロー
ジャアセンブリ１０００の種々の実施形態は、同時にガスエンクロージャの内部への即時
のアクセスを提供しながら、ＯＬＥＤ印刷プロセス中に必要とされる不活性ガスの量を効
果的に減少させる。
【０１１６】
　また、プリントヘッド保守が、プリントヘッドアセンブリまたは種々の保守ステーショ
ンのうちのいずれかへの直接アクセスを必要とする場合、図２７Ａおよび図２７Ｂについ
て説明されるように開口部１１４８を覆ってドア１１５８を密閉可能に閉鎖すること、な
らびに図２８について説明されるように基部１０７０の周囲で通路を密閉可能に閉鎖する
ことにより、ガスエンクロージャアセンブリ１０００の残りの容積から、中間パネルアセ
ンブリ１２００′および中間基部パネルアセンブリ１２２０の隔離部分を含む、フレーム
部材アセンブリ区分によって画定される容積が隔離されることができる。さらに、当業者
であれば、図２７Ａ、２７Ｂ、および図２８について説明されるように開口部１１４８を
覆ってドア１１５８を密閉可能に閉鎖すること、ならびに図２８について説明されるよう
に基部１０７０の周囲で通路を密閉可能に閉鎖することは、遠隔で自動的に行われること
ができると理解するであろう。ガスエンクロージャアセンブリ１０００の種々の実施形態
については、そのような保守フレーム部材アセンブリ区分のためのそのような隔離容積の
比例容積は、輪郭形成されたガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態の全容積の
約２０％以下であり得る。ガスエンクロージャアセンブリ１０００の種々の実施形態につ
いては、そのような保守フレーム部材アセンブリ区分のためのそのような隔離容積の比例
容積は、輪郭形成されたガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態の全容積の約５
０％以下であり得る。プリントヘッド保守のためにエンドユーザへの直接アクセスを必要
とする、ガスエンクロージャアセンブリの部分を実質的に低減させることによって、シス
テム回復時間を実質的に減少させることができる。
【０１１７】
　図２９は、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態による、ガスエン
クロージャアセンブリ１０１０の斜視図を描写する。ガスエンクロージャアセンブリ１０
１０は、前パネルアセンブリ１１００′と、中間パネルアセンブリ１２００′と、後パネ
ルアセンブリ１３００′とを含むことができる。前パネルアセンブリ１１００′は、前天
井パネルアセンブリ１１６０′と、基板を受け取るための開口部１１４２を有することが
できる、前壁パネルアセンブリ１１４０′と、前基部パネルアセンブリ１１２０′とを含
むことができる。後パネルアセンブリ１３００′は、後天井パネルアセンブリ１３６０′
と、後壁パネルアセンブリ１３４０′と、後基部パネルアセンブリ１３２０′とを含むこ
とができる。中間パネルアセンブリ１２００′は、第１の中間エンクロージャパネルアセ
ンブリ１２４０′、中間壁および天井パネルアセンブリ１２６０′、第２の中間エンクロ
ージャパネルアセンブリ１２８０′、ならびに中間基部パネルアセンブリ１２２０′を含
むことができる。加えて、中間パネルアセンブリ１２０００′は、第１の中間保守システ
ムパネルアセンブリ１２３０′、ならびに第２の中間保守システムパネルアセンブリ（図
示せず）を含むことができる。
【０１１８】
　図３０は、本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態による、ガスエン
クロージャ１０１０の分解斜視図を描写する。ガスエンクロージャアセンブリ１０１０は
、基板浮動式テーブル基部１０５２によって支持される基板浮動式テーブル１０５４を含
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むことができる、ＯＬＥＤ印刷システム１０５０を収納することができる。基板浮動式テ
ーブル基部１０５２は、基部１０７０上に据え付けられることができる。ＯＬＥＤ印刷シ
ステムの基板浮動式テーブル１０５４は、基板１０５８を支持するとともに、その上を基
板のＯＬＥＤ印刷中にシステム１０１０を通して基板１０５８を移動させることができる
トラベルを画定することができる。基板浮動式テーブル１０５４は、基板１０５８の無摩
擦運搬を提供することができる。図３０のガスエンクロージャアセンブリ１０１０につい
ては、ＯＬＥＤ印刷システム１０５０において４つのアイソレータ、すなわち、ＯＬＥＤ
印刷システム１０５０の基板浮動式テーブル１０５４を支持することができる、第１のア
イソレータ組１０５１（第２のアイソレータは反対側に示されていない）および第２のア
イソレータ組１０５３（第２のアイソレータは反対側に示されていない）があり得る。基
部１０７０は、その上にブリッジ１０７９が据え付けられる、第１のライザ１０７５およ
び第２のライザ１０７７を含むことができる。ＯＬＥＤ印刷システム１０５０の種々の実
施形態については、ブリッジ１０７９は、それぞれ、第１のプリントヘッドアセンブリ１
０８０および第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１の移動を制御することができる、
第１のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０および第２の位置付けシステ
ム１０９１を支持することができる。ＯＬＥＤ印刷システム１０５０の種々の実施形態に
ついては、単一の位置付けシステムおよび単一のプリントヘッドアセンブリがあり得る。
ＯＬＥＤ印刷システム１０５０の種々の実施形態については、単一のプリントヘッドアセ
ンブリ、例えば、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第２のプリントヘッド
アセンブリ１０８１のいずれか一方があり得る一方で、基板１０５８の特徴を点検するた
めのカメラシステムを第２の位置付けシステム上に据え付けることができる。
【０１１９】
　基板浮動式テーブル１０５４の上に第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０を位置付
けるための第１のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０は、その上に第１
のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８４が据え付けられることができる、第
１のＸ軸キャリッジ１０９２および第１のＺ軸移動プレート１０９４を含むことができる
。第２のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９１は、第２のプリントヘッド
アセンブリエンクロージャ１０８５を含むことができる、第２のプリントヘッドアセンブ
リ１０８１のＸ－Ｚ軸方向移動を制御するために同様に構成されることができる。第１の
プリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８４が部分図で描写される、第１のプリン
トヘッドアセンブリ１０８０について図３０で描写されるように、プリントヘッドアセン
ブリの種々の実施形態は、その中に据え付けられた複数のプリントヘッドデバイス１０８
２を有することができる。印刷システム１０５０の種々の実施形態については、プリント
ヘッドアセンブリは、約１個から約６０個のプリントヘッドデバイスを含むことができ、
各プリントヘッドデバイスは、各プリントヘッドデバイスの中に約１個から約３０個のプ
リントヘッドを有することができる。後にさらに詳細に議論されるように、継続的な保守
を必要とする非常に多くのプリントヘッドデバイスおよびプリントヘッドを考慮して、第
１のプリントヘッドアセンブリ１０８０への即時のアクセスのために位置付けられた第１
の保守システムアセンブリ１２５０を見ることができる。
【０１２０】
　図３０で描写されるように、ガスエンクロージャアセンブリ１０１０は、完全に構築さ
れたときに、図１３のパン２０４上のＯＬＥＤ印刷システム５０の据え付けと同様に、そ
れによって形成される隣接パン上にＯＬＥＤ印刷システム１０５０が据え付けられること
ができる、隣接基部を形成する、前基部パネルアセンブリ１１２０′、中間基部パネルア
センブリ１２２０′、および後基部パネルアセンブリ１３２０′を含むことができる。第
１のアイソレータ組１０５１および第２のアイソレータ組は、中間基部パネルアセンブリ
１２２０′の第１のアイソレータ壁パネル１２２５′および第２のアイソレータ壁パネル
１２２７′等の各々のアイソレータウェルパネルの中に据え付けられることができる。図
３のガスエンクロージャアセンブリ１００の構築について説明されるものと同様に、次い
で、ガスエンクロージャアセンブリ１０５０の種々の実施形態を形成するように、前パネ
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ルアセンブリ１１００′と、中間パネルアセンブリ１２００′と、後パネルアセンブリ１
３００′とを備えている、種々のフレーム部材およびパネルを、ＯＬＥＤ印刷システム１
０５０の周囲に接合することができる。
【０１２１】
　図３０のガスエンクロージャアセンブリ１０１０については、中間基部アセンブリ１２
２０′は、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′、ならびに第２の中間保
守システムパネルアセンブリ１２７０′を含むことができる。第１の中間保守システムパ
ネルアセンブリ１２３０′および第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′は
、それぞれ、第１の床板アセンブリ１２４１′の第１のプリントヘッドアセンブリ開口部
と、第２の床板アセンブリ１２８１′の第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２
とを含むことができる。第１の床板アセンブリ１２４１′は、中間パネルアセンブリ１２
００′の第１の中間エンクロージャパネルアセンブリ１２４０′の一部として図３０で描
写されている。第１の床板アセンブリ１２４１′は、第１の中間エンクロージャパネルア
センブリ１２４０′および第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′の両方と
共通する、パネルアセンブリである。第２の床板アセンブリ１２８１′は、中間パネルア
センブリ１２００′の第２の中間エンクロージャパネルアセンブリ１２８０′の一部とし
て図３０で描写されている。第２の床板アセンブリ１２８１′は、第２の中間エンクロー
ジャパネルアセンブリ１２８０′および第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７
０′の両方と共通する、パネルアセンブリである。
【０１２２】
　前述のように、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０を第１のプリントヘッドアセ
ンブリエンクロージャ１０８４に収納することができ、第２のプリントヘッドアセンブリ
１０８１を第２のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８５に収納することがで
きる。後にさらに詳細に議論されるように、第１のプリントヘッドアセンブリエンクロー
ジャ１０８４および第２のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８５は、印刷プ
ロセス中の印刷のために種々のプリントヘッドアセンブリが位置付けられることができる
ように、周縁（図示せず）を有することができる開口部を底部に有することができる。加
えて、筐体を形成する第１のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８４および第
２のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８５の部分は、フレームアセンブリ部
材およびパネルが密封エンクロージャを提供することが可能であるように、種々のパネル
アセンブリについて以前について説明されたように構築されることができる。圧縮可能ガ
スケットが、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２および第２のプリントヘッ
ドアセンブリ開口部１２８２の各々の周囲に、または代替として、第１のプリントヘッド
アセンブリエンクロージャ１０８４および第２のプリントヘッドアセンブリエンクロージ
ャ１０８５の周縁の周囲に付着されることができる。図３０で描写されるように、第１の
プリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５および第２のプリントヘッドア
センブリドッキングガスケット１２８５が、それぞれ、第１のプリントヘッドアセンブリ
開口部１２４２および第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２の周囲に付着され
ることができる。第１のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０および第２
のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９１は、それぞれ、第１のプリントヘ
ッドアセンブリエンクロージャ１０８４および第２のプリントヘッドアセンブリエンクロ
ージャ１０８５を、それぞれ、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′およ
び第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′とドッキングさせることができる
。種々のプリントヘッド保守手順については、ドッキングは、プリントヘッドアセンブリ
エンクロージャおよび保守システムパネルアセンブリの各々の間のガスケットシールの形
成を含むことができる。第１のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８４および
第２のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８５が、第１のプリントヘッドアセ
ンブリ開口部１２４２および第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２を密閉可能
に密閉するように、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第２の中
間保守システムパネルアセンブリ１２７０′とドッキングさせられるとき、そのように形
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成される複合構造は、密封されている。
【０１２３】
　種々のプリントヘッド保守手順中に、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０および
第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１は、それぞれ、第１の床板アセンブリ１２４１
′の第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２および第２の床板アセンブリ１２８
１′の第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２の上に、それぞれ、第１のプリン
トヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０および第２のプリントヘッドアセンブリ位
置付けシステム１０９１によって位置付けられることができる。その点に関して、種々の
プリントヘッド保守手順については、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第
２のプリントヘッドアセンブリ１０８１は、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２
４２および第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２を覆うこと、または密閉する
ことなく、それぞれ、第１の床板アセンブリ１２４１′の第１のプリントヘッドアセンブ
リ開口部１２４２および第２の床板アセンブリ１２８１′の第２のプリントヘッドアセン
ブリ開口部１２８２の上に位置付けられることができる。さらに、種々のプリントヘッド
保守手順については、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２および第２のプリ
ントヘッドアセンブリ開口部１２８２の閉鎖は、ガスエンクロージャアセンブリ１０１０
の残りの容量から、区分として第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′を、
および区分として第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′を分離することが
できる。種々のプリントヘッド保守手順については、第１のプリントヘッドアセンブリ１
０８０および第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１は、それぞれ、第１のプリントヘ
ッドアセンブリ開口部１２４２および第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２の
上に、Ｚ軸方向へガスケット上にドッキングされることができ、それによって、第１のプ
リントヘッドアセンブリ開口部１２４２および第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１
２８２を閉鎖する。本教示によると、Ｚ軸方向へ第１のプリントヘッドアセンブリエンク
ロージャ１０８４および第２のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８５に与え
られる力に応じて、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２および第２のプリン
トヘッドアセンブリ開口部１２８２は、覆われることができるか、または密閉されること
ができるかのいずれかである。その点に関して、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部
１２４２を閉鎖することができる、Ｚ軸方向へ第１のプリントヘッドアセンブリエンクロ
ージャ１０８４に与えられる力は、ガスエンクロージャアセンブリ１０１０を構成する残
りのフレーム部材アセンブリ区分から、区分として第１の中間保守システムパネルアセン
ブリ１２３０′を隔離することができる。同様に、第２のプリントヘッドアセンブリ開口
部１２８２を閉鎖することができる、Ｚ軸方向へ第２のプリントヘッドアセンブリエンク
ロージャ１０８５に与えられる力は、ガスエンクロージャアセンブリ１０１０を構成する
残りのフレーム部材アセンブリ区分から、区分として第２の中間保守システムパネルアセ
ンブリ１２７０′を隔離することができる。
【０１２４】
　ガスエンクロージャアセンブリ１０１０の種々の実施形態では、例えば、限定されない
が、図２６、ならびに図２７Ａおよび２７Ｂについて以前に説明されたゲート弁アセンブ
リ等のカバーが、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第２の中間
保守システムパネルアセンブリ１２７０′の中に据え付けられることができることが考え
られる。それぞれ、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第２の中
間保守システムパネルアセンブリ１２７０′の第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１
２４２および第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２を覆うために、そのような
カバーが使用されることができる。後にさらに詳細に議論されるように、例えば、限定さ
れないが、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２および第２のプリントヘッド
アセンブリ開口部１２８２を閉鎖するためのゲート弁アセンブリ等のカバーの使用は、プ
リントヘッドアセンブリをドッキングさせることなく、第２のフレーム部材アセンブリ区
分から第１のフレーム部材アセンブリ区分を隔離することを可能にすることができる。そ
の点に関して、印刷プロセスを妨害することなく、種々の保守手順が実行されることがで
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きる。
【０１２５】
　ガスエンクロージャアセンブリ１０１０の図３０は、第１の後壁パネルアセンブリ１２
３８′を含むことができる、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′を描写
する。同様に、第２の後壁パネルアセンブリ１２７８′を含むことができる、第２の中間
保守システムパネルアセンブリ１２７０′も描写されている。第１の中間保守システムパ
ネルアセンブリ１２３０′の第１の後壁パネルアセンブリ１２３８′は、第２の後壁パネ
ルアセンブリ１２７８′について示される様式と同様に構築されることができる。第２の
中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′の第２の後壁パネルアセンブリ１２７８′
は、第２の後壁フレームアセンブリ１２７８に密閉可能に据え付けられた第２のシール支
持パネル１２７５を有する、第２の後壁フレームアセンブリ１２７８から構築されること
ができる。第２のシール支持パネル１２７５は、基部１０７０の第２の端部（図示せず）
より近位にある、第２の通路１２６５を有することができる。第２のシール１２６７は、
第２の通路１２６５の周囲の据え付けられた第２のシール支持パネル１２７５であり得る
。
【０１２６】
　図３１Ａ－３１Ｆは、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第２
の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′の種々の側面をさらに図示することがで
きる、ガスエンクロージャアセンブリ１０１０の概略断面図である。当業者であれば理解
できるように、それぞれ、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第２のプリン
トヘッドアセンブリ１０８１（図３０参照）を位置付けるための第１のプリントヘッドア
センブリ位置付けシステム１０９０および第２のプリントヘッドアセンブリ位置付けシス
テム１０９１を有することができる、印刷システム１０５０の対称性を考慮すると、第１
の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′に対する図３１Ａ－３１Ｄについて図示
される以下の教示は、第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′に適用される
ことができる。
【０１２７】
　図３１Ａは、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第２の中間保
守システムパネルアセンブリ１２７０′を示す、ガスエンクロージャアセンブリ１０１０
の概略断面図を描写する。図３１Ａの第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０
′は、第１の保守システム位置付けシステム１２５１によって第１のプリントヘッドアセ
ンブリ開口部１２４２に関して位置付けられることができる第１の保守システムアセンブ
リ１２５０を収納することができる。第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２は
、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第１の中間エンクロージャ
パネルアセンブリ１２４０′と共通するパネルである、第１の床板アセンブリ１２４１′
内の開口部である。第１の保守システム位置付けシステム１２５１は、第１の端部１０７
２上で基部１０７０に安定して据え付けられることができる、第１の保守システムアセン
ブリプラットフォーム１２５３上に据え付けられることができる。第１の保守システムア
センブリプラットフォーム１２５３は、第１の通路１２６１を通って基部１０７０の第１
の端部１０７２から第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′の中へ延びるこ
とができる。同様に、図３１Ａで描写されるように、図３１Ａの第２の中間保守システム
パネルアセンブリ１２７０′は、第２の保守システム位置付けシステム１２９１によって
第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２に関して位置付けられることができる、
第２の保守システムアセンブリ１２９０を収納することができる。第２のプリントヘッド
アセンブリ開口部１２８２は、第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′およ
び第２の中間エンクロージャパネルアセンブリ１２８０′と共通するパネルである、第１
の床板アセンブリ１２８１′内の開口部である。第２の保守システム位置付けシステム１
２９１は、第２の通路１２６５を通って基部１０７０の第２の端部１０７４から第２の中
間保守システムパネルアセンブリ１２７０′の中へ延びることができる、第２の保守アセ
ンブリシステムプラットフォーム１２９３上に据え付けられることができる。第１のシー
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ル１２６３は、第１の通路１２６１の周囲の第１のシール支持パネル１２３５の第１の外
面１２３７上に据え付けられることができる。同様に、第２のシール１２６７は、第２の
通路１２６５の周囲の第２のシール支持パネル１２７５の第１の外面１２７７上に据え付
けられることができる。第１のシール１２６３および第２のシールｌ１２６７は、図２８
について以前に説明されたように、膨張可能ガスケットであり得る。第１のシール１２６
３および第２のシール１２６７の種々の実施形態は、例えば、それぞれ、第１の外面１２
３７および第２の外面１２７７に、ならびに基部１０７０の基部の第１の端部１０７２お
よび基部１０７０の第２の端部１０７４に永久に取り付けられる、可撓性シールであり得
る。以前に議論されたように、可撓性シールは、ベローズシールまたは穴縁シール等のシ
ールであり得る。そのような永久的に取り付けられたシールは、同時に第１の通路１２６
１および第２の通路１２６５のための密封シールを提供しながら、基部１０７０の種々の
平行移動および振動移動を提供するために必要とされる柔軟性を提供することができる。
【０１２８】
　図３１Ｂおよび３１Ｃは、種々の保守手順のための第１の中間保守システムパネルアセ
ンブリ１２３０′に対する第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０の位置付けを図示し
、本教示のガスエンクロージャアセンブリ１０１０の種々の開口部および通路の被覆およ
び密閉を図示する。前述のように、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′
に対する以下の教示は、第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′にも適用さ
れることができる。
【０１２９】
　図３１Ｂでは、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０は、複数のノズルまたはオリ
フィスを含む、少なくとも１つのプリントヘッドを有する、プリントヘッドデバイス１０
８２を含むことができる。プリントヘッドデバイス１０８２は、第１のプリントヘッドア
センブリエンクロージャ１０８４に収納されることができ、第１のプリントヘッドアセン
ブリエンクロージャ１０８４は、印刷中に、ノズルが、制御された割合、速度、およびサ
イズで、浮動式テーブル支持体１０５２によって支持される、浮動式テーブル１０５４上
に据え付けられた基板上にインクを放出することができるように、そこからプリントヘッ
ドデバイス１０８２が位置付けられることができる、第１のプリントヘッドアセンブリエ
ンクロージャ開口部１０８６を有することができる。以前に議論されたように、第１のプ
リントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０は、印刷プロセス中、印刷のために基
板の上で、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０を位置付けるように制御されること
ができる。加えて、図３１Ｂで描写されるように、ガスエンクロージャアセンブリ１０１
０の種々の実施形態については、制御可能なＸ－Ｚ軸方向移動を有する、第１のプリント
ヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０は、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部
１２４２を覆って第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０を位置付けることができる。
図３１Ｂで描写されるように、第１の床板アセンブリ１２４１′の第１のプリントヘッド
アセンブリ開口部１２４２は、第１の中間エンクロージャパネルアセンブリ１２４０′お
よび第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′に共通する。
【０１３０】
　図３１Ｂの第１のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８４は、第１のプリン
トヘッドアセンブリ開口部１２４２の周囲の第１の床板アセンブリ１２４１′とのドッキ
ング表面であり得る、第１のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ周縁１０８８を含
むことができる。第１のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ周縁１０８８は、第１
のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２の周囲に付着されている、図３１Ｂで描写さ
れる第１のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５を係合することがで
きる。当業者であれば、第１のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ周縁１０８８は
、内向きに突出する構造として描写されて示されているが、種々の周縁のうちのいずれか
を第１のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８４上で構築できることを理解す
るであろう。加えて、第１のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５が
、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２の周囲に付着されることが図３１Ｂで
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描写されているが、通常の実践者であれば、ガスケット１２４５が第１のプリントヘッド
アセンブリエンクロージャ周縁１０８８に付着されることができることを理解するであろ
う。第１のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５は、フレーム部材ア
センブリを密閉するための以前に説明されたようなガスケット材料のうちのいずれかであ
り得る。図３１Ｂのガスエンクロージャアセンブリ１０１０の種々の実施形態では、第１
のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５は、ガスケット１２６３等の
膨張可能ガスケットであり得る。その点に関して、第１のプリントヘッドアセンブリドッ
キングガスケット１２４５は、図２８について以前に説明されたような膨張可能ガスケッ
トであり得る。以前に提示されたように、第１のシール１２６３を、第１の通路１２６１
の周囲の第１のシール支持パネル１２３５の第１の外面１２３７上に据え付けられること
ができる。
【０１３１】
　図３１Ｂおよび図３１Ｃで描写されるように、完全自動モードで行われることができる
種々の保守手順については、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０は、第１のプリン
トヘッドアセンブリ開口部１２４２を覆って位置付けられたままとなることができる。そ
の点に関して、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０は、第１の保守システムアセン
ブリ１２５０に対して第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２を覆ってプリント
ヘッドデバイス１０８２を位置付けるために、第１のプリントヘッドアセンブリ位置付け
システム１０９０によってＺ軸方向へ調整されることができる。加えて、第１の保守シス
テムアセンブリ１２５０は、プリントヘッドデバイス１０８２に対して第１の保守システ
ムアセンブリ１２５０を位置付けるために、第１の保守システム位置付けシステム１２５
１上でＹ－Ｘ方向へ調整されることができる。種々の保守手順中に、第１のプリントヘッ
ドアセンブリ１０８０は、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２（図示せず）
を覆う位置に第１のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８４が配置されるよう
に、第１のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０によるＺ軸方向へのさら
なる調整によって、第１のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５と接
触するように配置されことができる。図３１Ｃで描写されるように、種々の保守手順、例
えば、限定されないが、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′の内部への
直接アクセスを必要とする保守手順については、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８
０は、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２を密閉するように、第１のプリン
トヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０によるＺ軸方向へのなおもさらなる調整に
よって、第１のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５とドッキングさ
れることができる。前述のように、第１のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケッ
ト１２４５は、種々のフレーム部材の密封について以前に説明されたような圧縮可能ガス
ケット材料、または図２８について以前に説明されたような膨張可能ガスケットのいずれ
か一方であり得る。加えて、図３１Ｃで描写されるように、膨張可能ガスケット１２６３
を膨張させ、それによって、第１の通路１２６１を閉鎖することができる。また、フレー
ムアセンブリ部材およびパネルが密封エンクロージャを提供することが可能であるように
、筐体を形成する第１のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ１０８４の部分は、種
々のパネルアセンブリについて以前に説明されたように構築されることができる。したが
って、図３１Ｃについては、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２および第１
の通路１２６１が密封可能に閉鎖されると、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１
２３０′は、ガスエンクロージャアセンブリ１０１０の残りの容積から隔離されることが
できる。
【０１３２】
　図３１Ｄおよび図３１Ｅでは、第１の保守システムアセンブリ１２５０および第２の保
守システムアセンブリ１２９０を、それぞれ、第１の保守システムアセンブリプラットフ
ォーム１２５３および第２の保守システムアセンブリプラットフォーム１２９３上に据え
付けられることができる、ガスエンクロージャ１０１０の種々の実施形態が描写されてい
る。図３１Ｄおよび図３１Ｅでは、第１の保守システムアセンブリプラットフォーム１２
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５３および第２の保守システムアセンブリプラットフォーム１２９３は、それぞれ、第１
の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第２の中間保守システムパネルア
センブリ１２７０′内に封入される。前述のように、第１の中間保守システムパネルアセ
ンブリ１２３０′に対する以下の教示は、第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２
７０′にも適用されることができる。その点に関して、図３１で示されるように、第１の
プリントヘッドアセンブリ１０８０は、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２
を閉鎖することができるように、第１のプリントヘッドアセンブリ位置付けシステム１０
９０によってＺ軸方向に与えられる十分な力を用いて、第１のプリントヘッドアセンブリ
ドッキングガスケット１２４５とドッキングされることができる。したがって、図３１Ｄ
については、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２が密閉可能に閉鎖されると
、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′は、ガスエンクロージャアセンブ
リ１０１０の残りの容積から隔離されることができる。
【０１３３】
　図３１Ａ－３１Ｃのガスエンクロージャアセンブリ１０１０の種々の実施形態について
以前に教示されたように、プリントヘッドは、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１
２４２を閉鎖するよう、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２を覆うこと、ま
たは密閉することなく、種々の保守手順中に第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２
４２の上に位置付けられたままとなることができる。ガスエンクロージャアセンブリ１０
１０の種々の実施形態では、種々の保守手順については、プリントヘッドアセンブリ開口
部を覆うようにＺ軸を調整することによって、プリントヘッドアセンブリエンクロージャ
は、ガスケットとの接触に配置されることができる。この点に関して、図３１Ｅは、２つ
の方法で解釈することができる。第１の解釈では、第１のプリントヘッドアセンブリドッ
キングガスケット１２４５および第２のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット
１２８５は、種々のフレーム部材の密封について以前に説明されたように、圧縮可能ガス
ケット材料から作製することができる。図３１Ｅでは、第１のプリントヘッドアセンブリ
１０８０は、ガスケット１２４５が圧縮されており、それによって、第１のプリントヘッ
ドアセンブリ開口部１２４２を密閉可能に閉鎖するように、第１の保守システムアセンブ
リ１２５０の上でＺ軸方向に位置付けられている。比較して、第２のプリントヘッドアセ
ンブリ１０８１は、第２のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２８５に接
触し、それによって、第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２を覆うように、第
２の保守システムアセンブリ１２９０の上でＺ軸方向に位置付けられている。第２の解釈
では、第１のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５および第２のプリ
ントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２８５は、図２８について以前に説明され
たように、膨張可能ガスケットであり得る。図３１Ｅでは、第１のプリントヘッドアセン
ブリ１０８０は、膨張させられる前に第１のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケ
ット１２４５に接触し、それによって、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２
を覆うように、第１の保守システムアセンブリ１２５０の上でＺ軸方向に位置付けられる
ことができる。比較して、第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１は、第２のプリント
ヘッドアセンブリドッキングガスケット１２８５が膨張させられた場合、第２のプリント
ヘッドアセンブリ開口部１２８２が密閉可能に閉鎖されるように、第２の保守システムア
センブリ１２９０の上でＺ軸方向に位置付けられている。
【０１３４】
　図３１Ｆは、例えば、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第２
の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′を使用して図示される、保守容積が、例
えば、限定されないが、ゲート弁アセンブリ等のカバーを使用して密封されることができ
ることを描写する。第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第２の中
間保守システムパネルアセンブリ１２７０′に対する以下の教示は、保守システムパネル
アセンブリおよびガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態に適用されることがで
きる。図３１Ｆで描写されるように、例えば、限定されないが、それぞれ、第１のプリン
トヘッドアセンブリゲート弁１２４７および第２のプリントヘッドアセンブリゲート弁１
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２８７を使用して、第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２および第２のプリン
トヘッドアセンブリ開口部１２８２を閉鎖することは、それぞれ、第１のプリントヘッド
アセンブリ１０８０および第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１の継続的動作を提供
することができる。図３１Ｆの第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′につ
いて描写されるように、図２７Ａおよび図２７Ｂについて説明されるように第１のプリン
トヘッドアセンブリゲート弁１２４７を使用して第１のプリントヘッドアセンブリ開口部
１２４２を密閉可能に閉鎖すること、ならびに図２８について説明されるように基部１０
７０の周囲で第１の通路１２６１を密閉可能に閉鎖することは、遠隔で自動的に行われる
ことができる。同様に、図３１Ｆの第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′
について描写されるように、図２７Ａおよび図２７Ｂについて説明されるように第２のプ
リントヘッドアセンブリゲート弁１２８７を使用して第２のプリントヘッドアセンブリ開
口部１２８２を密閉可能に閉鎖することは、遠隔で自動的に行われることができる。第１
のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１を
利用する印刷プロセスの継続を依然として提供しながら、例えば、第１の中間保守システ
ムパネルアセンブリ１２３０′および第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０
′によって画定されるような保守容積の隔離によって、種々のプリントヘッド保守手順が
促進されることができることが考えられる。
【０１３５】
　前述のように、第１のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５および
第２のプリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２８５は、それぞれ、第１のプ
リントヘッドアセンブリ開口部１２４２および第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１
２８２の周囲に付着されることができる。加えて、図３１Ｆで描写されるように、第１の
プリントヘッドアセンブリドッキングガスケット１２４５および第２のプリントヘッドア
センブリドッキングガスケット１２８５は、それぞれ、第１のプリントヘッドアセンブリ
エンクロージャ周縁１０８８および第２のプリントヘッドアセンブリエンクロージャ周縁
１０８９の周囲に付着されることができる。第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０お
よび第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１の保守が指示されるとき、第１のプリント
ヘッドアセンブリゲート弁１２４７および第２のプリントヘッドアセンブリゲート弁１２
８７を開放することができ、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第２のプリ
ントヘッドアセンブリ１０８１は、以前に説明されたように、第１の中間保守システムパ
ネルアセンブリ１２３０′および第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′と
ドッキングすることができる。
【０１３６】
　例えば、限定されないが、第１の保守システムアセンブリ１２５０および第２の保守シ
ステムアセンブリ１２９０上で保守を提供することができる任意の保守手順は、それぞれ
、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および第２の中間保守システムパ
ネルアセンブリ１２７０′を隔離することによって、印刷プロセスを中断することなく行
われることができる。さらに、システムの中への新しいプリントヘッドまたはプリントヘ
ッドアセンブリのロード、あるいはプリントヘッドまたはシステムからのプリントヘッド
アセンブリの除去は、それぞれ、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′お
よび第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′を隔離することによって、印刷
プロセスを中断することなく行われることができることが考えられる。そのような活動は
、例えば、限定されないが、ロボットの使用によって、自動的に促進され得る。例えば、
限定されないが、図３１Ｆの第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′および
第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′等の保守容積の中に貯蔵されたプリ
ントヘッドのロボットによる回収が行われることができ、その後に続いて、第１のプリン
トヘッドアセンブリ１０８０のプリントヘッドデバイス１０８２上、または第２のプリン
トヘッドアセンブリ１０８１のプリントヘッドデバイス１０８３上の正常に作動しないプ
リントヘッドの、機能するプリントヘッドへのロボットによる交換が行われる。次いで、
この後に続いて、第１の保守システムアセンブリ１２５０または第２の保守システムアセ
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ンブリ１２９０のいずれか一方におけるモジュールの中への正常に作動しないプリントヘ
ッドのロボットによる廃棄が行われることができる。そのような保守手順は、進行中の印
刷プロセスを中断することなく、自動モードで実行されることができる。
【０１３７】
　第１の保守システムアセンブリ１２５０または第２の保守システムアセンブリ１２９０
のいずれか一方における正常に作動しないプリントヘッドのロボットによる廃棄の後に、
例えば、限定されないが、それぞれ、第１のプリントヘッドアセンブリゲート弁１２４７
および第２のプリントヘッドアセンブリゲート弁１２８７を使用して、第１のプリントヘ
ッドアセンブリ開口部１２４２および第２のプリントヘッドアセンブリ開口部１２８２を
閉鎖することによって、それぞれ、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′
および第２の中間保守システムパネルアセンブリ１２７０′等の保守容積を密閉可能に閉
鎖し、隔離することができる。また、次いで、正常に作動しないプリントヘッドを回収し
て交換することができるように、例えば、本教示に従って、保守容積を大気に対して開放
することができる。後にさらに詳細に議論されるように、ガス精製システムの種々の実施
形態が、ガスエンクロージャアセンブリ全体の容積に対して設計されているため、ガス精
製資源は、保守容積空間の有意に縮小した容積を一掃することに専念することができ、そ
れによって、保守容積のためのシステム回復時間を有意に削減する。その点に関して、進
行中の印刷プロセスの中断なしに、または最小限の中断で、大気に対して保守容積を開放
することを必要とする保守手順を実行することができる。
【０１３８】
　図３２は、本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態に
よる、第１の保守システムアセンブリ１２５０の拡大図を描写する。以前に議論されたよ
うに、保守システムは、例えば、種々のプリントヘッド較正手順を行うための液滴較正ス
テーション、一掃または下準備手順中のプリントヘッドから放出されるインクの収集およ
び閉じ込めのためのパージステーション、および一掃または下準備手順がパージステーシ
ョンで行われた後の過剰なインクの除去のためのブロッティングステーションを含むこと
ができるが、それらによって限定されない。加えて、保守システムは、第１のプリントヘ
ッドアセンブリ１０８０および第２のプリントヘッドアセンブリ１０８１から除去された
１つ以上のプリントヘッドまたはプリントヘッドデバイスを受け取るため、または保守手
順中に第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０および第２のプリントヘッドアセンブリ
１０８１の中へロードすることができるプリントヘッドまたはプリントヘッドデバイスを
貯蔵するための１つ以上のステーションを含むことができる。
【０１３９】
　図３２の第１の保守システムアセンブリ１２５０等の本教示による保守システムアセン
ブリの種々の実施形態は、液滴較正モジュール１２５２と、パージ槽モジュール１２５４
と、ブロッタモジュール１２５６とを含むことができる。第１の保守システムアセンブリ
１２５０は、第１の保守システム位置付けシステム１２５１上に据え付けられることがで
きる。第１の保守システム位置付けシステム１２５１は、種々のモジュールの各々を、図
３１Ｂのプリントヘッドデバイス１０８２等の少なくとも１つのプリントヘッドを伴うプ
リントヘッドデバイスを有するプリントヘッドアセンブリ、および第１のプリントヘッド
アセンブリ開口部１２４２と選択的に整列させるように、Ｙ軸方向移動を提供することが
できる。保守システム位置付けシステム１２５１ならびに第１のプリントヘッドアセンブ
リ位置付けシステム１０９０の組み合わせを使用して、少なくとも１つのプリントヘッド
を伴うプリントヘッドデバイスを有する、プリントヘッドアセンブリを伴う種々のモジュ
ールの位置付けが行われることができる。保守システム位置付けシステム１２５１が、第
１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２に対する第１の保守システムアセンブリ１
２５０の種々のモジュールＹ－Ｘ位置付けを提供することができる一方で、第１のプリン
トヘッドアセンブリ位置付けシステム１０９０は、第１のプリントヘッドアセンブリ開口
部１２４２の上で、第１のプリントヘッドアセンブリ１０８０のＸ－Ｚ位置付けを提供す
ることができる。その点に関して、少なくとも１つのプリントヘッドを伴うプリントヘッ
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ドデバイスは、保守を受ける第１のプリントヘッドアセンブリ開口部１２４２の上で、ま
たはその内側に位置付けることができる。
【０１４０】
　図３３は、キャップを取り付けられ、グローブを伴うグローブポートが描写される、第
１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′の拡大斜視図を図示する。示されるよ
うに、第１の中間保守システムパネルアセンブリ１２３０′等の種々の保守システムパネ
ルアセンブリの容積は、約２ｍ３であり得ることが考慮される。保守システムパネルアセ
ンブリの種々の実施形態は、約１ｍ３の容積を有することができる一方で、保守システム
パネルアセンブリの種々の実施形態では、容積が約１０ｍ３であり得ることが考えられる
。図２９のガスエンクロージャアセンブリ１０１０等のガスエンクロージャアセンブリの
種々の実施形態については、フレーム部材アセンブリ区分は、ガスエンクロージャアセン
ブリの全容積の約１％以下であり得る。ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態
では、フレーム部材アセンブリ区分は、ガスエンクロージャアセンブリの全容積の約２％
以下であり得る。ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態では、フレーム部材ア
センブリ区分は、ガスエンクロージャアセンブリの全容積の約１０％以下であり得る。ガ
スエンクロージャアセンブリの種々の実施形態については、フレーム部材アセンブリ区分
は、ガスエンクロージャアセンブリの全容積の約５０％以下であり得る。
【０１４１】
　本教示によるガスエンクロージャアセンブリおよびシステムは、ガスエンクロージャア
センブリの内部にガス循環および濾過システムを有することができる。そのような内部濾
過システムは、内部内に複数のファンフィルタユニットを有することができ、内部内でガ
スの層流を提供するように構成されることができる。層流は、内部の最上部から内部の底
部までの方向に、または任意の他の方向にあり得る。循環システムによって生成されるガ
ス流は、層流である必要はないが、内部で徹底的かつ完全なガスの回転率を確保するため
に、ガスの層流が使用されることができる。ガスの層流はまた、乱流を最小化するために
も使用されることもでき、そのような乱流は、環境内の粒子をそのような乱流の領域中で
集合させ、濾過システムが環境からこれらの粒子を除去することを妨げ得るため、望まし
くない。さらに、内部で所望の温度を維持するために、例えば、ファンまたは別のガス循
環デバイスとともに動作し、それに隣接し、またはそれと併せて使用される、複数の熱交
換器を利用する熱調節システムを提供することができる。ガス精製ループは、エンクロー
ジャの外部の少なくとも１つのガス精製構成要素を通して、ガスエンクロージャアセンブ
リの内部内からガスを循環させるように構成されることができる。その点に関して、ガス
エンクロージャアセンブリの外部のガス精製ループと併せた、ガスエンクロージャアセン
ブリの内部の濾過および循環システムは、ガスエンクロージャアセンブリの全体を通して
反応種の実質的に低いレベルを有する、実質的に低粒子の不活性ガスの連続循環を提供す
ることができる。ガス精製システムは、望ましくない構成要素、例えば、有機溶媒および
その蒸気、ならびに水、水蒸気、酸素等の非常に低いレベルを維持するように構成される
ことができる。
【０１４２】
　図３４Ａは、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２１００を示す概略図であ
る。ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２１００の種々の実施形態は、本教示
によるガスエンクロージャアセンブリ１５００と、ガスエンクロージャアセンブリ１５０
０と流体連通しているガス精製ループ２１３０と、少なくとも１つの熱調節システム２１
４０とを備えていることができる。加えて、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステ
ムの種々の実施形態は、ＯＬＥＤ印刷システム用の基板浮動式テーブル等の種々のデバイ
スを動作させるための不活性ガスを供給することができる加圧不活性ガス再循環システム
２１６９を有することができる。加圧不活性ガス再循環システム２１６９の種々の実施形
態は、後にさらに詳細に議論されるように、不活性ガス再循環システム２１６９の種々の
実施形態の供給源として、圧縮機、送風機、および２つの組み合わせを利用することがで
きる。加えて、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２１００は、ガスエンクロ
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ージャアセンブリおよびシステム２１００の内部に濾過および循環システムを有すること
ができる（図示せず）。
【０１４３】
　本教示によるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態について、ダクト類の設
計は、ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態のために連続的に濾過され、内部
で循環させられる不活性ガスから、図３４Ａのガス精製ループ２１３０を通して循環させ
られる不活性ガスを分離することができる。ガス精製ループ２１３０は、ガスエンクロー
ジャアセンブリ１５００から、溶媒除去構成要素２１３２へ、次いで、ガス精製システム
２１３４への出口ライン２１３１を含む。次いで、溶媒ならびに酸素および水蒸気等の他
の反応性ガス種が精製された不活性ガスが、入口ライン２１３３を通してガスエンクロー
ジャアセンブリ１５００に戻される。ガス精製ループ２１３０はまた、適切な導管および
接続、ならびにセンサ、例えば、酸素、水蒸気、および溶媒蒸気センサを含み得る。ファ
ン、送風機、またはモータ等のガス循環ユニットは、別々に提供されるか、または例えば
、ガス精製ループ２１３０を通してガスを循環させるように、ガス精製システム２１３４
に組み込まれることができる。ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態によると
、溶媒除去システム２１３２およびガス精製システム２１３４は、図３３に示される概略
図で別個のユニットとして示されているが、溶媒除去システム２１３２およびガス精製シ
ステム２１３４は、単一の精製ユニットとして一緒に収納されることができる。熱調節シ
ステム２１４０は、冷却剤をガスエンクロージャアセンブリの中へ循環させるための流体
出口ライン２１４３、および冷却剤を冷却装置に戻すための流体入口ライン２１４５を有
することができる、少なくとも１つの冷却装置２１４１を含むことができる。
【０１４４】
　図３４Ａのガス精製ループ２１３０は、ガスエンクロージャアセンブリ１５００から循
環させられる不活性ガスが、出口ライン２１３１を介して溶媒除去システム２１３２を通
過するように、ガス精製システム２１３４の上流に配置された溶媒除去システム２１３２
を有することができる。種々の実施形態によると、溶媒除去システム２１３２は、図３４
Ａの溶媒除去システム２１３２を通過する不活性ガスから溶媒蒸気を吸着することに基づ
く、溶媒トラップシステムであり得る。例えば、限定されないが、活性炭、分子篩等の１
つまたは複数の吸着剤層が、多種多様の有機溶媒蒸気を効果的に除去し得る。ガスエンク
ロージャアセンブリの種々の実施形態について、溶媒除去システム２１３２内の溶媒蒸気
を除去するために、冷却トラップ技術が採用され得る。前述のように、本教示によるガス
エンクロージャアセンブリの種々の実施形態について、図３４のガスエンクロージャアセ
ンブリシステム２１００等のガスエンクロージャアセンブリシステムを通って連続的に循
環する不活性ガスからのそのような種の効果的な除去を監視するために、酸素、水蒸気、
および溶媒蒸気センサ等のセンサが使用され得る。溶媒除去システムの種々の実施形態は
、１つまたは複数の吸着剤層を再生または交換することができるように、活性炭、分子篩
等の吸着剤が能力限界に達したときを示すことができる。分子篩の再生は、分子篩を加熱
すること、分子篩をフォーミングガスと接触させること、それらの組み合わせ等を伴うこ
とができる。酸素、水蒸気、および溶媒を含む、種々の種をトラップするように構成され
る分子篩は、加熱し、水素を含むフォーミングガス、例えば、約９６％窒素および４％水
素を含むフォーミングガスに露出することによって、再生することができ、該割合は、体
積または重量による。活性炭の物理的再生は、不活性環境下で、類似加熱手順を使用して
行われることができる。
【０１４５】
　任意の好適なガス精製システムが、図３４Ａのガス精製ループ２１３０のガス精製シス
テム２１３４に使用されることができる。例えば、ＭＢＲＡＵＮ　Ｉｎｃ.（Ｓｔａｔｈ
ａｍ，Ｎｅｗ　Ｈａｍｐｓｈｉｒｅ）またはＩｎｎｏｖａｔｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ（Ａｍｅｓｂｕｒｙ，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ）から入手可能なガス精製システム
が、本教示によるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態への組み込みのために
有用であり得る。ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２１００内の１つ以上の
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不活性ガスを精製するため、例えば、ガスエンクロージャアセンブリ内のガス雰囲気全体
を精製するために、ガス精製システム２１３４が使用されることができる。前述のように
、ガス精製ループ２１３０を通してガスを循環させるために、ガス精製システム２１３４
は、ファン、送風機、またはモータ等のガス循環ユニットを有することができる。その点
に関して、ガス精製システムを通して不活性ガスを移動させるための体積流量を定義する
ことができる、エンクロージャの容積に応じて、ガス精製システムが選択されることがで
きる。最大約４ｍ３の容積を伴うガスエンクロージャアセンブリを有する、ガスエンクロ
ージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態について、約８４ｍ３／時間で動かす
ことができるガス精製システムが使用されることができる。最大約１０ｍ３の容積を伴う
ガスエンクロージャアセンブリを有する、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム
の種々の実施形態について、約１５５ｍ３／時間で動かすことができるガス精製システム
が使用されることができる。約５２から１１４ｍ３の間の容積を有するガスエンクロージ
ャアセンブリの種々の実施形態について、１つよりも多くのガス精製システムが使用され
得る。
【０１４６】
　任意の好適なガスフィルタまたは精製デバイスを本教示のガス精製システム２１３４に
含むことができる。いくつかの実施形態では、ガス精製システムは、デバイスのうち１つ
を保守のためにラインから外すことができ、中断することなくシステム動作を継続するた
めに他方のデバイスが使用されることができるように、２つの並列精製デバイスを備えて
いることができる。いくつかの実施形態では、例えば、ガス精製システムは、１つ以上の
分子篩を備えていることができる。いくつかの実施形態では、ガス精製システムは、分子
篩のうちの１つが不純物で飽和するか、またはそうでなければ十分効率的に動作していな
いと見なされるとき、飽和した、または非効率的な分子篩を再生しながら、システムが他
方の分子篩に切り替わることができるように、少なくとも第１の分子篩および第２の分子
篩を備えていることができる。各分子篩の動作効率を決定するため、異なる分子篩の動作
を切り替えるため、１つ以上の分子篩を再生するため、またはそれらの組み合わせのため
に、制御ユニットが提供されることができる。前述のように、分子篩は、再生または再使
用され得る。
【０１４７】
　図３４Ａの熱調節システム２１４０に関して、ガスエンクロージャアセンブリおよびシ
ステム２１００内のガス雰囲気を冷却するために、少なくとも１つの流体冷却装置２１４
１が提供されることができる。本教示のガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態
について、流体冷却装置２１４１は、冷却された流体をエンクロージャ内の熱交換器に送
達し、そこで不活性ガスが、エンクロージャの内部の濾過システムに渡される。少なくと
も１つの流体冷却装置もまた、ガスエンクロージャ２１００内に封入されている装置から
発生する熱を冷却するように、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２１００に
提供されることができる。例えば、限定されないが、少なくとも１つの流体冷却装置もま
た、ＯＬＥＤ印刷システムから発生する熱を冷却するように、ガスエンクロージャアセン
ブリおよびシステム２１００に提供されることができる。熱調節システム２１４０は、熱
交換またはペルチェデバイスを備えていることができ、種々の冷却能力を有することがで
きる。例えば、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態について
、冷却装置は、約２ｋＷから約２０ｋＷの間の冷却能力を提供することができる。流体冷
却装置１１３６および１１３８は、１つ以上の流体を冷却することができる。いくつかの
実施形態では、流体冷却装置は、冷却剤としていくつかの流体、例えば、限定されないが
、熱交換流体として水、不凍剤、冷却材およびそれらの組み合わせを利用することができ
る。関連導管およびシステム構成要素を接続する際に、適切な漏出しない係止接続が使用
されることができる。
【０１４８】
　図２３および図２４のガスエンクロージャアセンブリ１０００について、または図２９
および図３０のガスエンクロージャアセンブリ１０１０について描写されるような、ガス
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エンクロージャアセンブリの種々の実施形態は、第１の容積を画定する第１のフレーム部
材アセンブリ区分と、第２の容積を画定する第２のフレーム部材アセンブリ区分とを有す
ることができ、各容積を他の容積から分離することができる。図２３および図２４のガス
エンクロージャアセンブリ１０００の種々の実施形態について、または図２９および図３
０のガスエンクロージャアセンブリ１０１０について、図３４Ａのガスエンクロージャア
センブリについて説明される全てのシステム特徴は、第１の容積を画定する第１のフレー
ム部材アセンブリ区分と、第２の容積を画定する第２のフレーム部材アセンブリ区分とを
有する、そのような実施形態のためのシステム特徴として含むことができ、各容積を他の
容積から分離することができる。加えて、ガスアセンブリおよびシステム２１５０につい
て図３４Ｂで描写されるように、第１の容積を画定する第１のフレーム部材アセンブリ区
分と、第２の容積を画定する第２のフレーム部材アセンブリ区分とを有する、ガスエンク
ロージャアセンブリの種々の実施形態について、各容積は、ガス精製ループ２１３０と別
々に流体連通して配置されることができる。
【０１４９】
　図３４Ｂで描写されるように、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２１５０
のガスエンクロージャアセンブリ１５００は、第１の容積を画定する第１のフレーム部材
アセンブリ区分１５００－Ｓ１と、第２の容積を画定する第２のフレーム部材アセンブリ
区分１５００－Ｓ２とを有することができる。全ての弁Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、およびＶ４が
開放された場合、ガス精製ループ２１３０は、本質的に図３４Ａのガスエンクロージャア
センブリおよびシステム１５００について以前に説明されたように動作する。Ｖ３および
Ｖ４の閉鎖により、第１のフレーム部材アセンブリ区分１５００－Ｓ１のみが、ガス精製
ループ２１３０と流体連通している。この弁状態は、例えば、限定されないが、第２のフ
レーム部材アセンブリ区分１５００－Ｓ２が大気に対して開放されることを要求する保守
手順中に、第２のフレーム部材アセンブリ区分１５００－Ｓ２が密閉可能に閉鎖され、そ
れによって、フレーム部材アセンブリ区分１５００－Ｓ１から隔離されるときに、使用さ
れ得る。Ｖ１およびＶ２の閉鎖により、第２のフレーム部材アセンブリ区分１５００－Ｓ
２のみが、ガス精製ループ２１３０と流体連通している。この弁状態は、例えば、限定さ
れないが、第２のフレーム部材アセンブリ区分１５００－Ｓ２が大気に対して開放された
後のこの区分の回復中に使用され得る。前述のように、ガス精製ループ２１３０に対する
要件が、ガスエンクロージャアセンブリ１５００の全容積に対して特定される。したがっ
て、ガス精製システムの資源を、図３４Ｂでガスエンクロージャ１５００の全容積より容
積が有意に小さいことが描写されている、第２のフレーム部材アセンブリ区分１５００－
Ｓ２等のフレーム部材アセンブリ区分の回復に専念させることによって、回復時間を実質
的に削減することができる。
【０１５０】
　図３５および図３６で描写されるように、１つ以上のファンフィルタユニットは、内部
を通して実質的に層状のガス流を提供するように構成されることができる。本教示のガス
エンクロージャアセンブリの種々の実施形態によると、１つ以上のファンユニットが、ガ
ス雰囲気エンクロージャの第１の内面に隣接して配置され、１つ以上の配管入口が、ガス
雰囲気エンクロージャの第２の反対側の内面に隣接して配置される。例えば、ガス雰囲気
エンクロージャは、内部天井と、底内部周辺とを備えていることができ、１つ以上のファ
ンユニットは、内部天井に隣接して配置されることができ、１つ以上の配管入口は、図１
５－１７に示されるように、配管システムの一部である底内部周辺に隣接して配置される
、複数の入口開口部を備えていることができる。
【０１５１】
　図３５は、本教示の種々の実施形態による、ガスエンクロージャアセンブリおよびシス
テム２２００の長さに沿って得られた断面図である。図３５のガスエンクロージャアセン
ブリおよびシステム２２００は、ＯＬＥＤ印刷システム５０を収納することができる、ガ
スエンクロージャ１５００、ならびにガス精製システム２１３０（図３４も参照）と、熱
調節システム２１４０と、濾過および循環システム２１５０と、配管システム２１７０と
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を含むことができる。熱調節システム２１４０は、冷却装置出口ライン２１４３および冷
却装置入口ライン２１４５と流体連通している、流体冷却装置２１４１を含むことができ
る。冷却された流体は、流体冷却装置２１４１から退出し、冷却装置出口ライン２１４３
を通って流動し、図３５に示されるように、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステ
ムの種々の実施形態について、複数のファンフィルタユニットの各々の近位に位置するこ
とができる熱交換器に送達されることができる。流体は、一定の所望の温度に維持される
ように、ファンフィルタユニットの近位の熱交換器から、冷却装置入口ライン２１４５を
通して冷却装置２１４１に戻されることができる。前述のように、冷却装置出口ライン２
１４１および冷却装置入口ライン２１４３は、第１の熱交換器２１４２、第２の熱交換器
２１４４、および第３の熱交換器２１４６を含む、複数の熱交換器と流体連通している。
図３４に示されるようにガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態
によると、第１の熱交換器２１４２、第２の熱交換器２１４４、および第３の熱交換器２
１４６は、それぞれ、濾過システム２１５０の第１のファンフィルタユニット２１５２、
第２のファンフィルタユニット２１５４、および第３のファンフィルタユニット２１５６
と熱的に連通している。
【０１５２】
　図３５では、多くの矢印が、種々のファンフィルタユニットへの、およびそこからの流
動を描写し、また、図３４の簡略図で描写されるように、第１の配管導管２１７３および
第２の配管導管２１７４を含む配管システム２１７０内の流動も描写する。第１の配管導
管２１７３は、第１のダクト入口２１７１を通してガスを受け取ることができ、第１のダ
クト出口２１７５を通って退出することができる。同様に、第２の配管導管２１７４は、
第２のダクト入口２１７２を通してガスを受け取ることができ、第２のダクト出口２１７
６を通って退出することができる。加えて、図３４に示されるように、配管システム２１
７０は、ガス精製出口ライン２１３１を介してガス精製システム２１３０と流体連通して
いる空間２１８０を効果的に画定することによって、濾過システム２１５０を通して内部
で再循環させられる不活性ガスを分離する。図１５－１７について説明される配管システ
ムの種々の実施形態を含む、そのような循環システムは、実質的に層状の流動を提供し、
乱流を最小化し、エンクロージャの内部の中のガス雰囲気の粒子状物質の循環、回転率、
および濾過を助け、ガスエンクロージャアセンブリの外部のガス精製システムを通した循
環を提供する。
【０１５３】
　図３６は、本教示によるガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態による、ガス
エンクロージャアセンブリおよびシステム２３００の長さに沿って得られた断面図である
。図３５のガスエンクロージャアセンブリ２２００のように、図３６のガスエンクロージ
ャアセンブリシステム２３００は、ＯＬＥＤ印刷システム５０を収納することができるガ
スエンクロージャ１５００と、ガス精製システム２１３０（図３４も参照）と、熱調節シ
ステム２１４０と、濾過および循環システム２１５０と、配管システム２１７０とを含む
ことができる。ガスエンクロージャアセンブリ２３００の種々の実施形態について、冷却
装置出口ライン２１４３および冷却装置入口ライン２１４５と流体連通している、流体冷
却装置２１４１を含むことができる、熱調節システム２１４０は、図３６で描写されるよ
うに、複数の熱交換器、例えば、第１の熱交換器２１４２および第２の熱交換器２１４４
と流体連通することができる。図３６に示されるようなガスエンクロージャアセンブリお
よびシステムの種々の実施形態によると、第１の熱交換器２１４２および第２の熱交換器
２１４４等の種々の熱交換器は、配管システム２１７０の第１のダクト出口２１７５およ
び第２のダクト出口２１７６等のダクト出口の近位に位置付けられることによって、循環
する不活性ガスと熱的に連通することができる。その点に関して、配管システム２１７０
の第１のダクト入口２１７１および第２のダクト入口２１７２等のダクト入口等のダクト
入口から、濾過のために戻される不活性ガスは、例えば、それぞれ、図３６の濾過システ
ム２１５０の第１のファンフィルタユニット２１５２、第２のファンフィルタユニット２
１５４、および第３のファンフィルタユニット２１５６を通して循環させられることに先
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立って、熱的に調節されることができる。
【０１５４】
　図３５および３６のエンクロージャを通る不活性ガス循環の方向を示す矢印から見るこ
とができるように、ファンフィルタユニットは、エンクロージャの最上部から底部に向か
って下向きに、実質的に層状の流動を提供するように構成される。例えば、Ｆｌａｎｄｅ
ｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｎｏｒｔｈ　Ｃａｒｏｌｉｎａ
）、またはＥｎｖｉｒｃｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｓａｎｆｏｒｄ，Ｎｏｒｔｈ　Ｃ
ａｒｏｌｉｎａ）から入手可能なファンフィルタユニットは、本教示によるガスエンクロ
ージャアセンブリの種々の実施形態に組み込むために有用であり得る。ファンフィルタユ
ニットの種々の実施形態は、各ユニットを通して、約３５０立方フィート／分（ＣＦＭ）
から約７００ＣＦＭの間の不活性ガスを交換することができる。図３５および３６に示さ
れるように、ファンフィルタユニットが直列ではなく並列配列にあるため、複数のファン
フィルタユニットを備えているシステム内で交換することができる不活性ガスの量は、使
用されるユニットの数に比例する。エンクロージャの底部付近で、ガス流は、第１のダク
ト入口２１７１および第２のダクト入口２１７２として図３５および３６で概略的に示さ
れる、複数の配管入口の方に向かわせられる。図１５－１７について以前に議論されたよ
うに、実質的にエンクロージャの底部にダクト入口を位置付け、上ファンフィルタユニッ
トから下向きのガス流を引き起こすことにより、エンクロージャ内のガス雰囲気の良好な
回転率を促進し、エンクロージャに関連して使用されるガス精製システムを通したガス雰
囲気全体の徹底的な回転率および移動を助ける。濾過および循環システム２１５０を使用
して、配管を通してガス雰囲気を循環させ、エンクロージャ内のガス雰囲気の層流および
徹底的な回転率を助けることによって、その配管は、ガス精製ループ２１３０を通した循
環のために不活性ガス流を分離し、水および酸素等の反応種の各々ならびに溶媒の各々の
レベルは、ガスエンクロージャアセンブリの種々の実施形態では、１００ｐｐｍ以下、例
えば、１ｐｐｍ以下、例えば、０.１ｐｐｍ以下に維持されることができる。
【０１５５】
　ＯＬＥＤ印刷システムに使用されるガスエンクロージャアセンブリシステムの種々の実
施形態によると、処理中の印刷システムにおける基板の物理的位置に従って、ファンフィ
ルタユニットの数が選択されることができる。したがって、３つのファンフィルタユニッ
トが図３５および３６で示されているが、ファンフィルタユニットの数は変化し得る。例
えば、図３７は、図２３および図２４、ならびに図２９および図３０で描写されるものに
類似するガスエンクロージャアセンブリおよびシステムである、ガスエンクロージャアセ
ンブリおよびシステム２４００の長さに沿って得られた断面図である。ガスエンクロージ
ャアセンブリおよびシステム２４００は、基部１２２０上で支持されるＯＬＥＤ印刷シス
テム１０５０を収納するガスエンクロージャアセンブリ１５００を含むことができる。Ｏ
ＬＥＤ印刷システムの基板浮動式テーブル１０５４は、トラベルを画定することができ、
そのトラベルの上を、基板が、基板のＯＬＥＤ印刷中にシステム２４００を通して移動さ
せられることができる。したがって、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２４
００の濾過システム２１５０は、処理中のＯＬＥＤ印刷システム１０５０を通した基板の
物理的進行に対応する、２１５１－２１５５として示される、適切な数のファンフィルタ
ユニットを有する。加えて、図３７の概略切断図は、ＯＬＥＤ印刷プロセス中に必要とさ
れる不活性ガスの量を効果的に減少させ、同時に、例えば、種々のグローブポートの中に
設置されたグローブを使用して、処理中に遠隔で、または保守動作の場合に種々の取り外
し可能なパネルによって直接的のいずれかで、ガスエンクロージャ１５００の内部への即
時のアクセスを提供することができる、ガスエンクロージャの種々の実施形態の輪郭形成
を描写する。
【０１５６】
　ガスエンクロージャおよびシステムの種々の実施形態は、種々の空気圧動作型デバイス
および装置の動作のために加圧不活性ガス再循環システムを利用することができる。加え
て、以前に議論されたように、本教示のガスエンクロージャアセンブリの実施形態は、外
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部環境に対するわずかな陽圧、例えば、限定されないが、約２ｍｂａｒｇから約８ｍｂａ
ｒｇの間に維持されることができる。ガスエンクロージャアセンブリシステム内で加圧不
活性ガス再循環システムを維持することは、それが、加圧ガスをガスエンクロージャアセ
ンブリおよびシステムに連続的に導入しながら、ガスエンクロージャアセンブリおよびシ
ステムのわずかな正の内部圧力を維持することに関して、動的かつ継続的に平衡を保つ作
用を提示するので、困難であり得る。さらに、種々のデバイスおよび装置の可変要求が、
本教示の種々のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの不規則な圧力プロファイ
ルを作成し得る。そのような条件下で外部環境に対してわずかな陽圧で保持されたガスエ
ンクロージャアセンブリの動的圧力平衡を維持することは、継続的なＯＬＥＤ印刷プロセ
スの完全性を提供することができる。
【０１５７】
　図３８に示されるように、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム３０００の種
々の実施形態は、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム３０００の動作の種々の
側面で使用するために、不活性ガス源２５０９および清浄乾燥空気（ＣＤＡ）源２５１２
を統合して制御するための外部ガスループ２５００を有することができる。当業者であれ
ば、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム３０００はまた、以前に説明されたよ
うに、内部粒子濾過およびガス循環システムの種々の実施形態、ならびに外部ガス精製シ
ステムの種々の実施形態も含むことができると理解するであろう。不活性ガス源２５０９
およびＣＤＡ源２５１２を統合して制御するための外部ループ２５００に加えて、ガスエ
ンクロージャアセンブリおよびシステム３０００は、ガスエンクロージャアセンブリおよ
びシステム３０００の内部に配置されることができる種々のデバイスおよび装置を動作さ
せるための不活性ガスを供給することができる、圧縮機ループ２１６０を有することがで
きる。
【０１５８】
　図３８の圧縮機ループ２１６０は、流体連通するように構成される、圧縮機２１６２と
、第１のアキュムレータ２１６４と、第２のアキュムレータ２１６８とを含むことができ
る。圧縮機２１６２は、ガスエンクロージャアセンブリ１５００から引き出される不活性
ガスを所望の圧力に圧縮するように構成されることができる。圧縮機ループ２１６０の入
口側は、弁２５０５および逆止弁２５０７を有するライン２５０３を通して、ガスエンク
ロージャアセンブリ出口２５０１を介してガスエンクロージャアセンブリ１５００と流体
連通することができる。圧縮機ループ２１６０は、外部ガスループ２５００を介して、圧
縮機ループ２１６０の出口側でガスエンクロージャアセンブリ１５００と流体連通するこ
とができる。アキュムレータ２１６４は、圧縮機２１６２と、外部ガスループ２５００と
の圧縮機ループ２１６０の接合部との間に配置されることができ、５ｐｓｉｇ以上の圧力
を生成するように構成されることができる。第２のアキュムレータ２１６８は、約６０Ｈ
ｚでの圧縮機ピストン循環による減退変動を提供するために、圧縮機ループ２１６０の中
にあり得る。圧縮機ループ２１６０の種々の実施形態について、第１のアキュムレータ２
１６４が、約８０ガロンから約１６０ガロンの間の容量を有することができる一方で、第
２のアキュムレータは、約３０ガロンから約６０の間の容量を有することができる。ガス
エンクロージャアセンブリおよびシステム３０００の種々の実施形態によると、圧縮機２
１６２は、ゼロ進入圧縮機であり得る。種々の種類のゼロ進入圧縮機は、本教示のガスエ
ンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態の中へ大気ガスを漏出させるこ
となく動作することができる。ゼロ進入圧縮機の種々の実施形態は、例えば、圧縮不活性
ガスを必要とする種々のデバイスおよび装置の使用を利用して、ＯＬＥＤ印刷プロセス中
に連続的に実行されることができる。
【０１５９】
　アキュムレータ２１６４は、圧縮機２１６２から圧縮不活性ガスを受け取り蓄積するよ
うに構成されることができる。アキュムレータ２１６４は、ガスエンクロージャアセンブ
リ１５００における必要に応じて圧縮不活性ガスを供給することができる。例えば、アキ
ュムレータ２１６４は、限定されないが、空気圧ロボット、基板浮動式テーブル、空気ベ
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アリング、空気ブッシング、圧縮ガスツール、空気圧アクチュエータ、およびそれらの組
み合わせのうちの１つ以上等のガスエンクロージャアセンブリ１５００の種々の構成要素
のための圧力を維持するように、ガスを提供することができる。ガスエンクロージャアセ
ンブリおよびシステム３０００について図３８に示されるように、ガスエンクロージャア
センブリ１５００は、その中に封入されたＯＬＥＤ印刷システム５０を有することができ
る。図２４および図３０に示されるように、ＯＬＥＤ印刷システム５０は、花崗岩製台７
０によって支持されることができ、プリントヘッドチャンバの中の定位置に基板を輸送す
るとともに、ＯＬＥＤ印刷プロセス中に基板を支持するための基板浮動式テーブル５４を
含むことができる。加えて、ブリッジ５６上で支持される空気ベアリング５８を、例えば
、線形機械ベアリングの代わりに使用することができる。本教示のガスエンクロージャお
よびシステムの種々の実施形態について、種々の空気動作型デバイスおよび装置の使用は
、低粒子生成性能を提供することができるとともに、維持するのにあまり手がかからない
。圧縮機ループ２１６０は、加圧不活性ガスをガスエンクロージャ装置３０００の種々の
デバイスおよび装置に連続的に供給するように構成されることができる。加圧不活性ガス
の供給に加えて、空気ベアリング技術を利用するＯＬＥＤ印刷システム５０の基板浮動式
テーブル５４はまた、弁２５５４が開放位置にあるときに、ライン２５５２を通してガス
エンクロージャアセンブリ１５００と流体連通している真空システム２５５０も利用する
。
【０１６０】
　本教示による加圧不活性ガス再循環システムは、圧縮機ループ２１６０について、使用
中に加圧ガスの可変要求を補うように作用し、それによって、本教示のガスエンクロージ
ャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態のための動的平衡を提供する、図３８に示
されるような圧力制御バイパスループ２１６５を有することができる。本教示によるガス
エンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態について、バイパスループは
、エンクロージャ１５００内の圧力を乱すこと、または変化させることなく、アキュムレ
ータ２１６４において一定の圧力を維持することができる。バイパスループ２１６５は、
バイパスループ２１６５が使用されない限り閉鎖される、バイパスループ２１６５の入口
側の第１のバイパス入口弁２１６１を有することができる。バイパスループ２１６５はま
た、第２の弁２１６３が閉鎖されるときに使用されることができる背圧調節器を有するこ
ともできる。バイパスループ２１６５は、バイパスループ２１６５の出口側に配置された
第２のアキュムレータ２１６８を有ることができる。ゼロ進入圧縮機を利用する圧縮機ル
ープ２１６０の実施形態について、バイパスループ２１６５は、ガスエンクロージャアセ
ンブリおよびシステムの使用中に経時的に発生し得る圧力のわずかな規定外変動を補償す
ることができる。バイパスループ２１６５は、バイパス入口弁２１６１が開放位置にある
とき、バイパスループ２１６５の入口側で圧縮機ループ２１６０と流体連通することがで
きる。バイパス入口弁２１６１が開放されたとき、圧縮機ループ２１６０からの不活性ガ
スがガスエンクロージャアセンブリ１５００の内部内で要求されていない場合、バイパス
ループ２１６５を通して分流された不活性ガスは、圧縮機に再循環させられることができ
る。圧縮機ループ２１６０は、アキュムレータ２１６４内の不活性ガスの圧力が事前設定
された閾値圧力を超えるときに、バイパスループ２１６５を通して不活性ガスが分流する
ように構成される。アキュムレータ２１６４の事前設定された閾値圧力は、少なくとも約
１立方フィート／分（ｃｆｍ）の流量で約２５ｐｓｉｇから約２００ｐｓｉｇの間、また
は少なくとも約１立方フィート／分（ｃｆｍ）の流量で約５０ｐｓｉｇから約１５０ｐｓ
ｉｇの間、または少なくとも約１立方フィート／分（ｃｆｍ）の流量で約７５ｐｓｉｇか
ら約１２５ｐｓｉｇの間、または少なくとも約１立方フィート／分（ｃｆｍ）の流量で約
９０ｐｓｉｇから約９５ｐｓｉｇの間であり得る。
【０１６１】
　圧縮機ループ２１６０の種々の実施形態は、可変速度圧縮機、あるいはオンまたはオフ
状態のいずれか一方であるように制御されることができる圧縮機等のゼロ進入圧縮機以外
の種々の圧縮機を利用することができる。以前に議論されたように、ゼロ進入圧縮機は、
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いかなる大気反応種もガスエンクロージャアセンブリおよびシステムに導入されることが
できないことを確実にする。したがって、大気反応種がガスエンクロージャアセンブリお
よびシステムに導入されることを防止する、任意の圧縮機構成を圧縮機ループ２１６０に
利用することができる。種々の実施形態によると、ガスエンクロージャアセンブリおよび
システム３０００の圧縮機２１６２は、例えば、限定されないが、密封筐体の中に収納さ
れることができる。筐体内部は、不活性ガス源、例えば、ガスエンクロージャアセンブリ
１５００のための不活性ガス雰囲気を形成する同一の不活性ガスと流体連通して構成され
ることができる。圧縮機ループ２１６０の種々の実施形態について、圧縮機２１６２は、
一定の圧力を維持するように、一定の速度で制御されることができる。ゼロ進入圧縮機を
利用しない圧縮機ループ２１６０の他の実施形態では、圧縮機２１６２は、最大閾値圧力
に達したときにオフにし、最小閾値圧力に達したときにオンにされることができる。
【０１６２】
　ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム３１００の図３９では、送風機ループ２
１９０および送風機真空ループ２５５０が、ガスエンクロージャアセンブリ１５００の中
に収納される、ＯＬＥＤ印刷システム１０５０の基板浮動式テーブル１０５４の動作のた
めに示されている。圧縮機ループ２１６０について以前に議論されたように、送風機ルー
プ２１９０は、加圧不活性ガスを基板浮動式テーブル５４に連続的に供給するように構成
されることができる。
【０１６３】
　加圧不活性ガス再循環システムを利用することができるガスエンクロージャアセンブリ
およびシステムの種々の実施形態は、圧縮機、送風機、およびそれらの組み合わせのうち
の少なくとも１つ等の種々の加圧ガス源を利用する、種々のループを有することができる
。ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム３１００の図３９では、圧縮機ループ２
１６０は、高消費マニホールド２５２５、ならびに低消費マニホールド２５１３のための
不活性ガスの供給に使用されることができる外部ガスループ２５００と流体連通すること
ができる。ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム３０００について図３９に示さ
れるような本教示によるガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態
によると、限定されないが、基板浮動式テーブル、空気圧ロボット、空気ベアリング、空
気ブッシング、および圧縮ガスツール、ならびにそれらの組み合わせのうちの１つ以上等
の種々のデバイスおよび装置に不活性ガスを供給するために、高消費マニホールド２５２
５が使用されることができる。本教示によるガスエンクロージャアセンブリおよびシステ
ムの種々の実施形態について、低消費２５１３は、限定されないが、アイソレータ、およ
び空気圧アクチュエータ、ならびにそれらの組み合わせのうちの１つ以上等の種々の装置
およびデバイスに不活性ガスを供給するために使用されることができる。
【０１６４】
　ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム３１００の種々の実施形態については、
加圧不活性ガスを基板浮動式テーブル１０５４の種々の実施形態に供給するために、送風
機ループ２１９０を利用することができる一方で、加圧不活性ガスを、例えば、限定され
ないが、空気圧ロボット、空気ベアリング、空気ブッシング、および圧縮ガスツール、な
らびにそれらの組み合わせのうちの１つ以上に供給するために、外部ガスループ２５００
と流体連通している圧縮機ループ２１６０を利用することができる。加圧不活性ガスの供
給に加えて、空気ベアリング技術を利用するＯＬＥＤ印刷システム１０５０の基板浮動式
テーブル５４はまた、弁２５５４が開放位置にあるときに、ライン２５５２を通してガス
エンクロージャアセンブリ１５００と流体連通している、送風機真空２５５０も利用する
。送風機ループ２１９０の筐体２１９２は、加圧不活性ガス源を基板浮動式テーブル１０
５４に供給するための第１の送風機２１９４、および不活性ガス環境で基板浮動式テーブ
ル１０５４のための真空源の役割を果たす第２の送風機２５５０を維持することができる
。基板浮動式テーブルの種々の実施形態のための加圧不活性ガスまたは真空源のいずれか
一方として使用するために送風機を好適にすることができる属性は、例えば、それらが高
い信頼性を有すること、それらを維持するのにあまり手がかからなくすること、可変速度
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制御を有すること、広範囲の流量を有すること、約１００ｍ3／時間から約２，５００ｍ3

／時間の間の流量を提供することが可能な種々の実施形態を含むが、それらに限定されな
い。送風機ループ２１９０の種々の実施形態は、加えて、圧縮機ループ２１９０の入口端
部に第１の隔離弁２１９３、ならびに圧縮機ループ２１９０の出口端部に逆止弁２１９５
および第２の隔離弁２１９７を有することができる。送風機ループ２１９０の種々の実施
形態は、例えば、限定されないが、ゲート、バタフライ、針、またはボール弁であり得る
、調整可能な弁２１９６、ならびに規定温度で送風機アセンブリ２１９０から基板浮動式
システム１０５４への不活性ガスを維持するための熱交換器２１９８を有することができ
る。
【０１６５】
　図３９は、図３８のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム３０００、ならびに
図３９のガスエンクロージャアセンブリおよびシステム３１００の動作の種々の側面で使
用するために、不活性ガス源２５０９および清浄乾燥空気（ＣＤＡ）源２５１２を統合し
て制御するための図３８でも示されるような外部ガスループ２５００を描写する。図３８
および図３９の外部ガスループ２５００は、少なくとも４つの機械弁を含むことができる
。これらの弁は、第１の機械弁２５０２と、第２の機械弁２５０４と、第３の機械弁２５
０６と、第４の機械弁２５０８とを備えている。これらの種々の弁は、例えば、窒素、希
ガスのうちのいずれか、およびそれらの任意の組み合わせ等の不活性ガス、および清浄乾
燥空気（ＣＤＡ）等の空気源の両方の制御を可能にする、種々の流動ラインの中の位置に
位置する。内蔵不活性ガス源２５０９から、内蔵不活性ガスライン２５１０が延びる。内
蔵不活性ガスライン２５１０は、低消費マニホールド２５１３と流体連通している、低消
費マニホールドライン２５１２として直線的に延び続ける。交差線の第１の区分２５１４
は、第１の流動接合点２５１６から延び、第１の流動接合点２５１６は、内蔵不活性ガス
ライン２５１０、低消費マニホールドライン２５１２、および交差線の第１の区分２５１
４の交点に位置する。交差線の第１の区分２５１４は、第２の流動接合点２５１８まで延
びる。圧縮機不活性ガスライン２５２０は、圧縮機ループ２１６０のアキュムレータ２１
６４から延び、第２の流動接合点２５１８で終端する。ＣＤＡライン２５２２は、ＣＤＡ
源２５１２から延び、高消費マニホールド２５２５と流体連通している高消費マニホール
ドライン２５２４として継続する。第３の流動接合点２５２６は、交差線の第２の区分２
５２８、清浄乾燥空気ライン２５２２、および高消費マニホールドライン２５２４の交点
に位置付けられる。交差線の第２の区分２５２８は、第２の流動接合点２５１８から第３
の流動接合点２５２６まで延びる。
【０１６６】
　外部ガスループ２５００の説明に関し、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム
の種々の動作モードのための弁位置の表である、図４０を参照すると、以下は、いくつか
の種々の動作モードの概観である。
【０１６７】
　図４０の表は、弁状態が不活性ガス圧縮機のみの動作モードを作成する、プロセスモー
ドを示す。図３８に示され、図４０の弁状態について指示されるようなプロセスモードで
は、第１の機械弁２５０２および第３の機械弁２５０６は、閉鎖構成にある。第２の機械
弁２５０４および第４の機械弁２５０８は、開放構成にある。これらの特定の弁構成の結
果として、圧縮不活性ガスは、低消費マニホールド２５１３および高消費マニホールド２
５２５の両方に流動させられる。正常動作下で、内蔵不活性ガス源からの不活性ガス、お
よびＣＤＡ源からの清浄乾燥空気は、低消費マニホールド２５１３および高消費マニホー
ルド２５２５のいずれにも流動することを妨げられる。
【０１６８】
　図４０に示されるように、図３９を参照すると、保守および復元のための一連の弁状態
がある。本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態は、時
折の保守、加えて、システム故障からの復元を必要とし得る。この特定のモードでは、第
２の機械弁２５０４および第４の機械弁２５０８は、閉鎖構成にある。第１の機械弁２５
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０２および第３の機械弁２５０６は、開放構成にある。内蔵不活性ガス源およびＣＤＡ源
は、低消費マニホールド２５１３によって、低消費であり、加えて、復元中に効果的に浄
化することが困難であろう死容積を有するこれらの構成要素に供給される不活性ガスを提
供する。そのような構成要素の実施例は、空気圧アクチュエータを含む。対照的に、消費
であるこれらの構成要素は、高消費マニホールド２５２５を用いて、保守中にＣＤＡを供
給されることができる。弁２５０４、２５０８、２５３０を使用して圧縮機を隔離するこ
とにより、酸素および水蒸気等の反応種が、圧縮機およびアキュムレータ内の不活性ガス
を汚染することを防止する。
【０１６９】
　保守または復元が完了した後、ガスエンクロージャアセンブリは、酸素および水等の種
々の反応性大気種が、例えば、１００ｐｐｍ以下、例えば、１０ｐｐｍ以下、１.０ｐｐ
ｍ以下、または０.１ｐｐｍ以下の各種の十分低いレベルに達するまで、いくつかのサイ
クルを通して浄化されなければならない。図４０に示されるように、図３９を参照すると
、浄化モード中に、第３の機械弁２５０６は閉鎖され、また、第５の機械弁２５３０も閉
鎖構成にある。第１の機械弁２５０２、第２の機械弁２５０４、および第４の機械弁２５
０８は、開放構成にある。この特定の弁構成の結果として、内蔵不活性ガスのみが、低消
費マニホールド２５１３および高消費マニホールド２５２５の両方に流動させられる。
【０１７０】
　図４０に示されるような、図３８を参照した、「流動なし」モードおよび漏出試験モー
ドの両方は、必要に応じて使用されるモードである。「流動なし」モードは、第１の機械
弁２５０２、第２の機械弁２５０４、第３の機械弁２５０６、および第４の機械弁２５０
８が全て閉鎖構成にある、弁状態構成を有するモードである。この閉鎖構成は、不活性ガ
ス、ＣＤＡ、または圧縮機源のうちのどれからのガスも、低消費マニホールド２５１３に
も、高消費マニホールド２５２５にも達することができない、システムの「流動なし」モ
ードをもたらす。そのような「流動なしモード」は、システムが使用されておらず、長期
間にわたってアイドル状態のままであり得るときに、有用であり得る。漏出試験モードは
、システムにおいて漏出を検出するために使用されることができる。漏出試験モードは、
低消費マニホールド２５１３のアイソレータおよび空気圧アクチュエータ等の低消費構成
要素の漏出をチェックするために、図３９の高消費マニホールド２５２５からシステムを
隔離し、圧縮ガスを独占的に使用する。この漏出試験モードでは、第１の機械弁２５０２
、第３の機械弁２５０６、および第４の機械弁２５０８は、全て閉鎖構成にある。第２の
機械弁２５０４のみが、開放構成にある。結果として、圧縮窒素ガスが、圧縮機不活性ガ
ス源２５１９から低消費マニホールド２５１３へ流動することができ、高消費マニホール
ド５５２５へのガス流がない。
【０１７１】
　浮動式テーブルの種々の実施形態は、ＯＬＥＤフラットパネルディスプレイ基板等の積
載物の安定した運搬のために、本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの
種々の実施形態のうちのいずれかで使用されることができる。無摩擦浮動式テーブルが、
本教示の不活性ガスエンクロージャの種々の実施形態のうちのいずれかで、ＯＬＥＤ基板
等の積載物の印刷のために安定した運搬を提供し得ることが考えられる。
【０１７２】
　例えば、図１では、ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム２０００は、ガスエ
ンクロージャシステム２０００の中および外にＯＬＥＤフラットパネルディスプレイ基板
等の基板を移動させるために、入口ゲート１５１２および出口ゲート１５２２を有する、
ガスエンクロージャアセンブリ１５００を含むことができる。図３７では、ガスエンクロ
ージャアセンブリおよびシステム２４００は、ＯＬＥＤ印刷システム５０を収納すること
ができる、基部１２００上で支持される、示されたガスエンクロージャアセンブリ１５０
０を有することができる。ＯＬＥＤ印刷システム５０の基板浮動式テーブル５４は、ＯＬ
ＥＤフラットパネルディスプレイ基板のインクジェット印刷中に、その上を不活性ガスエ
ンクロージャアセンブリおよびシステム２４００を通して基板（図示せず）を移動させる
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ことができるトラベルを画定する。図３８に関して以前に議論されたように、ガスエンク
ロージャアセンブリおよびシステムの種々の実施形態は、例えば、圧縮機ループを含むが
、それによって限定されない、外部ループと、加圧不活性ガスならびに浮動式テーブルの
動作で使用される真空を提供することができる、真空源とを有することができる。図３９
に関して以前に議論されたように、送風機技術を利用する外部ループの種々の実施形態は
、加圧不活性ガス、ならびに浮動式テーブルを動作させるために使用される真空源を提供
することができる。
【０１７３】
　以前に議論されたように、本教示のガスエンクロージャアセンブリおよびシステムの種
々の実施形態は、約６１ｃｍ×７２ｃｍの寸法を有する、Ｇｅｎ　３．５より小さい基板
、ならびにより大きい世代サイズの進行から、ＯＬＥＤフラットパネルディスプレイ基板
の一連のサイズを処理することができる。ガスエンクロージャアセンブリおよびシステム
の種々の実施形態は、約１３０ｃｍ×１５０ｃｍの寸法を有するＧｅｎ　５．５、ならび
に約１９５ｃｍ×２２５ｃｍの寸法を有するＧｅｎ　７．５の母ガラスサイズを処理する
ことができ、１枚の基板当り８枚の４２インチまたは６枚の４７インチフラットパネルお
よびそれ以上に切断されることができることが考えられる。以前に議論されたように、Ｇ
ｅｎ　８．５は、約２２０ｃｍ×２５０ｃｍであり、１枚の基板当り６枚の５５インチま
たは８枚の４６インチフラットパネルに切断されることができる。しかしながら、基板世
代サイズが進歩し続けるため、約２８５ｃｍ×３０５ｃｍの寸法を有する、現在入手可能
なＧｅｎ　１０が、基板サイズの最終世代であると考えられない。加えて、ガラス系基板
の使用から生じる用語から記載されるサイズは、ＯＬＥＤ印刷で使用するために好適な任
意の材料の基板に適用されることができる。したがって、本教示のガスエンクロージャア
センブリおよびシステムの種々の実施形態で、印刷中に安定した運搬を必要とする、種々
の基板サイズおよび材料がある。
【０１７４】
　本教示の種々の実施形態による浮動式テーブルが、図４１で描写されている。現在の技
術の浮動式テーブル７００は、複数のポートを通して圧力および真空の両方を与えること
ができる、ゾーン７１０を有することができる。圧力および真空制御の両方を有する、そ
のようなゾーンは、ゾーン７１０と双方向剛性を有する基板（図示せず）との間に流体ば
ねを効果的に提供し、それによって、基板とゾーン７１０との間の間隙に対する実質的な
制御を生成する。積載物と浮動式テーブル表面との間に存在する間隙は、飛行高度と称さ
れる。複数の圧力および真空ポートを使用して、双方向剛性を有する流体ばねが生成され
る、図４１の浮動式テーブル７００のゾーン７１０等のゾーンは、基板等の積載物のため
の制御可能な飛行高度を提供することができる。
【０１７５】
　ゾーン７１０より近位には、それぞれ、第１および第２の遷移ゾーン７２０および７２
２があり、次いで、第１および第２の遷移ゾーン７２０および７２２より近位は、それぞ
れ、圧力単独ゾーン７４０および７４２である。遷移ゾーンでは、真空ノズルに対する圧
力ノズルの比率が、圧力単独ゾーンに向かって徐々に増加し、ゾーン７１０からゾーン７
４０および７４２２への漸進的遷移を提供する。図４１で示されるように、図４２は、３
つのゾーンの拡大図を描写する。例えば、図４１で描写されるような基板浮動式テーブル
の種々の実施形態については、圧力単独ゾーン７４０、７４２は、レール構造から成るも
のとして描写されている。基板浮動式テーブルの種々の実施形態については、図４１の圧
力単独ゾーン７４０、７４２等の圧力単独ゾーンは、図４１の圧力・真空ゾーン７１０に
ついて描写されるもの等の連続プレートから成ることができる。
【０１７６】
　図４１で描写されるような浮動式テーブルの種々の実施形態については、公差内で、３
つのゾーンが本質的に１つの平面内に位置するように、圧力・真空ゾーン、遷移ゾーン、
および圧力単独ゾーンの間に本質的に一様な高度があり得る。当業者であれば、種々のゾ
ーンは長さが異なり得ることを理解するであろう。例えば、限定されないが、種々の基板
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の規模および割合の意味を提供するために、遷移ゾーンが約４００ｍｍであり得る一方で
、圧力単独ゾーンは、約２．５ｍであり得、圧力・真空ゾーンは、約８００ｍｍであり得
る。
【０１７７】
　図４１では、圧力単独ゾーン７４０および７４２は、双方向剛性を有する、流体ばねを
提供せず、したがって、ゾーン７１０が提供することができる制御を提供しない。したが
って、積載物の飛行高度は、典型的には、積載物が圧力単独ゾーン内で浮動式テーブルと
衝突しないように、十分な高度を可能にするために、圧力・真空ゾーンにわたる基板の飛
行高度より圧力単独ゾーンにわたって大きい。例えば、限定されないが、ＯＬＥＤパネル
基板を処理するために、ゾーン７４０および７４２等の圧力単独ゾーンの上方に約１５０
μから約３００μ、次いで、ゾーン７１０等の圧力・真空ゾーンの上方に約３０μから約
５０μの飛行高度を有することが望ましくあり得る。
【０１７８】
　浮動式テーブル７００の種々の実施形態については、可変飛行高度を提供する異なるゾ
ーンの組み合わせ、ならびに全てのゾーンについて浮動式テーブルにわたって一様な高度
を有することの結果は、基板が浮動式テーブルの上で移動すると、基板屈曲が起こり得る
ことである。図４３Ａおよび図４３Ｂは、基板が浮動式テーブル７００の上で移動する際
の基板屈曲を描写する。図４３Ａでは、基板７６０が浮動式テーブル７００の上で移動す
ると、圧力・真空ゾーン７１０にわたって存在する基板７６０の一部分が、第１の飛行高
度ＦＨ１を有する一方で、圧力単独ゾーン７４０にわたって存在する基板７６０の一部分
は、第２の飛行高度ＦＨ２を有し、遷移ゾーン７２０にわたって存在する基板７６０の一
部分は、可変飛行高度を有する。図４３Ｂでは、基板７６０が反対方向に浮動式テーブル
７００の上で移動すると、圧力・真空ゾーン７１０にわたって存在する基板７６０の一部
分が、第１の飛行高度ＦＨ１を有する一方で、圧力単独ゾーン７４２にわたって存在する
基板７６０の一部分は、第２の飛行高度ＦＨ２を有し、遷移ゾーン７２２にわたって存在
する基板７６０の一部分は、可変飛行高度を有する。結果として、基板７６０の屈曲が、
浮動式テーブル２００を経由した基板１５０の移動の両方向で明白である。
【０１７９】
　印刷のための印刷システム、例えば、限定されないが、ＯＬＥＤディスプレイパネル基
板を収納することができる、本教示によるガスエンクロージャアセンブリおよびシステム
の種々の実施形態では、ある程度の基板屈曲が、製造品に悪影響を及ぼさないこともある
。しかしながら、本教示によるガスエンクロージャアセンブリおよびシステムを利用する
印刷プロセスの種々の実施形態については、基板屈曲が、製造品に悪影響を及ぼし得る。
【０１８０】
　したがって、図４４で描写されるような浮動式テーブルの種々の実施形態は、基板が浮
動式テーブルの上で移動させられている間に、ＯＬＥＤフラットパネルディスプレイ基板
等の積載物を実質的に平坦に維持するために、可変遷移ゾーン高度を有することができる
。図４４は、圧力・真空ゾーン８１０と、それぞれ、第１の圧力単独ゾーン８４０および
第２の第１の圧力単独ゾーン８４２との間に傾斜配置を有する、第１の遷移ゾーン８２０
および第２の遷移ゾーン８２２を描写する。第１の遷移ゾーン８２０および第２の遷移ゾ
ーン８２２の傾斜配置は、圧力・真空ゾーン８１０と、第１の圧力単独ゾーン８２０およ
び第２の圧力単独ゾーン８２２との間の高度差を提供する。図４４で描写されるように、
公差内で、第１の圧力単独ゾーン８２０および第２の圧力単独ゾーン８２２が、本質的に
同一平面内に位置する一方で、圧力・真空ゾーン８１０は、本質的に圧力単独ゾーンと平
行な面内に位置する。第１の圧力単独ゾーン８２０および第２の圧力単独ゾーン８２２に
対して圧力・真空ゾーン８１０によって画定される本質的に平行な面は、種々のゾーンに
わたる飛行高度の差を補償する高度差によって相殺される。
【０１８１】
　図４１で描写されるような基板浮動式テーブルの種々の実施形態について以前に議論さ
れたように、圧力単独ゾーン８４０、６４２は、レール構造から成るものとして図４４で
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ーン８４０、８４２等の圧力単独ゾーンは、図４４の圧力・真空ゾーン８１０について描
写されるもの等の連続プレートから成ることができる。
【０１８２】
　図４５Ａおよび図４５Ｂで描写されるように、本教示による浮動式テーブル７００の種
々の実施形態については、可変飛行高度、ならびに全てのゾーンについて浮動式テーブル
にわたって異なる高度を提供する、異なるゾーンの組み合わせを有することの結果は、基
板が浮動式テーブルの上で移動する場合、基板が実質的に平坦な配置を維持できることで
ある。
【０１８３】
　図４５Ａでは、基板８６０が浮動式テーブル８００の上で移動する場合、圧力・真空ゾ
ーン８１０にわたって存在する基板８６０の一部分が、第１の飛行高度ＦＨ１を有する一
方で、圧力単独ゾーン８４０にわたって存在する基板８６０の一部分は、第２の飛行高度
ＦＨ２を有する。しかしながら、遷移ゾーン８２０は、圧力・真空ゾーン８１０と圧力単
独ゾーン８４０との間の飛行高度差を補償することができる、圧力・真空ゾーン８１０と
圧力単独ゾーン８４０との間の高度差を提供する、傾斜配置を有し、基板８６０は、３つ
の異なるゾーンの上で移動する場合、実質的に平坦な配置を維持する。図４５Ｂでは、基
板８６０が浮動式テーブル８００の上で移動する場合、圧力・真空ゾーン８１０にわたっ
て存在する基板８６０の一部分が、第１の飛行高度ＦＨ１を有する一方で、圧力単独ゾー
ン８４２にわたって存在する基板８６０の一部分は、第２の飛行高度ＦＨ２を有する。し
かしながら、遷移ゾーン８４２は、圧力・真空ゾーン８１０と圧力単独ゾーン８４２との
間の飛行高度差を補償することができる、圧力・真空ゾーン８１０と圧力単独ゾーン８４
２との間の高度差を提供する、傾斜配置を有し、基板８６０は、３つの異なるゾーンの上
で移動する場合、実質的に平坦な配置を維持する。結果として、基板８６０は、浮動式テ
ーブル８００の上での基板８６０の移動の両方向で実質的に平坦な配置を維持することが
できる。
【０１８４】
　浮動式テーブル７００および浮動式テーブル８００の種々の実施形態は、本教示のガス
エンクロージャアセンブリ、例えば、限定されないが、図３４について説明されるものと
して種々のシステム機能と統合されることができる、図３、図２３、および図２９につい
て描写および説明されるものを含む、ガスエンクロージャに収容することができる。限定
されないが、図３８および図３９について説明されるもの等の加圧不活性ガスならびに真
空を提供することができる、外部ループの種々の実施形態を有することができる、ガスエ
ンクロージャの種々の実施形態、ならびにガスエンクロージャおよびシステムの種々の実
施形態は、本教示に従って、不活性ガス環境で積載物を運搬するための浮動式テーブルの
種々の実施形態を利用することができる。
【０１８５】
　本明細書で記述される全ての出版物、特許、および特許出願は、各個別出版物、特許、
または特許出願が、参照することにより組み込まれるように具体的かつ個別に示された場
合と同一の程度に、参照することにより本明細書に組み込まれる。
【０１８６】
　本開示の実施形態が、本明細書で示され、説明されているが、そのような実施形態は、
一例のみとして提供されることが当業者に明白となるであろう。ここで、多数の変化例、
変更、および置換が、本開示から逸脱することなく当業者に想起されるであろう。本明細
書で説明される本開示の実施形態の種々の代替案が、本開示を実践する際に採用され得る
ことを理解されたい。以下の請求項は、本開示の範囲を定義し、これらの請求項およびそ
れらの同等物の範囲内の方法および構造は、それによって対象とされることが意図される
。
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