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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
載置台上に被処理基板を静電吸着により保持して所定の処理を施す処理室をゲートバルブ
を介して接続する搬送室を備えた基板処理装置において，前記載置台から前記被処理基板
が取り除かれた後に前記載置台の除電処理を行う載置台除電方法であって，
　前記処理室は，その室内に所定のガスを供給する処理室側給気系と，その室内を排気す
る処理室側排気系と，電圧を印加することによって前記載置台の表面上に前記被処理基板
を静電吸着させる静電吸着保持手段と，を備え，
　前記搬送室は，その室内に所定のガスを供給する搬送室側給気系と，前記処理室に対し
て前記被処理基板の搬出入を行う搬送機構と，を備え，
　前記処理室内において前記載置台上の前記被処理基板の処理が終了すると，前記静電吸
着保持手段への電圧印加を停止し，
　前記処理室側給気系及び前記処理室側排気系により前記処理室内の圧力を，前記載置台
を除電するための除電圧力よりも低く，且つ前記搬送室内の圧力よりも低い圧力に調整し
た上で前記ゲートバルブを開き，
　前記搬送機構によって前記載置台上から前記被処理基板が取り除かれると，前記処理室
側給気系及び前記処理室側排気系を稼働したまま，前記搬送室側給気系により前記搬送室
内に所定のガスを供給することで前記ゲートバルブを通じて前記処理室の昇圧をアシスト
しながら前記処理室内の圧力を前記除電圧力まで上昇させることによって，前記載置台の
除電処理を行うことを特徴とする基板処理装置の載置台除電方法。
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【請求項２】
前記搬送室は，その室内を排気する搬送室側排気系を備え，
　前記ゲートバルブを開く前には，前記処理室側給気系及び前記処理室側排気系により前
記処理室内の圧力を調整するとともに，前記搬送室側給気系及び前記搬送室側排気系によ
り前記搬送室内の圧力を調整することによって，前記処理室内の圧力と前記搬送室内の圧
力を所定の圧力に調整し，
　その後，前記ゲートバルブを開く直前に，前記処理室側給気系及び前記処理室側排気系
により前記処理室内の圧力を，前記除電圧力よりも低く，且つ前記搬送室内の圧力よりも
低い圧力に調整し，
　前記搬送室側給気系により前記搬送室内に所定のガスを供給して前記処理室の昇圧をア
シストしている間は，前記搬送室側排気系を閉じておくことを特徴とする請求項１に記載
の基板処理装置の載置台除電方法。
【請求項３】
前記搬送室には，前記処理室をそれぞれゲートバルブを介して複数接続し，そのうちの一
の処理室において前記除電処理を行う際には，その一の処理室と前記搬送室との間のゲー
トバルブを開いた状態で，そのゲートバルブを通じて前記搬送室側給気系により前記一の
処理室の昇圧をアシストしながら前記一の処理室内の圧力を前記除電圧力まで上昇させる
ことを特徴とする１又は２に記載の基板処理装置の載置台除電方法。
【請求項４】
前記除電圧力は，２００～３００ｍＴｏｒｒであることを特徴とする請求項１～３のいず
れかに記載の基板処理装置の載置台除電方法。
【請求項５】
前記処理室の昇圧をアシストする際に前記搬送室側給気系により前記搬送室内に供給する
ガスは，Ｎ２ガスであることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の基板処理装置
の載置台除電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，半導体ウエハ，ＦＰＤ（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）基板など
の被処理基板を載置台に載置して所定の処理を施す処理室とこの処理室にゲートバルブを
介して接続される搬送室を備えた基板処理装置の載置台除電方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばクラスタツール型の基板処理装置は，被処理基板例えば半導体ウエハ（以下，単
に「ウエハ」とも称する）に対して所定の処理を行う複数の処理室を備え，各処理室をそ
れぞれゲートバルブを介して多角形（例えば六角形）に形成された共通搬送室の周囲に接
続して構成される。共通搬送室内には搬送アームなどで構成される搬送機構が設けられ，
この搬送機構によって各処理室に対するウエハの搬出入が行われる。
【０００３】
　例えば，ある処理室でウエハの処理が終了すると，ゲートバルブを開いて搬送機構によ
ってその処理済ウエハを処理室から搬出した後，すぐに未処理ウエハを処理室に搬入し，
ゲートバルブを閉じて未処理ウエハに対する処理を開始する。こうして，スループット向
上の観点から，できるだけ短時間で処理室内の処理済みウエハが未処理ウエハに入れ替わ
るようにしている。
【０００４】
　ところで，各処理室内には，ウエハを載置する載置台が配設され，この載置台には高電
圧を印加して発生する静電吸着力によってウエハを載置台上に保持する静電チャック（Ｅ
ＳＣ）を備える。各処理室ではこの載置台上に静電吸着によりウエハを保持した状態で各
種処理が実行される。
【０００５】
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　そして，ウエハの処理が終了すると，ゲートバルブを開き，静電チャックに印加する電
圧をオフにして載置台上から処理済ウエハを搬送機構によって取り除く。その後は，載置
台上に次に処理する未処理ウエハを載せる前に，処理室側の給排気系のみを動作させて処
理室内を一時的に所定の除電圧力まで上昇させることにより，載置台上の残留電荷を除去
する除電処理が行われる。
【０００６】
　これにより，載置台上の残留電荷は除去されるので，その後に静電チャックに高電圧を
印加することにより，過不足なく静電吸着力を発生させることができるので，ウエハを確
実に吸着保持することができる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－９６０８９号公報
【特許文献２】特開２００５－３９１８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら，ゲートバルブを開いた状態で処理室内の圧力調整を行う際には，圧力を
調整すべき空間がこの処理室内のみならず共通搬送室内にまで広がるため，従来のように
処理室側の圧力調整手段（給排気系）のみで処理室内の圧力調整を行おうとすると，圧力
調整にかかる時間が長くなってしまう。特に，クラスタツール型の基板処理装置の場合，
共通搬送室は，各処理室に対して例えば十倍以上の容積（例えば数百リットル）を有する
ため，共通搬送室が連通した状態で処理室の圧力を除電圧力まで上昇させるにはより長い
時間がかかるという問題があった。
【０００９】
　このように処理室内の圧力調整時間が長くなってしまうと，載置台に載置しようとして
いる未処理ウエハを搬送アームなどで保持したまま，除電処理が終了するまで，待機させ
る必要が生じるので，ウエハ処理のスループットが低下してしまう。
【００１０】
　この点，処理室内の圧力調整をゲートバルブを閉じた状態で行うようにすればよいとも
考えられる。しかしながら，除電処理では処理室内の圧力を一時的に上昇させるので，ゲ
ートバルブを閉じた状態で圧力調整を行うと，再びゲートバルブを開いたときに共通搬送
室の方が圧力が低い場合には，処理室から共通搬送室へダストやパーティクルが流出する
虞がある。
【００１１】
　この場合，例えば処理室の圧力を元の低い圧力に戻してさらに共通搬送室の圧力よりも
低く減圧してからゲートバルブを開くようにすれば，処理室から共通搬送室へダストやパ
ーティクルが流出を防止できるとも考えられる（例えば特許文献１参照）。ところが，こ
のようにしたのでは，ゲートバルブの開閉動作や処理室内の圧力を戻すのに時間がかかる
ため，かえってスループットが低下してしまう。
【００１２】
　なお，上記特許文献２には，ＰＨＴ処理室とＣＯＲ処理室との間のゲートバルブを開い
た状態で，ＣＯＲ処理室内の圧力を制御する方法が記載されている。この方法は，ＰＨＴ
処理室側の雰囲気がＣＯＲ処理室側に回り込むことを防止するために，ＰＨＴ処理室側の
排気系のみを用いてＣＯＲ処理室内の圧力調整を行うものである。ところが，ＰＨＴ処理
室とＣＯＲ処理室との間のゲートバルブが開いて容積が大きくなっているので，ＰＨＴ処
理室側の排気系のみではＣＯＲ処理室内の圧力調整に時間がかかり，ウエハ処理のスルー
プットが低下してしまう。
【００１３】
　そこで，本発明は，このような問題に鑑みてなされたもので，その目的とするところは
，処理室と搬送室の間のゲートバルブが開いた状態であっても，処理室の圧力を所定の圧
力に短時間で調整でき，スループットを向上させることができる基板処理装置の載置台除
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電方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために，本発明のある観点によれば，載置台上に載置される被処理
基板に対して所定の処理を施す処理室と，この処理室内の圧力を調整する処理室側圧力調
整手段と，前記処理室にゲートバルブを介して接続される搬送室と，この搬送室の圧力を
調整する搬送室側圧力調整手段とを備え，前記ゲートバルブを開いた状態で前記処理室内
の圧力を調整する基板処理装置の圧力調整方法であって，前記処理室側圧力調整手段と前
記搬送室側圧力調整手段を併用して前記処理室内の圧力を所定の圧力に調整する圧力調整
工程を有することを特徴とする圧力調整方法が提供される。
【００１５】
　また，載置台上に載置される被処理基板に対して所定の処理を施す処理室と，この処理
室にゲートバルブを介して接続され，前記処理室との間で被処理基板の受け渡しを行う搬
送機構を備える搬送室と，前記処理室内の圧力を調整する処理室側圧力調整手段と，前記
搬送室内の圧力を調整する搬送室側圧力調整手段とを備え，前記ゲートバルブを開いて前
記搬送室と前記処理室を連通させた状態で，前記搬送室側圧力調整手段と前記処理室側圧
力調整手段を併用して前記処理室内の圧力を所定の圧力に調整する圧力調整処理を行うこ
とを特徴とする基板処理装置が提供される。
【００１６】
　本発明は，例えば処理室に基板を搬出入するためにゲートバルブを開くと処理室と搬送
室とが連通して容積が大きくなってしまうので，この状態で処理室内の圧力調整を行うの
に処理室側圧力調整手段のみを動作させただけでは時間がかかってしまう問題があったと
ころ，逆にゲートバルブを開いている状態を積極的に利用することによって，処理室内の
圧力調整の時間短縮を図るようにものである。すなわち，本発明は，ゲートバルブが開い
ている状態であれば，処理室側圧力調整手段のみならず，搬送室側圧力調整手段も利用す
ることができる点を見出し，これらを併用して処理室内の圧力調整を行うものである。こ
のような本発明によれば，搬送室側圧力調整手段を動作させることによって，処理室側圧
力調整手段による処理室内の圧力調整をアシストすることができるので，処理室内の圧力
調整にかかる時間を大幅に短縮することができる。
【００１７】
　前記載置台は，その表面上に前記被処理基板を静電吸着力によって保持する静電吸着保
持手段を備え，前記圧力調整工程または圧力調整処理は，前記載置台上に静電吸着された
被処理基板の処理が終了した後に行われる前記載置台上の残留電荷を除去するための除電
処理工程または除電処理であることが好ましい。本発明によれば，短時間で処理室の圧力
を所定の圧力に調整して，載置台上の残留電荷を迅速に除去することができる。
【００１８】
　また，前記除電処理は，前記搬送機構によって前記載置台上の被処理基板が取り除かれ
てから前記載置台上に次の被処理基板が載置されるまでの間に行われることが好ましい。
本発明によれば，上述したように除電処理にかかる時間を従来に比して大幅に短くするこ
とができるので，搬送機構によって処理済みの被処理基板を取り除いて次の未処理の被処
理基板を載置している間に除電処理を完了させることが可能となる。これにより，搬送機
構は未処理の被処理基板を保持したまま待つ必要がなくなるので被処理基板の搬出入を行
うことができるので，被処理基板の処理のスループットを向上させることができる。
【００１９】
　前記所定の圧力は，２００～３００ｍＴｏｒｒであることが好ましい。処理室内の圧力
をこの範囲に調整すれば，載置台の残留電荷を的確に除去することができる。
【００２０】
　前記搬送室側圧力調整手段は，前記搬送室内に所定のガスを供給する給気系により構成
されることが好ましい。この給気系によって搬送室内に供給された所定のガスは，ゲート
バルブを経由して処理室内に流れ込む。これによって処理室内の圧力を所定の圧力に調整
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することができる。また，このような処理ガスの流れが形成されると，処理室内から搬送
室内へダストやパーティクルが流出することが防止される。このとき，所定のガスとして
Ｎ２ガスなどの不活性ガスを用いることが好ましい。
【００２１】
　上記課題を解決するために，本発明の他の観点によれば，載置台上に載置される被処理
基板に対して所定の処理を施す処理室と，この処理室内の圧力を調整する処理室側圧力調
整手段と，前記この処理室にゲートバルブを介して接続される搬送室と，前記処理室内の
圧力を調整する処理室側圧力調整手段と，この前記搬送室の圧力を調整する搬送室側圧力
調整手段とを備え，前記ゲートバルブを開いた状態で前記処理室内の圧力を一時的に調整
して前記載置台の除電を行う基板処理装置の載置台除電方法であって，前記処理室側圧力
調整手段と前記搬送室側圧力調整手段を併用して前記処理室内の圧力を一時的に所定の除
電圧力まで上昇させることを特徴とする基板処理装置の載置台除電方法が提供される。こ
のような本発明によれば，載置台の除電にかかる時間を大幅に短縮することができる。
【００２２】
　上記課題を解決するために，本発明の他の観点によれば，載置台上に載置される被処理
基板に対して所定の処理を施す複数の処理室と，前記各処理室をそれぞれゲートバルブを
介して接続する共通搬送室と，前記各処理室にそれぞれ設けられる処理室側圧力調整手段
と，前記共通搬送室に設けられる共通搬送室側圧力調整手段とを備え，前記処理室内の圧
力を一時的に調整して前記載置台の除電を行う基板処理装置の載置台除電方法であって，
前記複数の処理室のうちの一の処理室と前記共通搬送室との間のゲートバルブが開いた状
態で，前記一の処理室の載置台の除電を行う際には，前記一の処理室の処理室側圧力調整
手段と前記共通搬送室側圧力調整手段とを併用して前記一の処理室内の圧力を一時的に所
定の除電圧力まで上昇させることを特徴とする基板処理装置の載置台除電方法が提供され
る。
【００２３】
　このような本発明によれば，複数の処理室が接続されるような大きな容積の共通搬送室
との間のゲートバルブが開いた状態であっても，処理室側圧力調整手段に加えて，これよ
りも一層圧力調整能力の高い搬送室側圧力調整手段を用いて処理室内の圧力調整を行うこ
とにより，載置台の除電にかかる時間を大幅に短縮することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば，処理室と搬送室とのゲートバルブが開いた状態であっても，処理室側
圧力調整手段を動作させて処理室内の圧力を所定の圧力に調整する際に，搬送室側圧力調
整手段も動作させることによって，処理室内の圧力調整をアシストすることができる。こ
れにより，処理室内の圧力を短時間で所定の圧力まで調整することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書および図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２６】
（基板処理装置の構成例）
　本発明の実施形態にかかる基板処理装置の構成例を図面を参照しながら説明する。図１
は本実施形態にかかる基板処理装置の一例を示す概略構成図である。図１に示すように，
基板処理装置１００は，略多角形状（例えば六角形状）に形成された共通搬送室１０２，
真空引き可能に構成された複数（例えば４つ）の処理室１０４Ａ～１０４Ｄ，真空引き可
能に構成された２つのロードロック室１０８Ａ，１０８Ｂ，略長方形状の搬入側搬送室１
１０，ウエハＷを複数枚収容できるカセットを載置する複数（例えば３つ）の導入ポート
１１２Ａ～１１２Ｃ，およびウエハＷを回転してこの偏心量を光学的に求めて位置合わせ
を行うオリエンタ１１４を有する。



(6) JP 4688764 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

【００２７】
　処理室１０４Ａ～１０４Ｄはそれぞれ，共通搬送室１０２の周囲にゲートバルブ１０６
Ａ～１０６Ｄを介して連結されている。各処理室１０４Ａ～１０４Ｄには被処理基板例え
ば半導体ウエハＷを載置する載置台１０５Ａ～１０５Ｄが設けられている。各載置台１０
５Ａ～１０５Ｄは，静電吸着保持手段としての静電チャックを備えており，載置されたウ
エハＷを静電チャックによって吸着保持することができる。各処理室１０４Ａ～１０４Ｄ
はそれぞれ載置台１０５Ａ～１０５Ｄに載置されたウエハＷに対して所定の処理を施し得
るようになっている。なお，静電チャックとその周辺構成については後述する。
【００２８】
　共通搬送室１０２内には，ウエハＷを保持する２つのピック（エンドエフェクタ）１１
６Ａ，１１６Ｂを有して屈伸および旋回可能に構成された搬送機構１１６が設けられてい
る。共通搬送室１０２には，２つのロードロック室１０８Ａ，１０８Ｂを介して搬入側搬
送室１１０が連結されている。ロードロック室１０８Ａは，共通搬送室１０２と搬入側搬
送室１１０にゲートバルブ１０７Ａを介して接続されており，ロードロック室１０８Ｂは
，共通搬送室１０２と搬入側搬送室１１０にゲートバルブ１０７Ｂを介して接続されてい
る。
【００２９】
　なお，共通搬送室１０２と２つのロードロック室の内のいずれか一方，例えばロードロ
ック室１０８Ａとの連結部の搬送口１０９ＡはウエハＷを共通搬送室１０２内へ専用に搬
入する搬入口として用いられ，他方のロードロック室１０８Ｂとの連結部の搬送口１０９
ＢはウエハＷを共通搬送室１０２から専用に搬出する搬出口として用いられる。
【００３０】
　上記搬入側搬送室１１０には，例えば３つの導入ポート１１２Ａ～１１２Ｃおよびオリ
エンタ１１４が連結されている。また，搬入側搬送室１１０内には，ウエハＷを保持する
２つのピック（エンドエフェクタ）１１８Ａ，１１８Ｂを有して屈伸，旋回，昇降および
直線移動可能に構成された搬送機構１１８が設けられている。
【００３１】
　そして，基板処理装置１００には，制御部２００が接続されており，この制御部２００
により基板処理装置１００の各部が制御されるようになっている。
【００３２】
（制御部の構成例）
　基板処理装置１００の制御部２００の構成例を図面を参照しながら説明する。図２は，
制御部（システムコントローラ）２００の構成を示すブロック図である。図２に示すよう
に，制御部２００は，装置制御部（ＥＣ：Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
３００と，複数のモジュール制御部（ＭＣ：Ｍｏｄｕｌｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）２３
０Ａ，２３０Ｂ，２３０Ｃ・・・と，ＥＣ３００と各ＭＣ２３０Ａ，２３０Ｂ，２３０Ｃ
・・・とをそれぞれ接続するスイッチングハブ（ＨＵＢ）２２０とを備える。
【００３３】
　制御部２００は，ＥＣ３００から例えばＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）２０２を介して基板処理装置１００が設置される工場全体の製造工程を管理するＭＥ
Ｓ（Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）２０４に接続さ
れている。ＭＥＳ２０４は例えばコンピュータにより構成される。ＭＥＳ２０４は，制御
部２００と連携して工場における工程に関するリアルタイム情報を基幹業務システム（図
示せず）にフィードバックするとともに，工場全体の負担等を考慮して工程に関する判断
を行う。
【００３４】
　ＥＣ３００は，ＭＣ２３０Ａ，２３０Ｂ，２３０Ｃ・・・を統括して基板処理装置１０
０全体の動作を制御する主制御部（マスタ制御部）を構成する。スイッチングハブ２２０
は，ＥＣ３００からの制御信号に応じてＥＣ３００の接続先としてのＭＣ２３０Ａ，２３
０Ｂ，２３０Ｃ・・・を切換える。
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【００３５】
　各ＭＣ２３０Ａ，２３０Ｂ，２３０Ｃ・・・はそれぞれ，基板処理装置１００の共通搬
送室１０２，処理室１０４Ａ～１０４Ｄ，ロードロック室１０８Ａ，１０８Ｂ，搬送室１
１０，オリエンタ１１４等の各モジュールの動作を制御する副制御部（スレーブ制御部）
を構成する。各ＭＣ２３０Ａ，２３０Ｂ，２３０Ｃ・・・はそれぞれ，ＤＩＳＴ（Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）ボード２３４Ａ，２３４Ｂ，２３４Ｃ・・・によって例えばＧＨＯ
ＳＴネットワーク２０６を介して各Ｉ／Ｏ（入出力）モジュール２３６Ａ，２３６Ｂ，２
３６Ｃ・・・に接続される。
【００３６】
　ＧＨＯＳＴネットワーク２０６は，ＥＣ３００が有するＭＣボードに搭載されたＧＨＯ
ＳＴ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｏｐｔｉｍｕｍ　Ｓｃａｌａｂｌｅ　Ｔ
ｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）と称されるＬＳＩによって実現されるネットワークである。ＧＨ
ＯＳＴネットワーク２０６には最大で３１個のＩ／Ｏモジュールを接続することができる
。なお，ＧＨＯＳＴネットワーク２０６ではＭＣがマスタに相当し，Ｉ／Ｏモジュールが
スレーブに相当する。
【００３７】
　各Ｉ／Ｏモジュール２３６Ａ，２３６Ｂ，２３６Ｃ・・・はそれぞれ，処理室１０４Ａ
～１０４Ｄなどの各モジュールの各構成要素（以下，「エンドデバイス」と称する）に接
続された複数のＩ／Ｏ部２３８Ａ，２３８Ｂ，２３８Ｃ・・・からなり，各エンドデバイ
スへの制御信号および各エンドデバイスからの出力信号の伝達を行う。例えば処理室１０
４のエンドデバイスとしては，処理室１０４内に導入されるガスの流量を制御するマスフ
ローコントローラ，処理室１０４からの排気を制御するＡＰＣバルブ，処理室１０４と共
通搬送室１０２との間のゲートバルブ１０６などが挙げられる。
【００３８】
　各ＧＨＯＳＴネットワーク２０６には，Ｉ／Ｏ部２３８Ａ，２３８Ｂ，２３８Ｃ・・・
におけるデジタル信号，アナログ信号，シリアル信号の入出力を制御するＩ／Ｏボード（
図示せず）も接続される。
【００３９】
　ここで，図２に示すＥＣ３００の構成例を図面を参照しながら説明する。図３はＥＣ３
００の構成例を示すブロック図である。図３に示すように，ＥＣ３００はＥＣ本体を構成
するＣＰＵ（中央処理装置）３１０，ＣＰＵ３１０が行う各種データ処理のために使用さ
れるメモリエリア等を設けたＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３２
０，操作画面や選択画面などを表示する液晶ディスプレイなどで構成される表示手段３３
０，オペレータによるプロセスレシピの入力や編集など種々のデータの入力および所定の
記憶媒体へのプロセスレシピやプロセス・ログの出力など種々のデータの出力などを行う
ことができる入出力手段３４０，基板処理装置１００に漏電等の異常が発生した際に報知
する警報器（例えばブザー）などの報知手段３５０を備える。
【００４０】
　また，ＥＣ３００は，基板処理装置１００の種々の処理を実行するための処理プログラ
ムを記憶するプログラムデータ記憶手段３６０，処理プログラムを実行するために必要な
情報（データ）が記憶される処理データ記憶手段３７０を備える。プログラムデータ記憶
手段３６０，処理データ記憶手段３７０は例えばハードディスク（ＨＤＤ）などの記憶領
域に構築される。ＣＰＵ３１０は必要に応じてプログラムデータ記憶手段３６０，処理デ
ータ記憶手段３７０から必要なプログラム，データ等を読み出して，各種の処理プログラ
ムを実行する。
【００４１】
　上記ＣＰＵ３１０と，ＲＡＭ３２０，表示手段３３０，入出力手段３４０，報知手段３
５０，プログラムデータ記憶手段３６０，処理データ記憶手段３７０等とは，制御バス，
データバス等のバスラインにより接続されている。このバスラインには，上記スイッチン
グハブ２２０なども接続されている。
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【００４２】
　ここで，上述したような構成の制御部２００による基板処理装置１００の制御例につい
て説明する。ＥＣ３００のＣＰＵ３１０は，各処理室１０４Ａ～１０４ＤへのウエハＷの
搬送制御を行うにあたり，プログラムデータ記憶手段３６０の搬送処理プログラム格納領
域３６２から搬送処理プログラムを読出し，処理データ記憶手段３７０の搬送処理情報格
納領域３７２から搬送処理情報を読み出す。そして，ＣＰＵ３１０は，搬送処理情報に基
づいて搬送処理プログラムを実行する。これによって，ウエハＷは，基板処理装置１００
の共通搬送室１０２，処理室１０４Ａ～１０４Ｄ，ロードロック室１０８Ａ，１０８Ｂ，
搬送室１１０，オリエンタ１１４等の各モジュールに搬送されることになる。
【００４３】
　また，ＥＣ３００のＣＰＵ３１０は，各処理室１０４Ａ～１０４ＤにおいてウエハＷに
対して，例えばクリーニング処理，成膜処理，エッチング処理などのプロセス処理を施す
場合には，プログラムデータ記憶手段３６０のプロセス処理プログラム格納領域３６４か
ら実行する処理プログラムを読出し，処理データ記憶手段３７０のプロセス処理情報格納
領域３７４から実行する処理のプロセス処理情報を読み出す。そして，ＣＰＵ３１０は，
プロセス処理情報に基づいてプロセス処理プログラムを実行する。これによって，ウエハ
Ｗには，所定のプロセス処理が施されることになる。
【００４４】
　ところで，本実施形態にかかる基板処理装置１００の各処理室１０４Ａ～１０４Ｄでは
，所定の処理が施されたウエハＷが搬出された後，載置台１０５Ａ～１０５Ｄのウエハ載
置面に残留している電荷を除去する除電処理が行われる。具体的には，載置台１０５Ａ～
１０５Ｄの周囲の圧力を所定の値まで上昇させることによって，載置台１０５Ａ～１０５
Ｄの残留電荷を除去する。
【００４５】
　ＥＣ３００のＣＰＵ３１０は，このような除電処理を行う場合，プログラムデータ記憶
手段３６０の除電処理プログラム格納領域３６６から除電処理プログラムを読出し，処理
データ記憶手段３７０の除電処理情報格納領域３７６から除電処理情報を読み出す。そし
て，ＣＰＵ３１０は，除電処理情報に基づいて除電処理プログラムを実行する。これによ
って，載置台１０５Ａ～１０５Ｄの残留電荷が除去されるため，その後に静電チャックに
高電圧を印加して過不足なく静電吸着力を発生させることができる。これによって，載置
台１０５Ａ～１０５Ｄ上にウエハＷを吸着保持することができる。なお，除電処理プログ
ラムを上記の搬送処理プログラムまたはプロセス処理プログラムの一部として構成しても
よい。また，除電処理情報を上記の搬送処理情報またはプロセス処理情報の中に組み込む
ようにしてもよい。
【００４６】
　ＣＰＵ３１０は，各処理プログラムに応じて，スイッチングハブ２２０，処理室１０４
Ａ～１０４Ｄを制御するそれぞれのＭＣ２３０，ＧＨＯＳＴネットワーク２０６，および
Ｉ／Ｏモジュール２３６におけるＩ／Ｏ部２３８を介して，所望のエンドデバイスに制御
信号を送信することによって各処理を実行する。
【００４７】
　このような図２に示す制御部（システムコントローラ）２００では，複数のエンドデバ
イスがＥＣ３００に直接接続されることなく，その複数のエンドデバイスに接続されたＩ
／Ｏ部がモジュール化されてＩ／Ｏモジュールを構成する。このＩ／ＯモジュールはＭＣ
およびスイッチングハブ２２０を介してＥＣ３００に接続されるため，通信系統を簡素化
することができる。
【００４８】
　また，ＥＣ３００のＣＰＵ３１０が送信する制御信号には，所望のエンドデバイスに接
続されたＩ／Ｏ部のアドレス，およびそのＩ／Ｏ部を含むＩ／Ｏモジュールのアドレスが
含まれているため，スイッチングハブ２２０は制御信号におけるＩ／Ｏモジュールのアド
レスを参照し，ＭＣのＧＨＯＳＴが制御信号におけるＩ／Ｏ部のアドレスを参照すること
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によって，スイッチングハブ２２０やＭＣ２３０がＣＰＵ３１０に制御信号の送信先の問
い合わせを行う必要を無くすことができ，これにより，制御信号の円滑な伝達を実現する
ことができる。
【００４９】
（処理室と共通搬送室の給排気系の構成例）
　次に，本実施形態にかかる共通搬送室１０２と各処理室１０４Ａ～１０４Ｄの給排気系
の構成例を図面を参照しながら説明する。各処理室１０４Ａ～１０４Ｄの給排気系の構成
は相互に略同一であるため，ここでは代表的に処理室１０４の給排気系の構成例を説明す
る。図４は，共通搬送室１０２と処理室１０４の給排気系の構成例を示すブロック図であ
る。
【００５０】
　まず，共通搬送室１０２の給排気系の構成例について説明する。共通搬送室１０２には
，共通搬送室側給気系４００と共通搬送室側排気系４２０が接続されており，これらによ
って共通搬送室１０２に流入するガスおよび共通搬送室１０２から流出するガスの流量が
調整され，その結果，共通搬送室１０２内の圧力が制御される。なお，共通搬送室側給気
系（搬送室側給気系）４００，共通搬送室側排気系（搬送室側排気系）４６０は，これら
のいずれか又は両方が搬送室側圧力調整手段として機能し得る。
【００５１】
　共通搬送室側給気系４００は，一端が大気供給源（図示せず）に接続されている大気管
４０１，一端がＮ２ガス供給源（図示せず）に接続されているＮ２ガス管４０２，一端が
大気管４０１とＮ２ガス管４０２の他端に共通接続され，他端が共通搬送室１０２に接続
されている共通給気管４０３，および一端がＮ２ガス供給源に接続され，他端が共通搬送
室１０２に接続されているバイパス管４０４を備えている。
【００５２】
　これらの配管のうち，大気管４０１にはメイン給気バルブ４１１が介装されており，Ｎ

２ガス管４０２には上流側から順に給気系開閉バルブ４１２と給気系圧力制御バルブ４１
３が介装されており，バイパス管４０４にはバイパスバルブ４１４が介装されている。そ
して，上記のメイン給気バルブ４１１，給気系開閉バルブ４１２，給気系圧力制御バルブ
４１３，およびバイパスバルブ４１４はそれぞれ，制御部２００によって制御される。
【００５３】
　このような構成の共通搬送室側給気系４００において，メイン給気バルブ４１１を開く
ことによって，大気管４０１と共通給気管４０３を経由して共通搬送室１０２内を大気開
放（エアーパージ）することができる。また，給気系開閉バルブ４１２を開状態として，
給気系圧力制御バルブ４１３の開度を調整することによって，所定の流量のＮ２ガスをＮ

２ガス管４０２と共通給気管４０３を経由して共通搬送室１０２内に導入することができ
る。
【００５４】
　また，共通搬送室１０２内のパーティクルをプラズマを形成することなく除去する処理
，いわゆるＮＰＰＣ（Ｎｏｎ－Ｐｌａｓｍａ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｃｌｅａｎｉｎｇ）処
理を行う場合には，バイパスバルブ４１４を開き，他のバルブ４１１～４１３を閉じて，
大量のＮ２ガスをバイパス管４０４を経由して共通搬送室１０２内に導入する。バイパス
管４０４にはフィルタが介装されていないため，大量のＮ２ガスはそのまま共通搬送室１
０２内に流れ込み，パーティクルを巻き上げることができる。
【００５５】
　共通搬送室側排気系４２０は，一端が共通搬送室１０２に接続されている共通排気管４
２１，一端が共通排気管４２１の他端に接続され他端が真空ポンプ４３３に接続されてい
る第１の枝排気管４２２，および第１の枝排気管４２２に対して並列的に配されている第
２の枝排気管４２３を備えている。これらの配管のうち，第１の枝排気管４２２にはメイ
ン排気バルブ４３１が介装されており，第２の枝排気管４２３にはスロー排気バルブ４３
２が介装されている。そして，上記の排気バルブ４３１，スロー排気バルブ４３２，およ
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び真空ポンプ４３３はそれぞれ，制御部２００によって制御される。
【００５６】
　このような構成の共通搬送室側排気系４２０において，共通搬送室１０２内を減圧する
場合や上記のＮＰＰＣ処理を行う場合には，メイン排気バルブ４３１を開いて真空ポンプ
４３３によって共通搬送室１０２内を急速排気する。このとき，排気流量が多すぎて例え
ば共通搬送室１０２内のウエハＷを保持する２つのピック１１６Ａ，１１６Ｂが振動する
ようであれば，メイン排気バルブ４３１を閉じて，スロー排気バルブ４３２の開度を調整
しながら共通搬送室１０２内を徐々に排気することが好ましい。
【００５７】
　次に，処理室１０４の給排気系の構成例について説明する。処理室１０４には，処理室
側給気系４４０と処理室側排気系４６０が接続されており，これらによって処理室１０４
に流入するガスおよび処理室１０４から流出するガスの流量が調整され，その結果，処理
室１０４内の圧力が制御される。なお，処理室側給気系４４０，処理室側排気系４６０は
，これらのいずれか又は両方が処理室側圧力調整手段として機能し得る。
【００５８】
　処理室側給気系４４０は，一端がＮ２ガス供給源（図示せず）に接続されているＮ２ガ
ス管４４１，一端が処理ガス供給源（図示せず）に接続されている処理ガス管４４２，お
よび一端がＮ２ガス管４４１と処理ガス管４４２の他端に共通接続され，他端が処理室１
０４に接続されている共通給気管４４３を備えている。
【００５９】
　これらの配管のうち，Ｎ２ガス管４４１には上流側から順にトランスデューサ４５１，
Ｎ２ガス供給源遮断バルブ４５２，およびＮ２ガス供給バルブ４５３が介装されており，
処理ガス管４４２には上流側から順に処理ガス供給源遮断バルブ４５４，例えばマスフロ
ーコントローラ（ＭＦＣ）などで構成される流量調整バルブ４５５，および流量調整済み
ガス供給バルブ４５６が介装されており，共通給気管４４３には共通給気バルブ４５８が
介装されている。また，Ｎ２ガス供給源遮断バルブ４５２の下流側口と流量調整バルブ４
５５の上流側口との間には，Ｎ２ガスを流量調整バルブ４５５に導くための流路切り替え
バルブ４５７が備えられている。
【００６０】
　これらＮ２ガス供給源遮断バルブ４５２，Ｎ２ガス供給バルブ４５３，処理ガス供給源
遮断バルブ４５４，流量調整バルブ４５５，流量調整済みガス供給バルブ４５６，流路切
り替えバルブ４５７，および共通給気バルブ４５８はそれぞれ，制御部２００によって制
御される。また，トランスデューサ４５１は，Ｎ２ガス管４４１内の圧力を計測し，その
計測値に対応するデータを制御部２００に送る。
【００６１】
　なお，本実施形態にかかる処理室側給気系４４０は，一種類の処理ガスを処理室１０４
に供給ように構成されているが，複数の処理ガスをそれぞれ処理室１０４に供給するよう
に構成してもよい。この場合，各処理ガスの給気管を処理ガス管４４２に並列的に配置す
ることが好ましい。
【００６２】
　このような構成の処理室側給気系４４０において，Ｎ２ガス供給源遮断バルブ４５２，
Ｎ２ガス供給バルブ４５３，および共通給気バルブ４５８を開くことによって，Ｎ２ガス
管４４１と共通給気管４４３を経由してＮ２ガスを処理室１０４内に導入することができ
る。また，処理ガス供給源遮断バルブ４５４，流量調整済みガス供給バルブ４５６，およ
び共通給気バルブ４５８を開き，流量調整バルブ４５５によって処理ガスの流量を調整す
ることによって，処理ガス管４４２と共通給気管４４３を経由して所定の流量の処理ガス
を処理室１０４内に導入することができる。
【００６３】
　なお，処理室１０４内に導入するＮ２ガスの流量を調整したい場合には，流路切り替え
バルブ４５７を開いて，Ｎ２ガスが処理ガス管４４２と共通給気管４４３を経由して処理
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室１０４内に供給されるようにする。このようにＮ２ガスの流路を変更すれば，流量調整
バルブ４５５によってＮ２ガスの流量を調整することができる。
【００６４】
　処理室側排気系４６０は，一端が処理室１０４に接続されている共通排気管４６１，一
端が共通排気管４６１の他端に接続され他端がドライ真空ポンプ４７４に接続されている
第１の枝排気管４６２，および第１の枝排気管４６２に対して並列的に配されている第２
の枝排気管４６３を備えている。
【００６５】
　これらの配管のうち，第１の枝排気管４６２には，ＡＰＣ（Ａｕｔｏ　Ｐｒｅｓｓｕｒ
ｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）バルブ（ターボ分子ポンプ保護バルブを兼ねる）４７１，ターボ分
子ポンプ４７２，およびターボ分子ポンプ保護バルブ４７３が介装されており，第２の枝
排気管４６３には粗引きバルブ４７５が介装されている。そして，上記のＡＰＣバルブ４
７１，ターボ分子ポンプ４７２，ターボ分子ポンプ保護バルブ４７３，粗引きバルブ４７
５，およびドライ真空ポンプ４７４はそれぞれ，制御部２００によって制御される。
【００６６】
　このような構成の処理室側排気系４６０において，例えば処理室１０２内を大気圧から
減圧する場合には，粗引きバルブ４７５を開いて，ドライ真空ポンプ４７４のみを用いて
処理室１０４内のガスを共通排気管４６１と第２の枝排気管４６３を経由して排気する。
その後，処理室１０４内の圧力がある程度まで低下したところで，粗引きバルブ４７５を
閉じて，代わりにターボ分子ポンプ保護バルブ４７３を開き，ＡＰＣバルブ４７１で排気
圧力を調整しながらターボ分子ポンプ４７２を用いて，処理室１０４内が所定の真空度に
達するまで処理室１０４内のガスを排気していく。
【００６７】
　共通搬送室１０２には，共通搬送室内圧力測定手段４８０が備えられており，これによ
って測定された共通搬送室１０２内の圧力値に対応する圧力データは制御部２００に送ら
れる。また，処理室１０４には，処理室内圧力測定手段４８１が備えられており，これに
よって測定された処理室１０４内の圧力値に対応する圧力データも制御部２００に送られ
る。制御部２００は，これらの圧力データに基づいて，共通搬送室１０２の給排気系と処
理室１０４の給排気系を構成するバルブ類およびポンプ類の動作を制御する。なお，共通
搬送室内圧力測定手段４８０と処理室内圧力測定手段４８１については，例えばキャパシ
タンスマノメータやピラニゲージなどで構成することができる。
【００６８】
　また，処理室１０４内の載置台１０５には，静電チャック５０１が配置され，この静電
チャック５０１の電極板５０２には直流電源５０３が接続されている。高真空下で直流電
源５０３から電極板５０２に高電圧を印加することにより，ウエハＷを静電チャック５０
１に静電吸着することができる。この電極板５０２と直流電源５０３との間には，静電チ
ャック５０１への印加電圧をオンオフするスイッチ５０４が接続されている。
【００６９】
（基板処理装置の動作例）
　次に，上記のように構成された基板処理装置の動作について説明する。基板処理装置１
００は，上述したようなＥＣ３００のＣＰＵ３１０の指令に従って稼働する。例えば搬送
機構１１８によってカセット容器１１２Ａ～１１２Ｃのいずれかから搬出されたウエハＷ
は，オリエンタ１１４まで搬送されてここで位置決めされる。位置決めされたウエハＷは
，オリエンタ１１４から搬出されてロードロック室１０８Ａまたは１０８Ｂ内へ搬入され
る。このとき，必要なすべての処理が完了した処理完了ウエハＷがロードロック室１０８
Ａまたは１０８Ｂにあれば，処理完了ウエハＷを搬出してから，未処理ウエハＷを搬入す
る。
【００７０】
　ロードロック室１０８Ａまたは１０８Ｂへ搬入されたウエハＷは，搬送機構１１６によ
りロードロック室１０８Ａまたは１０８Ｂから搬出され，そのウエハＷが処理される処理
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室１０４へ搬入されて，載置台１０５に載置される。そして，スイッチ５０４をオンして
静電チャック５０１に高電圧を印加すると，載置台１０５に載置されたウエハＷは，静電
チャック５０１の静電吸着力によって保持される。この状態で，ウエハＷに対して所定の
処理が実行される。
【００７１】
　その後，ウエハＷに対する所定の処理が完了したところで，スイッチ５０４をオフして
静電チャック５０１の電極板５０２に対する高電圧印加をオフし，ウエハＷの静電吸着力
を解除する。そして，この処理済ウエハＷは，受け渡し手段（図示せず）によって搬送機
構１１６に受け渡され，搬送機構１１６によって処理室１０４から搬出される。この場合
，そのウエハＷが連続して複数の処理室１０４での処理が必要な場合には，次の処理を行
う他の処理室１０４へウエハＷを搬入し，その処理室１０４での処理が実行される。
【００７２】
　こうして，必要なすべての処理が完了した処理完了ウエハは，ロードロック室１０８Ａ
または１０８Ｂへ戻される。ロードロック室１０８Ａまたは１０８Ｂへ戻された処理済ウ
エハＷは，搬送機構１１８により元のカセット容器１１２Ａ～１１２Ｃに戻される。
【００７３】
　そして，各処理室１０４での処理のスループットを向上させるためにはウエハＷを処理
室１０４にできる限り接近させて待機させることが望ましいことから，処理室１０４での
処理を行っている間でもカセット容器１１２からウエハＷを次々と搬出して，これらのウ
エハＷを共通搬送室１０２，ロードロック室１０８Ａまたは１０８Ｂ，オリエンタ１１４
などで待機させる。処理室１０４で１枚のウエハＷの処理が完了すると，直ちに元のカセ
ット容器１１２へ戻すとともに，共通搬送室１０２で待機している次のウエハＷを直ちに
処理室１０４へ搬入し，その他待機中のウエハＷを順送りする。
【００７４】
　ところで，搬送機構１１６によって処理室１０４内にウエハＷを搬入して載置台１０５
に載置するときには，載置台１０５には電荷が残留していないことが好ましい。載置台１
０５に残留電荷がなければ，静電チャック５０１に高電圧を印加したときに，過不足なく
静電吸着力を発生させることができ，ウエハＷを確実に吸着保持することができる。そこ
で，本実施形態にかかる基板処理装置１００では，処理室内の圧力を一時的に所定の除電
圧力まで上昇させることによって載置台１０５の残留電荷を除去する。
【００７５】
（載置台の除電処理）
　以下，本実施形態にかかる載置台１０５の除電処理を基板処理装置１００の動作例とと
もに図面を参照しながら説明する。図５は，載置台１０５の除電処理における各部，例え
ばピック１１６Ａ，１１６Ｂ，ゲートバルブ１０６，ＡＰＣバルブ４７１，給気系開閉バ
ルブ４１２，給気系圧力制御バルブ４１３，およびメイン排気バルブ４３１の動作タイミ
ングの例を示している。
【００７６】
　処理室１０４内においてウエハＷに対して所定の処理が施されると，処理済ウエハＷは
，共通搬送室１０２内に備えられた搬送機構１１６の二つのピック１１６Ａ，１１６Ｂの
いずれか一方，例えばピック１１６Ａによって処理室１０４から共通搬送室１０２へ搬出
される。そして，搬出動作で使われたピック１１６Ａとは別のピック１１６Ｂによって，
未処理のウエハＷが共通搬送室１０２から処理室１０４へ搬入される。このような処理室
１０４に対するウエハＷの交換処理は，時刻Ｔ１から時刻Ｔ５の間に行われる。
【００７７】
　まず，時刻Ｔ１の直前においては，ピック１１６Ａ，１１６Ｂは，共通搬送室１０２内
に待機している。その際，ピック１１６Ｂは，次に処理室１０４内において処理される未
処理ウエハＷを保持していることが好ましい。
【００７８】
　また，時刻Ｔ１以前は，ゲートバルブ１０６は閉じられているため，共通搬送室１０２
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の内部空間と処理室１０４の内部空間は遮断された状態にある。このため，共通搬送室１
０２では，その給排気系（共通搬送室側給気系４００及び共通搬送室側排気系４２０）を
動作させることにより，共通搬送室１０２内の圧力調整が行われる。また，処理室１０４
は，その給排気系（処理室側給気系４４０及び処理室側排気系４６０）を動作させること
により，処理室１０４内の圧力調整が行われる。
【００７９】
　例えば処理室１０４側では，処理室側給気系４４０によって処理室１０４内にＮ２ガス
を所定の流量で供給しつつ，処理室側排気系４６０によって処理室１０４からＮ２ガスを
排気する流量をＡＰＣバルブ４７１を用いて制御することによって，処理室１０４内の圧
力を例えば１００ｍＴｏｒｒに調整する。一方，共通搬送室１０２では，共通搬送室側給
気系４００によって給気系開閉バルブ４１２を開いて給気系圧力制御バルブ４１３を制御
することによってＮ２ガスを共通搬送室１０２内に供給しつつ，共通搬送室側排気系４２
０によってメイン排気バルブ４３１を動作させて共通搬送室１０２内を排気することによ
って，共通搬送室１０２内の圧力を例えば１００ｍＴｏｒｒに調整する。
【００８０】
　そして，時刻Ｔ１の直前にＡＰＣバルブ４７１によって，処理室１０４内の圧力を共通
搬送室１０２内の圧力よりも低く，例えば図６Ａ，図６Ｂに示すように，数ｍＴｏｒｒに
調整する。このように両者に圧力差をつけることによって，時刻Ｔ１においてゲートバル
ブ１０６を開いて共通搬送室１０２の内部空間と処理室１０４の内部空間が連通したとき
に，処理室１０４側から共通搬送室１０２側へダストやパーティクルが流出してしまうこ
とを防止できる。
【００８１】
　次に，搬送機構１１６によってウエハ交換を行うため，時刻Ｔ１にてゲートバルブ１０
６を開く。このとき，共通搬送室１０２の内部空間と処理室１０４の内部空間とが連通す
る。このため，共通搬送室１０２の内部圧力は，処理室１０４の内部の高い真空度の影響
を受けて一時的に低下する一方，処理室１０４の内部圧力は，共通搬送室１０２の圧力の
影響を受けて一旦上昇した後，ＡＰＣバルブ４７１の制御に応じて再び低下する。
【００８２】
　ゲートバルブ１０６が開放されると，ピック１１６Ａが処理室１０４内に進入し，載置
台１０５から処理済ウエハＷを受け取る。処理済ウエハＷを受け取ったピック１１６Ａは
，処理室１０４から共通搬送室１０２へ退避する。そして，処理済ウエハを保持している
ピック１１６Ａと未処理ウエハを保持しているピック１１６Ｂが旋回して，ピック１１６
Ａに代わってピック１１６Ｂが処理室１０４のウエハ搬入出口に対向する。
【００８３】
　続いて，時刻Ｔ２にて処理室１０４側では，処理室側給気系４４０によって処理室１０
４内にＮ２ガスを所定の流量で供給しつつ，処理室側排気系４６０によって処理室１０４
からＮ２ガスを排気する流量をＡＰＣバルブ４７１を用いて制御するとともに，共通搬送
室側では，共通搬送室側給気系４００によって給気系圧力制御バルブ４１３を制御して共
通搬送室１０２にＮ２ガスを供給することによって，処理室１０４内の圧力を例えば載置
台１０５の残留電荷を除去するための所定の圧力（除電圧力：例えば２００ｍＴｏｒｒ）
まで上昇させる。このとき，処理室１０４の内部空間は共通搬送室１０２の内部空間と連
通しているため，共通搬送室１０２内の圧力上昇に連動して処理室１０４内の圧力も図６
Ａ（時刻Ｔ２～時刻Ｔ３）に示すように急ピッチで上昇する。
【００８４】
　このように，処理室側圧力調整手段（ここでは処理室側給気系４４０，処理室側排気系
４６０）を動作させるとともに，共通搬送室側圧力調整手段（ここでは共通搬送室側給気
系４００）についても動作せることによって，処理室側圧力調整手段による処理室内の圧
力調整を共通搬送室側圧力調整手段でアシストすることができる。
【００８５】
　また，処理室側給気系４４０よりも給気能力が高い共通搬送室側給気系４００により一
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気にＮ２ガスが導入されるので，共通搬送室１０２から処理室１０４へのガスの流れが形
成され，処理室１０４側から共通搬送室１０２側へダストやパーティクルが流出してしま
うことを防止できる。なお，除電電圧としては，上記の２００ｍＴｏｒｒに限られるもの
ではないが，載置台１０５の除電処理を効率的に行うためには２００～３００ｍＴｏｒｒ
の範囲で設定することが好ましい。
【００８６】
　処理室１０４の内部圧力が２００ｍＴｏｒｒに達すると，その圧力を例えば時刻Ｔ４ま
で維持することによって載置台１０５の残留電荷を除去することができる。載置台１０５
の残留電荷が除去された時刻Ｔ４において，ＡＰＣバルブ４７１を全開にして，処理室１
０４内を減圧する。このＡＰＣバルブ４７１とともに給気系圧力制御バルブ４１３を制御
して共通搬送室１０２内へのＮ２ガスの流入量を減らす。このときの共通搬送室１０２内
の目標圧力値を例えば１０ｍＴｏｒｒとする。この結果，図６Ａに示すように，処理室１
０４と共通搬送室１０２の内部空間の圧力は数ｍＴｏｒｒまで低下する。こうして除電処
理が完了する。
【００８７】
　このような除電処理は，搬送装置１１６によるウエハＷの交換の間にウエハＷの交換と
並行して実行される。従って，未処理ウエハを保持しているピック１１６Ｂが処理室１０
４に進入し，未処理ウエハを載置台１０５に受け渡すまでには載置台１０５の除電処理が
完了している。これにより，載置台１０５の除電処理の完了を待つことなくウエハＷの交
換処理を進めることができる。
【００８８】
　次の時刻Ｔ５にて，載置台１０５への未処理ウエハを受け渡したピック１１６Ｂを処理
室１０４から退避させた後，ゲートバルブ１０６を閉じる。こうしてウエハＷの交換処理
が完了する。なお，その後は，処理室１０４と共通搬送室１０２では個別に圧力調整が行
われる。例えば処理室１０４の内部圧力をＡＰＣバルブ４７１によって１００ｍＴｏｒｒ
に調整し，未処理ウエハＷに対する所定の処理を開始する。また，共通搬送室１０２の内
部圧力については，給気系開閉バルブ４１２を閉じ，メイン排気バルブ４３１を開けて，
給気系圧力制御バルブ４１３によって例えば１００ｍＴｏｒｒに調整する。
【００８９】
　ここで，上述した本実施形態にかかる除電処理における処理室内の圧力調整によって得
られる圧力波形について，従来の除電処理による処理室内の圧力調整によって得られる比
較例の圧力波形と比較しながら説明する。図６Ａは，本実施形態にかかる除電処理，すな
わち搬送室側圧力調整手段と処理室側圧力調整手段を併用して除電処理を行ったときの共
通搬送室１０２と処理室１０４の内部圧力の変化の例を示す圧力波形図である。これに対
して，図６Ｂは，従来の除電処理，すなわち処理室側圧力調整手段のみを用いて除電処理
を行ったときの共通搬送室１０２と処理室１０４の内部圧力の変化の例を示す圧力波形図
である。
【００９０】
　なお，図６Ａは，上述したように搬送室側圧力調整手段として共通搬送室側給気系を用
いるとともに，処理室側圧力制御手段として処理室側給気系及び処理室側排気系を用いて
処理室内の圧力を除電圧力（２００ｍＴｏｒｒ）まで上昇させた場合である。これに対し
て，図６Ｂは，搬送室側圧力調整手段を使わずに，処理室側圧力制御手段として処理室側
給気系及び処理室側排気系を用いて処理室内の圧力を除電圧力（２００ｍＴｏｒｒ）まで
上昇させた場合である。
【００９１】
　先ず，図６Ｂに示す比較例（従来）による圧力波形によれば，処理室１０４の内部圧力
は，共通搬送室１０２の内部圧力とともに，処理室側圧力調整手段のみによる圧力調整を
開始した時点（時刻Ｔ２）から徐々に上昇するものの，その圧力上昇率は図６Ａと比べて
明らかに低いことがわかる。そして，時刻Ｔ２から時刻Ｔ３までの所要時間は例えば約１
４秒と長い時間がかかる。
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【００９２】
　これに対して，図６Ａに示す本実施形態による圧力波形によれば，処理室１０４の内部
圧力は，共通搬送室１０２の内部圧力とともに，処理室側圧力調整手段と共通搬送室側圧
力調整手段とを併用した圧力調整を開始した時点（時刻Ｔ２）から急峻に上昇する。そし
て，２００ｍＴｏｒｒに達する時刻Ｔ３までの所要時間は例えば約４秒，すなわち従来の
１／３程度と大幅に短縮することができたことがわかる。
【００９３】
　以上のように，本実施形態では，大きな容積の共通搬送室１０２と処理室１０４との間
のゲートバルブが開いた状態であっても，処理室側排気手段４６０と，これよりも給気能
力の高い共通搬送室側給気系４００とを併用して処理室１０４内の圧力を調整する。これ
によれば，共通搬送室側給気系４００の動作によって処理室側排気手段４６０による処理
室内の圧力調整をアシストすることができるので，極めて短時間のうちに処理室１０４内
の圧力を載置台１０５の残留電荷を除去できる所定の除電圧力まで上昇させることができ
る。
【００９４】
　また，このように短時間での処理室１０４内の圧力調整が可能となるので，ピック１１
６Ａによって処理済ウエハを載置台１０５から取り除いてからピック１１６Ｂによって未
処理ウエハを載置するまでの間に載置台１０５の除電処理を完了することができる。これ
により，搬送機構１１６は未処理のウエハＷを保持したまま待つ必要がなくなるので，ウ
エハ交換をスムーズに行うことができ，基板処理装置１００のスループットを向上させる
ことができる。
【００９５】
　本実施形態では，ピック１１６Ａが処理室１０４内の載置台１０５から処理済ウエハを
受け取って旋回した後に処理室１０４内の圧力を上昇させて載置台１０５の除電処理を開
始しているが，それよりも早く除電処理を開始するようにしてもよい。載置台１０５にウ
エハがない状態であれば載置台１０５の除電処理を行うことができるため，例えば載置台
１０５から処理済ウエハが取り除かれた直後に処理室１０４内の圧力を上昇させてもよい
。これにより，より早いタイミングで除電処理を完了することができる。
【００９６】
　また，本実施形態では，処理室１０４内の圧力を除電圧力まで上昇させる圧力調整処理
について説明したが，必ずしもこれに限定されるものではなく，処理室内の圧力を下降さ
せるような圧力調整処理に本発明を適用してもよい。
【００９７】
　また，本実施形態にかかる除電処理による圧力調整処理では，処理室側圧力調整手段と
して処理室側給気系４４０及び処理室側排気手段４６０を，共通搬送室側圧力調整手段と
しての共通搬送室側給気系４００と併用して処理室１０４内の圧力を調整する場合を説明
したが，必ずしもこれに限定されるものではなく，例えば処理室側圧力調整手段としては
，処理室側給気系４４０のみを用いるようにしてもよく，また処理室側排気手段４６０の
みを用いるようにしてもよい。
【００９８】
　また，本実施形態にかかる除電処理による圧力調整処理では，共通搬送室側圧力調整手
段として共通搬送室側給気系４００のみを用い，メイン排気バルブ４３１を閉じるように
した場合について説明したが，必ずしもこれに限定されるものではなく，共通搬送室側給
気系４００と共通搬送室側排気系４２０とを併用して圧力調整を行うようにしてもよい。
【００９９】
　上記実施形態により詳述した本発明については，複数の機器から構成されるシステムに
適用しても，１つの機器からなる装置に適用してもよい。上述した実施形態の機能を実現
するソフトウェアのプログラムを記憶した記憶媒体等の媒体をシステム或いは装置に供給
し，そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体等の媒
体に格納されたプログラムを読み出して実行することによっても，本発明が達成されるこ
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とは言うまでもない。
【０１００】
　この場合，記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラム自体が上述した実施形態の機
能を実現することになり，そのプログラムを記憶した記憶媒体等の媒体は本発明を構成す
ることになる。プログラムを供給するための記憶媒体等の媒体としては，例えば，フロッ
ピー（登録商標）ディスク，ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯ
Ｍ，ＣＤ－Ｒ，ＣＤ－ＲＷ，ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＡＭ，ＤＶＤ－ＲＷ，ＤＶＤ＋
ＲＷ，磁気テープ，不揮発性のメモリカード，ＲＯＭ，或いはネットワークを介したダウ
ンロードなどを用いることができる。
【０１０１】
　なお，コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより，上述した実施形態
の機能が実現されるだけでなく，そのプログラムの指示に基づき，コンピュータ上で稼動
しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行い，その処理によって上述した実施
形態の機能が実現される場合も，本発明に含まれる。
【０１０２】
　さらに，記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムが，コンピュータに挿入された
機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込ま
れた後，そのプログラムの指示に基づき，その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い，その処理によって上述した実施形態
の機能が実現される場合も，本発明に含まれる。
【０１０３】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は，半導体ウエハなどの被処理基板を載置台に載置して所定の処理を施す処理室
とこの処理室にゲートバルブを介して接続される搬送室を備えた基板処理装置の載置台除
電方法に適用可能である。
 
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の実施形態にかかる基板処理装置の構成例を示す断面図である。
【図２】図１に示す制御部（システムコントローラ）の構成例を示すブロック図である。
【図３】同実施形態におけるＥＣ（装置制御部）の構成例を示すブロック図である。
【図４】同実施形態における共通搬送室と処理室の各給排気系の構成例を示すブロック図
である。
【図５】本実施形態にかかる除電処理における各部の動作タイミングの例を示す図である
。
【図６Ａ】処理室側圧力調整手段と共通搬送室側給気系とを併用して除電処理を行ったと
きの共通搬送室と処理室の内部圧力の変化の示す圧力波形図である。
【図６Ｂ】処理室側圧力調整手段のみを用いて除電処理を行ったときの共通搬送室と処理
室の内部圧力の変化を示す圧力波形図である。
【符号の説明】
【０１０６】
１００　　　基板処理装置
１０２　　　共通搬送室
１０４（１０４Ａ～１０４Ｄ）　　　処理室
１０５（１０５Ａ～１０５Ｄ）　　　載置台
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１０６Ａ～１０６Ｄ　　　ゲートバルブ
１０７Ａ，１０７Ｂ　　　ゲートバルブ
１０８（１０８Ａ，１０８Ｂ）　　　ロードロック室
１０９（１０９Ａ，１０９Ｂ）　　　搬送口
１１０　　　搬入側搬送室
１１２（１１２Ａ～１１２Ｃ）　　　導入ポート
１１４　　　オリエンタ
１１６　　　搬送機構
１１６Ａ，１１６Ｂ　　　ピック
１１８　　　搬送機構
１１８Ａ，１１８Ｂ　　　ピック
２００　　　制御部（システムコントローラ）
３００　　　ＥＣ（装置制御部）
３１０　　　ＣＰＵ
３２０　　　ＲＡＭ
３３０　　　表示手段
３４０　　　入出力手段
３５０　　　報知手段
３６０　　　プログラムデータ記憶手段
３６２　　　搬送処理プログラム格納領域
３６４　　　プロセス処理プログラム格納領域
３６６　　　除電処理プログラム格納領域
３７０　　　処理データ記憶手段
３７２　　　搬送処理情報格納領域
３７４　　　プロセス処理情報格納領域
３７６　　　除電処理情報格納領域
４００　　　共通搬送室側給気系
４０１　　　大気管
４０２　　　Ｎ２ガス管
４０３　　　共通給気管
４０４　　　バイパス管
４１１　　　メイン給気バルブ
４１２　　　給気系開閉バルブ
４１３　　　給気系圧力制御バルブ
４１４　　　バイパスバルブ
４２０　　　共通搬送室側排気系
４２１　　　共通排気管
４２２　　　第１の枝排気管
４２３　　　第２の枝排気管
４３１　　　メイン排気バルブ
４３２　　　スロー排気バルブ
４３３　　　真空ポンプ
４４０　　　処理室側給気系
４４１　　　Ｎ２ガス管
４４２　　　処理ガス管
４４３　　　共通給気管
４５１　　　トランスデューサ
４５２　　　Ｎ２ガス供給源遮断バルブ
４５３　　　Ｎ２ガス供給バルブ
４５４　　　処理ガス供給源遮断バルブ
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４５５　　　流量調整バルブ
４５６　　　流量調整済みガス供給バルブ
４５７　　　流路切り替えバルブ
４５８　　　共通給気バルブ
４６０　　　処理室側排気系
４６１　　　共通排気管
４６２　　　第１の枝排気管
４６３　　　第２の枝排気管
４７１　　　ＡＰＣバルブ
４７２　　　ターボ分子ポンプ
４７３　　　ターボ分子ポンプ保護バルブ
４７４　　　ドライ真空ポンプ
４７５　　　粗引きバルブ
４８０　　　共通搬送室内圧力測定手段
４８１　　　処理室内圧力測定手段
５０１　　　静電チャック
５０２　　　電極板
５０３　　　直流電源
５０４　　　スイッチ

【図１】 【図２】
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