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(57)【要約】
【課題】基板の処理効率を向上させて、かつ基板の搬送
制御を簡易に行う基板処理装置を提供することを目的と
する。
【解決手段】基板を搬送する経路である一連の基板搬送
経路を、上下に階層構造で配設するとともに、１階の処
理部搬送経路２５および２階の処理部搬送経路２６間で
基板Ｗの受け渡しが可能に構成し、処理部搬送経路２５
，２６を、基板が順方向に搬送される行き専用経路と、
基板Ｗが逆方向に搬送される帰り専用経路とを上下に配
設して構成する。また、処理部搬送経路２５，２６の各
々の一端をインデクサ１で連結し、各々の他端をインタ
ーフェイス４で連結する。このように構成することで、
行き専用経路上で搬送される基板と、帰り専用経路上で
搬送される基板との干渉による基板の待ち時間を低減さ
せて、基板の処理効率を向上させることができる。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板処理を行う複数の処理部を備えた基板処理装置であって、
　前記処理部間で基板を搬送する経路である一連の基板搬送経路が、上下に階層構造で配
設されているとともに、各階の基板搬送経路間で基板の受け渡しが可能に構成されており
、
　前記各階の基板搬送経路は、基板の搬送方向が交互に逆方向に設定されることにより、
基板が順方向に搬送される行き専用経路と、基板が逆方向に搬送される帰り専用経路とが
上下に交互に配設されて構成されており、
　基板をそれぞれ仮置きするバッファを各々の専用経路ごとに配設することを特徴とする
基板処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の基板処理装置において、
　処理対象の基板を収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセット
から未処理の基板を順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処
理部から受け取ってカセット内へ順に収納するインデクサが、前記階層構造になっている
一連の基板搬送経路に並設されており、
　前記一連の基板搬送経路の一端が、前記インデクサに連結されていることを特徴とする
基板処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の基板処理装置において、
　処理対象の基板を収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセット
から未処理の基板を順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処
理部から受け取ってカセット内へ順に収納するインデクサが、前記階層構造になっている
一連の基板搬送経路に並設されており、
　前記各階の基板搬送経路の各々の一端が、前記インデクサにそれぞれ連結されているこ
とを特徴とする基板処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の基板処理装置において、
　前記基板処理装置に連設される外部処理装置と前記処理部との間で基板の受け渡しを中
継するインターフェイスが、前記階層構造になっている一連の基板搬送経路に並設されて
おり、
　前記一連の基板搬送経路の一端が、前記インターフェイスに連結されていることを特徴
とする基板処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の基板処理装置において、
　前記基板処理装置に連設される外部処理装置と前記処理部との間で基板の受け渡しを中
継するインターフェイスが、前記階層構造になっている一連の基板搬送経路に並設されて
おり、
　前記各階の基板搬送経路の各々の一端が、前記インターフェイスに連結されていること
を特徴とする基板処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の基板処理装置において、
　処理対象の基板を収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセット
から未処理の基板を順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処
理部から受け取ってカセット内へ順に収納するインデクサが、前記階層構造になっている
一連の基板搬送経路の一端側に並設されるとともに、前記基板処理装置に連設される外部
処理装置と前記処理部との間で基板の受け渡しを中継するインターフェイスが、前記階層
構造になっている一連の基板搬送経路の他端側に並設されており、
　前記一連の基板搬送経路の一端が前記インデクサに連結されるとともに、前記一連の基
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板搬送経路の他端が前記インターフェイスに連結されていることを特徴とする基板処理装
置。
【請求項７】
　請求項１に記載の基板処理装置において、
　処理対象の基板を収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセット
から未処理の基板を順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処
理部から受け取ってカセット内へ順に収納するインデクサが、前記階層構造になっている
一連の基板搬送経路の一端側に並設されるとともに、前記基板処理装置に連設される外部
処理装置と前記処理部との間で基板の受け渡しを中継するインターフェイスが、前記階層
構造になっている一連の基板搬送経路の他端側に並設されており、
　前記各階の基板搬送経路の各々の一端が前記インデクサに連結されるとともに、前記各
階の基板搬送経路の各々の他端が前記インターフェイスに連結されていることを特徴とす
る基板処理装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載の基板処理装置において、
　前記行き専用経路に、基板に処理液を塗布する塗布処理部を配設するとともに、
　前記帰り専用経路に、前記塗布処理部において処理液が塗布された前記基板を現像する
現像処理部を配設し、
　前記塗布処理部が配設された行き専用経路の上方に前記現像処理部が配設された帰り専
用経路を配設して、それぞれの経路間で基板の受け渡しが可能に構成することで、一連の
基板搬送経路を構成することを特徴とする基板処理装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の基板処理装置において、
　前記各階の基板搬送経路に沿って基板を順送りに搬送する複数の基板搬送手段を備える
とともに、
　前記各基板搬送手段は、処理部に基板を搬入する搬入用搬送機構と、処理部から基板を
搬出する搬出用搬送機構とからなることを特徴とする基板処理装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれかに記載の基板処理装置において、
　前記階層構造の基板搬送経路に沿って配設された処理部群のうち、上下に対向している
複数の処理部と、前記各階の基板搬送経路のうち、上下に対向している基板搬送経路の一
部とを含んで１単位の基板処理ユニットを構成し、
　複数個の前記基板処理ユニットを基板の搬送方向に並べて配設して前記基板処理装置を
構成したことを特徴とする基板処理装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の基板処理装置において、
　前記各基板処理ユニット内の各階の基板搬送経路が、隣接する別の基板処理ユニット内
の同じ階における基板搬送経路にそれぞれ連結されていることを特徴とする基板処理装置
。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の基板処理装置において、
　隣接する２つの基板処理ユニットの間には、それらの基板処理ユニット間で基板を受け
渡すために基板を載置する載置台が各階の基板搬送経路上にそれぞれ配設されていること
を特徴とする基板処理装置。
【請求項１３】
　請求項１１または請求項１２に記載の基板処理装置において、
　前記複数の基板処理ユニットのうちの少なくとも１つは、前記処理部として、
　フォトレジスト膜を基板に塗布形成するレジスト塗布処理部であることを特徴とする基
板処理装置。
【請求項１４】
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　請求項１１または請求項１２に記載の基板処理装置において、
　前記複数の基板処理ユニットのうちの少なくとも１つは、前記処理部として、
　基板上に形成されたフォトレジスト膜からの光の反射を防止するために、反射防止膜を
基板に塗布形成する反射防止膜用塗布処理部であることを特徴とする基板処理装置。
【請求項１５】
　基板処理を行う複数の処理部を備えた基板処理装置であって、
　前記処理部間で基板を搬送する経路である基板搬送経路が、上下に階層構造で配設され
ており、
　処理対象の基板を収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセット
から未処理の基板を順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処
理部から受け取ってカセット内へ順に収納するインデクサを備え、
　前記各階の基板搬送経路の各々の一端が、前記インデクサにそれぞれ連結されており、
　基板をそれぞれ仮置きするバッファを各々の基板搬送経路ごとに配設することを特徴と
する基板処理装置。
【請求項１６】
　基板処理を行う複数の処理部を備えた基板処理装置であって、
　前記処理部間で基板を搬送する経路である基板搬送経路が、上下に階層構造で配設され
ており、
　前記基板処理装置に連設される外部処理装置と前記処理部との間で基板の受け渡しを中
継するインターフェイスを備え、
　前記各階の基板搬送経路の各々の一端が、インターフェイスにそれぞれ連結されており
、
　基板をそれぞれ仮置きするバッファを各々の基板搬送経路ごとに配設することを特徴と
する基板処理装置。
【請求項１７】
　基板処理を行う複数の処理部を備えた基板処理装置であって、
　前記処理部間で基板を搬送する経路である基板搬送経路が、上下に階層構造で配設され
ており、
　処理対象の基板を収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセット
から未処理の基板を順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処
理部から受け取ってカセット内へ順に収納するインデクサと、
　前記基板処理装置に連設される外部処理装置と前記処理部との間で基板の受け渡しを中
継するインターフェイスとを備え、
　前記各階の基板搬送経路の各々の一端が、前記インデクサにそれぞれ連結されるととも
に、前記各階の基板搬送経路の各々の他端が、インターフェイスにそれぞれ連結されてお
り、
　基板をそれぞれ仮置きするバッファを各々の基板搬送経路ごとに配設することを特徴と
する基板処理装置。
【請求項１８】
　請求項１５または請求項１７のいずれかに記載の基板処理装置において、
　前記各階の基板搬送経路の端部と前記インデクサとの間で基板の受け渡しを行うために
基板を載置する第１の載置部を備えていることを特徴とする基板処理装置。
【請求項１９】
　請求項１６または請求項１７のいずれかに記載の基板処理装置において、
　前記各階の基板搬送経路の端部と前記インターフェイスとの間で基板の受け渡しを行う
ために基板を載置する第２の載置部を備えていることを特徴とする基板処理装置。
【請求項２０】
　請求項１８または請求項１９に記載の基板処理装置において、
　前記第１または第２の載置部が、前記基板搬送経路の最上階から最下階まで上下に対向
するように階層構造で配設されており、
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　前記階層構造の第１または第２の載置部を、前記インデクサまたはインターフェイスに
配設することを特徴とする基板処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板、液晶表示器のガラス基板、フォトマスク用のガラス基板、光デ
ィスク用の基板（以下、単に基板と称する）に対して処理を行う複数の処理部を備えた基
板処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、このような基板処理装置は、例えば、フォトレジスト膜を基板に塗布形成して、
塗布されたその基板に対して露光処理を行い、さらに露光処理後の基板を現像するフォト
リソグラフィ工程に用いられている（例えば、特許文献１参照）。
　これを図２９の平面図に示し、以下に説明する。この基板処理装置は、未処理の複数枚
（例えば２５枚）の基板Ｗ、または後述する処理部１０４での処理が完了した処理済の基
板Ｗが収納されるカセットＣが複数個載置されるカセット載置台１０２と、この各カセッ
トＣの前を水平移動し、各カセットＣ・処理部１０４間で基板Ｗの受け渡しを行う搬送機
構１０８ａとを備えたインデクサ１０３と、複数の処理部１０４と、複数の処理部１０４
間で基板Ｗを搬送する経路である基板搬送経路１０５と、処理部１０４および外部処理装
置１０７間で基板Ｗの受け渡しを中継するインターフェイス１０６とから構成されている
。
【０００３】
　インデクサ１０３は、カセット載置台１０２に置かれたカセットＣから未処理の基板を
順に取り出して処理部１０４に払い出す一方、処理済の基板を処理部１０４から受け取っ
て、所定のカセットＣに処理済基板を順に収納するように構成されている。
【０００４】
　インターフェイス１０６は、処理部１０４と外部処理装置１０７とを連結する。基板処
理装置が、上述したレジスト塗布および現像処理を行う装置の場合、この外部処理装置１
０７は、基板Ｗの露光処理を行う露光装置となる。
【０００５】
　また、基板搬送経路１０５上を搬送する搬送機構１０８ｂと、インターフェイス１０６
の搬送経路上を搬送する搬送機構１０８ｃとがそれぞれ配設されている。その他に、イン
デクサ１０３と基板搬送経路１０５との連結部には載置台１０９ａ、基板搬送経路１０５
とインターフェイス１０６との連結部には載置台１０９ｂがそれぞれ配設されている。
【０００６】
　上述した基板処理装置において、以下の手順で基板処理が行われる。未処理の基板Ｗを
収納したカセットＣをカセット載置台１０２に載置して、このカセットＣから１枚の基板
を搬送機構１０８ａが取り出して、搬送機構１０８ｂに基板Ｗを渡すために、載置台１０
９ａまで搬送する。搬送機構１０８ｂは、載置台１０９ａに載置された基板Ｗを受け取っ
た後、各処理部１０４内で所定の処理（例えば、レジスト塗布などの処理）をそれぞれ行
うために、それらの処理部１０４に基板Ｗをそれぞれ搬入する。所定の各処理がそれぞれ
終了すると、搬送機構１０８ｂはそれらの処理部１０４から基板Ｗをそれぞれ搬出して、
次の処理を行うために別の処理部１０４に基板Ｗを搬入する。
【０００７】
　露光前の一連の処理が終了すると、搬送機構１０８ｂは、搬送機構１０８ｃに基板Ｗを
渡すために、載置部１０９ｂまで搬送する。搬送機構１０８ｃは、載置台１０９ｂに載置
された基板Ｗを受け取った後、外部処理装置１０７まで搬送する。外部処理装置１０７に
搬入して、所定の処理（例えば、露光処理などの処理）が終了すると、搬送機構１０８ｃ
は外部処理装置１０９から基板Ｗを搬出して、載置部１０９ｂまで搬送する。後は、搬送
機構１０８ｂによって各処理部１０４に基板Ｗが搬送され、露光後の一連の基板処理（例
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えば、加熱処理、冷却処理、現像処理）が行われ、カセット載置台１０２に置かれた所定
のカセットＣに処理済基板を順に収納して、一連の基板処理が終了する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１７６７９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のような問題がある。
　すなわち、従来の基板処理装置では、処理効率が向上しない問題がある。
【００１０】
　つまり、従来の基板処理装置では、インデクサ１０３からインターフェイス１０６まで
の搬送と、インターフェイス１０６からインデクサ１０３までの搬送とを兼ねて、搬送機
構１０８ｂは基板Ｗの搬送を行っている。従って、搬送機構１０８ｂは基板Ｗの（インデ
クサ１０３からインターフェイス１０６まで，インターフェイス１０６からインデクサ１
０３までの）両方の搬送を同時に行うことができない。仮に、２つの搬送機構１０８ｂの
一方をインデクサ１０３側に、他方をインターフェイス１０６側にそれぞれ備えたとして
も、インデクサ１０３からインターフェイス１０６まで搬送された基板Ｗと、インターフ
ェイス１０６からインデクサ１０３までに搬送された基板Ｗとが基板搬送経路１０５上で
干渉する場合には、いずれか一方の基板Ｗを処理部１０４に退避または搬入するまでの間
、他方の基板Ｗを載置台１０９ａ，１０９ｂまたは図示を省略する仮置き台（バッファ）
で待機させなければならない。その結果、基板Ｗの無駄な待ち時間が増えて、処理効率が
向上し難くなる。
【００１１】
　さらには、上述したように搬送機構１０８ｂは、インデクサ１０３からインターフェイ
ス１０６までの搬送と、インターフェイス１０６からインデクサ１０３までの搬送との両
方の搬送を行っているので、基板処理を制御するための搬送制御がし難くなる問題も生じ
る。
【００１２】
  本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、基板の処理効率を向上させ
て、かつ基板の搬送制御を簡易に行う基板処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
　すなわち、請求項１に記載の発明は、基板処理を行う複数の処理部を備えた基板処理装
置であって、前記処理部間で基板を搬送する経路である一連の基板搬送経路が、上下に階
層構造で配設されているとともに、各階の基板搬送経路間で基板の受け渡しが可能に構成
されており、前記各階の基板搬送経路は、基板の搬送方向が交互に逆方向に設定されるこ
とにより、基板が順方向に搬送される行き専用経路と、基板が逆方向に搬送される帰り専
用経路とが上下に交互に配設されて構成されており、基板をそれぞれ仮置きするバッファ
を各々の専用経路ごとに配設することを特徴とするものである。
【００１４】
　〔作用・効果〕請求項１に記載の発明によれば、処理部間で基板を搬送する経路である
一連の基板搬送経路を、上下に階層構造で配設するとともに、各階の基板搬送経路間で基
板の受け渡しが可能に構成し、基板の搬送方向を交互に逆方向に設定することで、各階の
基板搬送経路を、基板が順方向に搬送される行き専用経路と、基板が逆方向に搬送される
帰り専用経路とを上下に交互に配設して構成する。このように構成することで、先ず、基
板は行き専用経路上で搬送され、逆方向に設定された後に基板は帰り専用経路上で搬送さ
れる。さらに逆方向に設定されると基板は行き専用経路上で搬送される。このように、処
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理部間で基板は、行き／帰り専用経路を介して搬送されて、基板処理がそれぞれ行われる
ので、行き専用経路上で搬送される基板と、帰り専用経路上で搬送される基板とが干渉す
ることがない。従って、それらの基板の干渉による無駄な待ち時間を低減させることがで
き、その結果、基板の処理効率を向上させることができる。
【００１５】
　また、行き専用経路に沿って基板を搬送する基板搬送手段を配設するとともに、帰り専
用経路に沿って基板を搬送する、前者とは別の基板搬送手段を配設する場合、各々の基板
搬送手段は、行きまたは帰りのいずれか一方の搬送しかそれぞれ行わないので、基板処理
を制御するための搬送制御を簡易に行うことができる。
【００１６】
　さらに、一連の基板搬送経路が、上下に階層構造で配設されて、各階の基板搬送経路間
で基板の受け渡しが可能に構成されているので、装置を設置する床面積（フットプリント
）を軽減することができるという効果をも奏する。また、基板をそれぞれ仮置きするバッ
ファを各々の専用経路ごとに配設する。
【００１７】
　本発明に係る基板処理装置において、インデクサまたはインターフェイスをその基板処
理装置に並設することで下記のような複数種類の形態が挙げられる。すなわち、請求項２
から請求項７に記載の発明のような形態が挙げられる。
【００１８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の基板処理装置において、処理対象の基板を
収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセットから未処理の基板を
順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処理部から受け取って
カセット内へ順に収納するインデクサが、前記階層構造になっている一連の基板搬送経路
に並設されており、前記一連の基板搬送経路の一端が、前記インデクサに連結されている
ことを特徴とするものである。
【００１９】
　〔作用・効果〕請求項２に記載の発明によれば、下記の二通りの作用が生じる。すなわ
ち、一方の作用について説明すると、カセット載置部にカセットが載置されることで、カ
セットに収納されている基板が順に取り出されて処理部へ払い出される。すなわち、基板
は、カセット載置部を有するインデクサを介して、インデクサに連結された一連の基板搬
送経路の一端に載置されることで払い出される。載置された基板は、一連の基板搬送経路
を介して、処理部間で搬送されて、基板処理が行われる。
【００２０】
　他方の作用について説明すると、一連の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送されて
一連の基板処理が終了した各々の基板は、処理部からカセット内に順に収納される。すな
わち、処理された基板は、一連の基板搬送経路の一端に載置され、さらにその一連の基板
搬送経路の一端に連結されたインデクサを介して、そのインデクサにあるカセット載置部
に載置されたカセット内に収納される。
【００２１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の基板処理装置において、処理対象の基板を
収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセットから未処理の基板を
順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処理部から受け取って
カセット内へ順に収納するインデクサが、前記階層構造になっている一連の基板搬送経路
に並設されており、前記各階の基板搬送経路の各々の一端が、前記インデクサにそれぞれ
連結されていることを特徴とするものである。
【００２２】
　〔作用・効果〕請求項３に記載の発明によれば、カセット載置部にカセットが載置され
ることで、カセットに収納されている基板が順に取り出されて処理部へ払い出される。す
なわち、基板は、カセット載置部を有するインデクサを介して、インデクサにそれぞれ連
結された各階の基板搬送経路の各々の一端のいずれかに載置されることで払い出される。
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載置された基板は、載置された階の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送されて、基板
処理が行われる。基板処理が終了すると、処理された各々の基板は、処理部からカセット
内に順に収納される。すなわち、処理された基板は、上述した載置された階の基板搬送経
路の一端に載置され、さらにその基板搬送経路の一端に連結されたインデクサを介して、
そのインデクサにあるカセット載置部に載置されたカセット内に収納される。
【００２３】
　なお、複数枚の基板を、インデクサを介して、インデクサにそれぞれ連結された各階の
基板搬送経路の各々の一端にほぼ同時にそれぞれ載置して、複数の基板処理をほぼ同時に
行ってもよいし、一連の基板処理が終了した基板を、載置された階の基板搬送経路の一端
に載置し、さらにその基板搬送経路の一端に連結されたインデクサを介して、基板搬送経
路の一端に再び載置し、一連の基板処理を繰返し行ってもよい。
【００２４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の基板処理装置において、前記基板処理装置
に連設される外部処理装置と前記処理部との間で基板の受け渡しを中継するインターフェ
イスが、前記階層構造になっている一連の基板搬送経路に並設されており、前記一連の基
板搬送経路の一端が、前記インターフェイスに連結されていることを特徴とするものであ
る。
【００２５】
　〔作用・効果〕請求項４に記載の発明によれば、下記の二通りの作用が生じる。すなわ
ち、一方の作用について説明すると、外部処理装置による処理が終了すると、終了した基
板は、インターフェイスを介して、インターフェイスに連結された一連の基板搬送経路の
一端に載置される。載置された基板は、一連の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送さ
れて、基板処理が行われる。
【００２６】
　他方の作用について説明すると、一連の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送されて
一連の基板処理が終了した基板は、一連の基板搬送経路の一端に載置され、さらにその一
連の基板搬送経路の一端に連結されたインターフェイスを介して、基板は外部処理装置に
渡され、外部処理装置による処理が行われる。
【００２７】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の基板処理装置において、前記基板処理装置
に連設される外部処理装置と前記処理部との間で基板の受け渡しを中継するインターフェ
イスが、前記階層構造になっている一連の基板搬送経路に並設されており、前記各階の基
板搬送経路の各々の一端が、前記インターフェイスに連結されていることを特徴とするも
のである。
【００２８】
　〔作用・効果〕請求項５に記載の発明によれば、外部処理装置による処理が終了すると
、終了した基板は、インターフェイスを介して、インターフェイスにそれぞれ連結された
各階の基板搬送経路の各々の一端のいずれかに載置される。載置された基板は、載置され
た階の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送されて、基板処理が行われる。基板処理が
終了すると、基板は、上述した載置された階の基板搬送経路を介して、その基板搬送経路
の一端に載置され、さらにその基板搬送経路の一端に連結されたインターフェイスを介し
て、基板は外部処理装置に渡され、外部処理装置による処理が再び行われる。
【００２９】
　なお、外部処理装置による処理が終了した複数枚の基板を、インターフェイスを介して
、インターフェイスにそれぞれ連結された各階の基板搬送経路の各々の一端にほぼ同時に
それぞれ載置して、複数の基板処理をほぼ同時に行ってもよいし、一連の基板処理が終了
した基板を、載置された階の基板搬送経路を介して、その基板搬送経路の一端に載置し、
さらにその基板搬送経路の一端に連結されたインターフェイスを介して、基板を外部処理
装置に再び渡し、外部処理装置による処理を含む一連の基板処理を繰返し行ってもよい。
【００３０】
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　請求項６に記載の発明は、請求項１に記載の基板処理装置において、処理対象の基板を
収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセットから未処理の基板を
順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処理部から受け取って
カセット内へ順に収納するインデクサが、前記階層構造になっている一連の基板搬送経路
の一端側に並設されるとともに、前記基板処理装置に連設される外部処理装置と前記処理
部との間で基板の受け渡しを中継するインターフェイスが、前記階層構造になっている一
連の基板搬送経路の他端側に並設されており、前記一連の基板搬送経路の一端が前記イン
デクサに連結されるとともに、前記一連の基板搬送経路の他端が前記インターフェイスに
連結されていることを特徴とするものである。
【００３１】
　〔作用・効果〕請求項６に記載の発明によれば、下記の二通りの作用が生じる。すなわ
ち、一方の作用について説明すると、カセット載置部にカセットが載置されることで、カ
セットに収納されている基板が順に取り出されて処理部へ払い出される。すなわち、基板
は、カセット載置部を有するインデクサを介して、インデクサに連結された一連の基板搬
送経路の一端に載置されることで払い出される。載置された基板は、一連の基板搬送経路
を介して、処理部間で搬送されて、基板処理が行われる。基板処理が終了すると、基板は
、一連の基板搬送経路の他端に載置され、さらにその一連の基板搬送経路の他端に連結さ
れたインターフェイスを介して、基板は外部処理装置に渡され、外部処理装置による処理
が行われる。
【００３２】
　他方の作用について説明すると、外部処理装置による処理が終了すると、終了した基板
は、インターフェイスを介して、インターフェイスに連結された一連の基板搬送経路の他
端に載置される。載置された基板は、一連の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送され
て、基板処理が行われる。基板処理が終了すると、処理された各々の基板は、処理部から
カセット内に順に収納される。すなわち、処理された基板は、一連の基板搬送経路の一端
に載置され、さらにその一連の基板搬送経路の一端に連結されたインデクサを介して、そ
のインデクサにあるカセット載置部に載置されたカセット内に収納される。
【００３３】
　請求項７に記載の発明は、請求項１に記載の基板処理装置において、処理対象の基板を
収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し、前記カセットから未処理の基板を
順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理された基板を処理部から受け取って
カセット内へ順に収納するインデクサが、前記階層構造になっている一連の基板搬送経路
の一端側に並設されるとともに、前記基板処理装置に連設される外部処理装置と前記処理
部との間で基板の受け渡しを中継するインターフェイスが、前記階層構造になっている一
連の基板搬送経路の他端側に並設されており、前記各階の基板搬送経路の各々の一端が前
記インデクサに連結されるとともに、前記各階の基板搬送経路の各々の他端が前記インタ
ーフェイスに連結されていることを特徴とするものである。
【００３４】
　〔作用・効果〕請求項７に記載の発明によれば、各階の基板搬送経路の各々の一端がイ
ンデクサに連結されるとともに、各階の基板搬送経路の各々の他端がインターフェイスに
連結されているので、インデクサ・インターフェイス間をそれぞれ結ぶ各階の搬送経路を
介して、複数枚の基板がそれぞれ個別に搬送されるとき、それぞれの基板が干渉すること
がない。その結果、インデクサ・インターフェイス間の搬送において、外部処理装置によ
る処理も含めた基板の処理効率を向上させることができる。
【００３５】
　様々な基板処理について、このような基板処理装置を適用することができる。例えば、
フォトリソグラフィ工程における、基板に処理液を塗布する塗布処理、および処理液が塗
布された基板を現像する現像処理がある。その一方で、パーティクル（粒子）等によって
基板に悪影響を与えることから、基板処理装置はクリーンルーム内に設置される。クリー
ンルームについては、装置の上方から気体を取り込み下方に気体を逃すダウンフロー形式
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を通常採用しており、これによりパーティクル等を下方に逃して排出させる。基板処理が
塗布処理および現像処理であって本発明の基板処理装置をこのようなクリーンルーム内に
設置する場合に、各階の基板搬送経路は上下に階層構造で配設されているので、塗布処理
に関する処理部または現像処理に関する現像処理部のいずれか１つの処理部を装置の上方
に配設し、もう１つの処理部を装置の下方に配設することになる。また、塗布処理部で用
いられる基板を塗布するための処理液（例えばフォトレジスト液）の方が現像処理部で用
いられる現像液よりも粘性が高いという事情がある。このような事情に鑑みて創作された
請求項８に記載の発明は、以下のような構成を採る。
【００３６】
　すなわち、請求項８に記載の発明は、請求項１から請求項７のいずれかに記載の基板処
理装置において、前記行き専用経路に、基板に処理液を塗布する塗布処理部を配設すると
ともに、前記帰り専用経路に、前記塗布処理部において処理液が塗布された前記基板を現
像する現像処理部を配設し、前記塗布処理部が配設された行き専用経路の上方に前記現像
処理部が配設された帰り専用経路を配設して、それぞれの経路間で基板の受け渡しが可能
に構成することで、一連の基板搬送経路を構成することを特徴とするものである。
【００３７】
　〔作用・効果〕請求項８に記載の発明によれば、塗布処理部に配設された行き専用経路
・現像処理部に配設された帰り専用経路間で基板の受け渡しが可能に構成されることで、
一連の基板搬送経路が構成されているので、塗布処理の後に現像処理を連続的に行うこと
ができる。また、塗布処理部が配設された行き専用経路の上方に現像処理部が配設された
帰り専用経路が配設されていることで、塗布処理部の上方に現像処理部が配設されるので
、塗布処理部の温度を調節するための別個の空調を必要とせずに、クリーンルームのダウ
ンフローをそのまま利用して塗布処理部を温度調節することができる。さらに、塗布処理
部の上方に現像処理部が配設されることで、処理液の飛散を防止してその処理液を排出さ
せるカップも下方に配設することになるので、粘度が高い処理液が粘着した上述のカップ
を交換する際に、現像処理部の上方に塗布処理部が配設されることでカップが上方に配設
されている場合と比較して、カップ交換を容易に行うことができる。
【００３８】
　また、基板処理をより効率良く行うために、各階の基板搬送経路に沿って基板を順送り
に搬送する複数の基板搬送手段を備えるとともに、各基板搬送手段は、処理部に基板を搬
入する搬入用搬送機構と、処理部から基板を搬出する搬出用搬送機構とからなる（請求項
９に記載の発明）のが好ましい。この場合、搬入用搬送機構が処理部に基板を順送りに搬
入する間に、搬出用搬送機構が基板を順送りに搬出することができる。
【００３９】
　また、基板を処理する処理枚数の増減に対応するために、階層構造の基板搬送経路に沿
って配設された処理部群のうち、上下に対向している複数の処理部と、各階の基板搬送経
路のうち、上下に対向している基板搬送経路の一部とを含んで１単位の基板処理ユニット
を構成し、複数個の基板処理ユニットを基板の搬送方向に並べて配設して基板処理装置を
構成する（請求項１０に記載の発明）のが好ましい。このように構成することで、処理枚
数に応じて基板処理ユニットを基板の搬送方向に並べて増設、または基板処理ユニットを
減らすことができる。
【００４０】
　さらに、上述の構成の場合、各基板処理ユニット内の各階の基板搬送経路を、隣接する
別の基板処理ユニット内の同じ階における基板搬送経路にそれぞれ連結する（請求項１１
に記載の発明）のが好ましい。このように連結することで、基板処理ユニットを基板の搬
送方向に並べて配設すると、各階の基板搬送経路をそれぞれ簡易に構成することができる
。さらに、隣接する２つの基板処理ユニットの間に、それらの基板処理ユニット間で基板
を受け渡すために基板を載置する載置台を各階の基板搬送経路上にそれぞれ配設する（請
求項１２に記載の発明）のが好ましい。このように配設することで、隣接する基板処理ユ
ニット間で基板の受け渡しを容易に行うことができる。
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【００４１】
　このような請求項１１，１２の場合であって、塗布処理を例に採ると、複数の基板処理
ユニットのうちの少なくとも１つは、処理部として、フォトレジスト膜を基板に塗布形成
するレジスト塗布処理部である（請求項１３に記載の発明）、または複数の基板処理ユニ
ットのうちの少なくとも１つは、処理部として、基板上に形成されたフォトレジスト膜か
らの光の反射を防止するために反射防止膜を基板に塗布形成する反射防止膜塗布処理部で
ある（請求項１４に記載の発明）のが好ましい。
【００４２】
　また、請求項１５に記載の発明は、基板処理を行う複数の処理部を備えた基板処理装置
であって、前記処理部間で基板を搬送する経路である基板搬送経路が、上下に階層構造で
配設されており、処理対象の基板を収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し
、前記カセットから未処理の基板を順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理
された基板を処理部から受け取ってカセット内へ順に収納するインデクサを備え、前記各
階の基板搬送経路の各々の一端が、前記インデクサにそれぞれ連結されており、基板をそ
れぞれ仮置きするバッファを各々の基板搬送経路ごとに配設することを特徴とするもので
ある。
【００４３】
　〔作用・効果〕請求項１５に記載の発明によれば、上下に階層構造で配設された基板搬
送経路において、各階の基板搬送経路の各々の一端がインデクサに連結されているので、
カセット載置部にカセットを載置し、カセットに収納されている基板を順に取り出して処
理部に払い出すには、インデクサを介して、いずれかの階の基板搬送経路の一端に基板を
載置することで処理部への払出を行うことができ、基板処理後において処理された基板を
処理部から受け取ってカセット内へ順に収納するには、いずれかの階の基板搬送経路の一
端に載置された基板を、インデクサを介して、そのインデクサにあるカセット載置部に載
置されたカセット内に載置することでカセット内への収納を行うことができる。さらには
、インデクサを介して、各階の基板搬送経路間での基板の受け渡しを行うことができる。
また、基板搬送経路が上下に階層構造で配設されているので、装置を設置する床面積（フ
ットプリント）が増大することもない。さらには、大量の基板について処理を行う場合で
も、必要に応じて、インデクサを介して基板を各階の基板搬送経路に退避させる、あるい
は搬送することで、基板同士の干渉を低減させることができ、その結果、従来と比較して
処理効率を向上させることができる。また、基板をそれぞれ仮置きするバッファを各々の
基板搬送経路ごとに配設する。
【００４４】
　また、請求項１６に記載の発明は、基板処理を行う複数の処理部を備えた基板処理装置
であって、前記処理部間で基板を搬送する経路である基板搬送経路が、上下に階層構造で
配設されており、前記基板処理装置に連設される外部処理装置と前記処理部との間で基板
の受け渡しを中継するインターフェイスを備え、前記各階の基板搬送経路の各々の一端が
、インターフェイスにそれぞれ連結されており、基板をそれぞれ仮置きするバッファを各
々の基板搬送経路ごとに配設することを特徴とするものである。
【００４５】
　〔作用・効果〕請求項１６に記載の発明によれば、上下に階層構造で配設された基板搬
送経路において、各階の基板搬送経路の各々の一端がインターフェイスに連結されている
ので、外部処理装置による処理が終了した基板を、インターフェイスを介して、いずれか
の階の基板搬送経路の一端に基板を載置することができ、処理部間で搬送されて一連の基
板処理が終了した基板を、いずれかの階の基板搬送経路の一端に載置し、インターフェイ
スを介して、外部処理装置に基板を渡して、外部処理装置による処理を行うことができる
。さらには、インターフェイスを介して、各階の基板搬送経路間での基板の受け渡しを行
うことができる。請求項１５の場合と同様に、基板搬送経路が上下に階層構造で配設され
ているので、フットプリントが増大することもない。さらには、大量の基板について処理
を行う場合でも、必要に応じて、インターフェイスを介して基板を各階の基板搬送経路に
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退避させる、あるいは搬送することで、基板同士の干渉を低減させることができ、その結
果、従来と比較して処理効率を向上させることができる。また、基板をそれぞれ仮置きす
るバッファを各々の基板搬送経路ごとに配設する。
【００４６】
　また、請求項１７に記載の発明は、基板処理を行う複数の処理部を備えた基板処理装置
であって、前記処理部間で基板を搬送する経路である基板搬送経路が、上下に階層構造で
配設されており、処理対象の基板を収納するカセットが載置されるカセット載置部を有し
、前記カセットから未処理の基板を順に取り出して前記処理部へ払い出すとともに、処理
された基板を処理部から受け取ってカセット内へ順に収納するインデクサと、前記基板処
理装置に連設される外部処理装置と前記処理部との間で基板の受け渡しを中継するインタ
ーフェイスとを備え、前記各階の基板搬送経路の各々の一端が、前記インデクサにそれぞ
れ連結されるとともに、前記各階の基板搬送経路の各々の他端が、インターフェイスにそ
れぞれ連結されており、基板をそれぞれ仮置きするバッファを各々の基板搬送経路ごとに
配設することを特徴とするものである。
【００４７】
　〔作用・効果〕請求項１７に記載の発明によれば、上下に階層構造で配設された基板搬
送経路において、各階の基板搬送経路の各々の一端がインデクサにそれぞれ連結されると
ともに、各階の基板搬送経路の各々の他端が、インターフェイスにそれぞれ連結されてい
るので、下記の３通りの作用が生じる。
【００４８】
　すなわち、１つの作用について説明すると、インデクサを介して、いずれかの階の基板
搬送経路の一端に基板が載置され、載置された基板は、その階の基板搬送経路を介して、
処理部間で搬送されて、基板処理が行われる。処理部間で搬送されて一連の基板処理が終
了した基板が、その階の基板搬送経路の他端に載置され、インターフェイスを介して、外
部処理装置に基板が渡されて、外部処理装置による処理が行われる。
【００４９】
　２つ目の作用について説明すると、外部処理装置による処理が終了した基板が、インタ
ーフェイスを介して、いずれかの階の基板搬送経路の他端に載置され、その階の基板搬送
経路を介して、処理部間で搬送されて、基板処理が行われる。処理部間で搬送されて一連
の基板処理が終了した基板が、その階の基板搬送経路の一端に載置され、インデクサを介
して、そのインデクサにあるカセット載置部に載置されたカセット内に収納される。
【００５０】
　３つ目の作用について説明すると、インデクサまたはインターフェイスを介して、各階
の基板搬送経路間での基板の受け渡しを行うことができる。また、請求項１７に記載の発
明の場合、請求項１５、１６に記載の発明と同様に、基板をそれぞれ仮置きするバッファ
を各々の基板搬送経路ごとに配設する。
【００５１】
　請求項１５、１６の場合と同様に、基板搬送経路が上下に階層構造で配設されているの
で、フットプリントが増大することもない。さらには、大量の基板について処理を行う場
合でも、必要に応じて、インデクサまたはインターフェイスを介して基板を各階の基板搬
送経路に退避させる、あるいは搬送することで、基板同士の干渉を低減させることができ
、その結果、従来と比較して処理効率を向上させることができる。
【００５２】
　このような請求項１５または請求項１７に記載の発明に係る基板処理装置の場合におい
て、すなわち、各階の基板搬送経路の端部がインデクサにそれぞれ連結されている場合に
おいて、下記のように構成するのが好ましい。すなわち、各階の基板搬送経路の端部とイ
ンデクサとの間で基板の受け渡しを行うために基板を載置する第１の載置部を備える（請
求項１８に記載の発明）。この場合、第１の載置部を備えることで、第１の載置部を介し
て、基板搬送経路の端部・インデクサ間で基板の受け渡しを容易に行うことができる。同
様に、請求項１６または請求項１７に記載の発明に係る基板処理装置の場合においても、
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すなわち、各階の基板搬送経路の端部がインターフェイスにそれぞれ連結されている場合
においても、下記のように構成するのが好ましい。すなわち、各階の基板搬送経路の端部
とインターフェイスとの間で基板の受け渡しを行うために基板を載置する第２の載置部を
備える（請求項１９に記載の発明）。この場合、第２の載置部を備えることで、第２の載
置部を介して、基板搬送経路の端部・インターフェイス間で基板の受け渡しを容易に行う
ことができる。
【００５３】
　また、本発明における基板搬送経路が上下に階層構造で配設されていることから、上述
した第１または第２の載置部を、基板搬送経路の最上階から最下階まで上下に対向するよ
うに階層構造で配設し、階層構造の第１または第２の載置部を、インデクサまたはインタ
ーフェイスに配設（請求項２０に記載の発明）するのが好ましい。
【００５４】
　なお、本明細書は、基板処理装置を用いた基板処理方法に係る発明も開示している。
【００５５】
　（１）請求項７に記載の基板処理装置を用いた基板処理方法であって、前記インデクサ
からの未処理の基板を、前記インデクサにそれぞれ連結された各階の基板搬送経路の各々
の一端のいずれかに載置し、載置されたその基板を載置された階の基板搬送経路に沿って
搬送して、前記各々の処理部で基板処理を行い、各々の処理部で処理されたその基板に対
して、載置された階の基板搬送経路の他端に連結されたインターフェイスを介して、前記
外部処理装置に渡して外部処理装置による処理を行い、外部処理装置によって処理された
その基板を、前記インターフェイスを介して、インターフェイスにそれぞれ連結された各
階の基板搬送経路の各々の他端のいずれかに載置し、載置されたその基板を載置された階
の基板搬送経路に沿って搬送して、前記各々の処理部で基板処理を行うことで、前記外部
処理装置による処理を含む一連の基板処理を行うことを特徴と基板処理方法。
【００５６】
　〔作用・効果〕上記の発明によれば、未処理の基板を、インデクサを介して、インデク
サにそれぞれ連結された各階の基板搬送経路の各々の一端のいずれかに載置し、載置され
たその基板を載置された階の基板搬送経路に沿って搬送して、各々の処理部で基板処理を
行う。各々の処理部で処理されたその基板に対して、載置された階の基板搬送経路の他端
に連結されたインターフェイスを介して、外部処理装置に渡して外部処理装置による処理
を行う。外部処理装置によって処理されたその基板を、インターフェイスを介して、イン
ターフェイスにそれぞれ連結された各階の基板搬送経路の各々の他端のいずれかに載置し
、載置されたその基板を載置された階の基板搬送経路に沿って搬送して、各々の処理部で
基板処理を行う。この基板処理方法によって、外部処理装置による処理を含む一連の基板
処理を、インデクサおよびインターフェイスにそれぞれ連結された各階の基板搬送経路の
各々の端部を介して、容易に行うことができる。
【００５７】
　（２）前記（１）に記載の基板処理方法において、前記外部処理装置による処理を含む
一連の基板処理が終了した基板を、前記各階の基板搬送経路の各々の一端に連結されたイ
ンデクサを介して、各階の基板搬送経路の各々の一端のいずれかに載置し、載置されたそ
の基板に対して前記一連の基板処理を繰返し行うことを特徴とする基板処理方法。
【００５８】
　〔作用・効果〕上記の発明によれば、外部処理装置による処理を含む一連の基板処理を
好適に繰り返すことができる。
【発明の効果】
【００５９】
　以上の説明から明らかなように、本発明によれば、一連の基板搬送経路を、上下に階層
構造で配設するとともに、各階の基板搬送経路間で基板の受け渡しが可能に構成し、基板
の搬送方向を交互に逆方向に設定することで、各階の基板搬送経路を、基板が順方向に搬
送される行き専用経路と、基板が逆方向に搬送される帰り専用経路とを上下に交互に配設
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して構成する。このように構成することで、行き専用経路上で搬送される基板と、帰り専
用経路上で搬送される基板とが干渉することがない。従って、それらの基板の干渉による
無駄な待ち時間を低減させることができ、その結果、基板の処理効率を向上させることが
できる。
　また、一方の本発明によれば、上下に階層構造で配設された基板搬送経路において、各
階の基板搬送経路の各々の端部がインデクサに連結されている（請求項１５、１７に記載
の発明）、あるいは各階の基板搬送経路の各々の端部がインターフェイスに連結されてい
る（請求項１６、１７に記載の発明）ので、大量の基板について処理を行う場合でも、必
要に応じて、インデクサまたはインターフェイスを介して基板を各階の基板搬送経路に退
避させる、あるいは搬送することで、基板同士の干渉を低減させることができ、その結果
、従来と比較して処理効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本実施例に係る基板処理装置の概略構成を示す斜視図である。
【図２】本実施例に係る基板処理装置の１階を平面視したときのブロック図である。
【図３】本実施例に係る基板処理装置の２階を平面視したときのブロック図である。
【図４】本実施例に係るインデクサ用搬送機構の概略構成を示す図であって、（ａ）はイ
ンデクサ用搬送機構の平面図、（ｂ）はその右側面図である。
【図５】本実施例に係る熱処理部用／反射防止膜形成処理用／レジスト膜形成処理用／エ
ッジ露光用／現像用搬送機構の概略構成を示す図であって、（ａ）はそれらの搬送機構の
平面図、（ｂ）はその右側面図である。
【図６】本実施例に係る搬送機構が固定される場所および周辺の位置関係を示す図であっ
て、（ａ）は熱処理部用搬送機構が固定された場合の平面図、（ｂ）はインデクサ側にあ
る反射防止膜形成処理用／現像用搬送機構が固定された場合の平面図である。
【図７】本実施例に係る搬送機構が固定される場所および周辺の位置関係を示す図であっ
て、（ａ）はインターフェイス側にあるレジスト膜形成処理用／現像用搬送機構が固定さ
れた場合の平面図、（ｂ）はエッジ露光用搬送機構が固定された場合の平面図である。
【図８】本実施例に係る露光後加熱用搬送機構の概略構成を示す図であって、（ａ）は露
光後加熱用搬送機構の平面図、（ｂ）はその側面図、（ｃ）はその正面図である。
【図９】本実施例に係る熱処理部の概略構成を示す斜視図である。
【図１０】本実施例に係る熱処理部が退避位置にまで移動したときの様子を示す側面図で
ある。
【図１１】本実施例に係る基板処理装置でのフォトリソグラフィ工程における一連の基板
処理を示すフローチャートである。
【図１２】本実施例に係る基板処理装置でのフォトリソグラフィ工程における一連の基板
処理を示すフローチャートである。
【図１３】一連の基板処理中の各処理における基板の位置と、その基板を搬送する搬送機
構との関係を示した図である。
【図１４】平面上に行き／帰り専用経路を構成した場合の基板処理装置の平面ブロック図
である。
【図１５】本実施例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図１６】変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図１７】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図１８】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図１９】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図２０】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図２１】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図２２】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図２３】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図２４】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
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【図２５】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図２６】さらなる変形例に係る基板処理装置を側面視した経路ブロック図である。
【図２７】変形例に係る熱処理部用／反射防止膜形成処理用／レジスト膜形成処理用／エ
ッジ露光用／現像用搬送機構の概略構成を示す図であって、（ａ）はそれらの搬送機構の
平面図であって、（ｂ）はその側面図である。
【図２８】外枠付きの第１～第３の処理ユニットの概略構成を示す斜視図である。
【図２９】従来の基板処理装置の構成を示すブロック図である。
【実施例】
【００６１】
　以下、図面を参照して本発明の一実施例を説明する。
　図１は、実施例に係る基板処理装置の概略構成を示す斜視図であり、図２は、基板処理
装置の１階を平面視したときのブロック図であり、図３は、基板処理装置の２階を平面視
したときのブロック図である。なお、紙面の都合上、図１では基板を多段に収納したカセ
ットを載置するカセット載置台の図示を省略する。また、図２，図３については、後述す
る上下に階層構造で配設された熱処理部やインターフェイス用載置台などについては展開
平面図で表す。なお、説明の都合上、図２，図３の各図に記載した後述するインデクサや
インターフェイスは、本実施例装置にそれぞれが１つ備えられたものであり、各階に設け
られたものでないことに留意されたい。また、本実施例では、フォトリソグラフィ工程に
おいて基板を回転させながらレジスト塗布を行うスピンコータ、およびレジスト塗布され
て、さらに露光処理が行われた基板を回転させながら現像処理を行うスピンデベロッパを
例に採って、基板処理を説明する。
【００６２】
　本実施例に係る基板処理装置は、図１～図３に示すように、インデクサ１とプロセスユ
ニット３とインターフェイス４とから構成されている。本実施例の場合には、インターフ
ェイス４は、レジスト塗布および現像処理などを行うプロセスユニット３と、基板の露光
処理を行う外部処理装置としての露光装置（例えば、ステップ露光を行うステッパなど）
とを連結する。
【００６３】
　次に、インデクサ１の具体的構成について説明する。インデクサ１は、図１～図３に示
すように、カセット載置台２とインデクサ用搬送経路７とインデクサ用搬送機構８とから
構成されている。カセット載置台２は、複数枚（例えば２５枚）の未処理の基板Ｗまたは
処理済の基板Ｗを収納したカセットＣが複数個（図２，図３では４個）載置可能に構成さ
れている。また、搬送経路７は、複数個のカセットＣが載置されるカセット載置台２に沿
って水平方向に形成されている。搬送機構８は、昇降移動および搬送経路７上を水平移動
することで、カセット載置台２上のカセットＣとプロセスユニット３との間で基板Ｗの受
け渡しを行うことができるように構成されている。さらに具体的に説明すると、搬送機構
８は、カセット載置台２に載置されたカセットＣから未処理の基板Ｗを順に取り出してプ
ロセスユニット３に払い出す一方、処理済の基板Ｗをプロセスユニット３から受け取って
、カセット載置台６に置かれた所定のカセットＣに処理済の基板Ｗを順に収納する。この
カセット載置台２は、本発明におけるカセット載置部に相当する。
【００６４】
　次に、インデクサ用搬送機構８の具体的構成について、図４を参照して説明する。搬送
機構８は、図４（ａ）の平面図、および図４（ｂ）の右側面図に示すように、インデクサ
用搬送経路７の方向（ｙ方向）である矢印ＲＡの方向にアーム基台８ａを水平移動させる
ｙ軸移動機構８ｂと、矢印ＲＢの方向（ｚ方向）にアーム基台８ａを昇降移動させるｚ軸
昇降機構８ｃと、ｚ軸周り（矢印ＲＣの方向）にアーム基台８ａを回転させる回転駆動機
構８ｄとを備えている。このアーム基台８ａには基板Ｗを保持するアーム８ｅが備えられ
ており、このアーム８ｅは、回転半径方向（矢印ＲＤの方向）に進退移動可能に構成され
ている。
【００６５】
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　ｙ軸移動機構８ｂは、図４（ａ）に示すように、螺軸８ｆと、この螺軸８ｆを軸心周り
に回転させるモータ８ｇとを備えており、この螺軸８ｆには上述したｚ軸昇降機構８ｃの
基部が螺合されている。モータ８ｇの回転によって、螺軸８ｆに取り付けられたｚ軸昇降
機構８ｃが水平方向に移動する。
【００６６】
　ｚ軸昇降機構８ｃは、図４（ｂ）に示すように、ｙ軸移動機構８ｂと同じく、螺軸８ｈ
と、この螺軸８ｈを軸心周りに回転させるモータ８ｉとを備えており、この螺軸８ｈには
上述した回転駆動機構８ｄの基部が螺合されている。モータ８ｉの回転によって、螺軸８
ｈに取り付けられた回転駆動機構８ｄが昇降移動する。
【００６７】
　回転駆動機構８ｄは、図４（ｂ）に示すように、上述したアーム基台８ａと、このアー
ム基台８ａを軸心周りに回転させるモータ８ｊと、アーム基台８ａとモータ８ｊとを支持
する支持部材８ｋとを備えている。モータ８ｊの回転によって、アーム基台８ａがアーム
８ｅとともに水平面内で回転する。
【００６８】
　このように構成されることで、アーム基台８ａのアーム８ｅに保持された基板Ｗは、カ
セット載置台２に沿った水平移動，昇降移動，水平面内の回転移動，水平面内の進退移動
がそれぞれ可能となる。
【００６９】
　図１～図３に戻って、プロセスユニット３の具体的構成について説明する。プロセスユ
ニット３は、図２，図３に示すように、インデクサ１側から順に配置された第１の処理ユ
ニット９，第２の処理ユニット１０，第３の処理ユニット１１から構成されている。この
第１～第３の処理ユニット９～１１は、本発明における基板処理ユニットに相当する。
【００７０】
　また、上述した第１～第３の処理ユニット９～１１は、１階から２階にわたって貫くよ
うにそれぞれ配置されている。第１の処理ユニット９の１階には、図２に示すように、基
板Ｗ上に形成されたフォトレジスト膜からの光の反射を防止するために下地用の反射防止
膜（Bottom Anti-Reflective Coating）を基板Ｗに塗布形成するスピンコータ（Spin Coa
ter）（図２中に符号『ＳＣ』で示す）や熱処理部などを含む反射防止膜形成用セル１２
が配設されている。第２の処理ユニット１０の１階には、基板Ｗを回転させながらフォト
レジスト膜を基板Ｗに塗布形成するスピンコータや熱処理部などを含むレジスト膜形成用
セル１３が配設されている。第３の処理ユニット１１の１階には露光処理後の基板Ｗを加
熱する（Post Exposure Bake）（図３中に符号『ＰＥＢ』で示す）ための露光後加熱用セ
ル１４が配設されている。この反射防止膜形成用およびレジスト膜形成用のスピンコータ
ＳＣは、本発明における塗布処理部に相当し、反射防止膜形成用セル１２内のスピンコー
タＳＣは、本発明における反射防止膜用塗布処理部に、レジスト膜形成用セル１３内のス
ピンコータＳＣは、本発明におけるレジスト塗布処理部にそれぞれ相当する。
【００７１】
　一方、第１の処理ユニット９の２階には、図３に示すように、露光処理後の基板Ｗを回
転させながら現像処理を行うスピンデベロッパ（Spin Developer）（図３中に符号『ＳＤ
』で示す）や熱処理部などを含む現像用セル１５Ａが配設されている。第２の処理ユニッ
ト１０の２階には、第１の処理ユニット９と同様の現像用セル１５Ｂが配設されている。
第３の処理ユニット１１の２階には、同ユニット１１の１階と同様の露光後加熱用セル１
４が配設されている。この現像用セル１５内のスピンデベロッパＳＤは、本発明における
現像処理部に相当する。
【００７２】
　以上のように、反射防止膜形成用セル１２とインデクサ１側にある現像用セル１５Ａと
で第１の処理ユニット９を、レジスト膜形成用セル１３とインターフェイス４側にある現
像用セル１５Ｂとで第２の処理ユニット１０を、１階および２階に設けられた２つの露光
後加熱用セル１４で第３の処理ユニット１１を、それぞれ構成している。
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【００７３】
　次に、反射防止膜形成用セル１２の具体的構成について説明する。反射防止膜形成用セ
ル１２は、図２に示すように、３つの熱処理部１６Ａ，１６Ｂ，１６Ｃと、これらの熱処
理部１６Ａ，１６Ｂ，１６Ｃ間で基板Ｗの受け渡しを行う熱処理部用搬送機構１７と、反
射防止膜を基板Ｗにそれぞれ塗布する２つのスピンコータＳＣと、熱処理部１６Ａおよび
２つのスピンコータＳＣ間で基板Ｗの受け渡しを行う反射防止膜形成処理用搬送機構１８
とから構成されている。
【００７４】
　３つの熱処理部１６Ａ，１６Ｂ，１６Ｃは、図２に示すように、熱処理部用搬送機構１
７に対向するように、その周囲の３箇所に配設されており、各々の熱処理部１６Ａ，１６
Ｂ，１６Ｃは上下に階層構造でそれぞれ配設されている。
【００７５】
　インデクサ１に隣接して配設されている熱処理部１６Ａは、加熱された基板Ｗを冷却し
て常温に保つための２つの冷却部（図２，図３中に符号『ＣＰ』で示す），基板Ｗとフォ
トレジスト膜との密着性を向上させるための処理を行う４つのアドヒージョン（Adhesion
）処理部（図２，図３中に符号『ＡＨＬ』で示す），熱処理を行わずに基板Ｗを載置して
基板Ｗを受け渡すための基板載置部（図２，図３中に符号『Ｐａｓｓ』で示す）を下から
順に積層することで構成されている。なお、アドヒージョン処理では、ＨＭＤＳ〔(CH３)

３SiNHSi(CH３)３〕を蒸気状にしてレジスト塗布前の基板Ｗを処理する。
【００７６】
　この熱処理部１６Ａは、基板載置部Ｐａｓｓ、アドヒージョン処理部ＡＨＬ、冷却部Ｃ
Ｐを使って、インデクサ１にあるインデクサ用搬送機構８と、熱処理部用搬送機構１７と
、反射防止膜形成処理用搬送機構１８との間で基板Ｗを受け渡す機能をも備えている。す
なわち、インデクサ用搬送機構８と熱処理部用搬送機構１７とは、基板載置部Ｐａｓｓを
介して受け渡しを行う構成となっており、基板載置部Ｐａｓｓには、インデクサ用搬送機
構８と熱処理部用搬送機構１７とに対峙する面にのみそれぞれの搬送機構が進入すること
ができるように開口部１６ａが形成されている（図９参照）。また、熱処理部用搬送機構
１７と反射防止膜形成処理用搬送機構１８とは、冷却部ＣＰを介して受け渡しを行う構成
となっており、冷却部ＣＰには、熱処理部用搬送機構１７と反射防止膜形成処理用搬送機
構１８とに対峙する面にのみそれぞれの搬送機構が進入することができるように開口部１
６ａが形成されている（図９参照）。なお、アドヒージョン処理部ＡＨＬは、熱処理部用
搬送機構１７としか基板Ｗの受け渡しを行わないので、熱処理部用搬送機構１７が進入す
ることができるように熱処理部用搬送機構１７に対峙した面にのみ開口部１６ａが形成さ
れている（図９参照）。
【００７７】
　熱処理部１６Ｂには、熱処理部用搬送機構１７に面して開口部１６ａ（図１，図９参照
）が、それぞれ各層に設けられている。そして、熱処理部用搬送機構１７は、この開口部
１６ａを介して、熱処理部１６Ｂに基板Ｗを搬入して、熱処理部１６Ｂから基板Ｗを搬出
する。また、基板Ｗを加熱するための７つの加熱部（図２，図３中に符号『ＨＰ』で示す
）を下から順に積層することで、熱処理部１６Ｂは構成されている。
【００７８】
　熱処理部１６Ｃは、反射防止膜形成用セル１２とレジスト膜形成用セル１３とにまたが
って配設されている。このように配設されることで、反射防止膜形成用セル１２以外にレ
ジスト膜形成用セル１３も、この熱処理部１６Ｃを共用している。この熱処理部１６Ｃは
、熱処理部１６Ａと同様の３つの冷却部ＣＰ，熱処理部１６Ｂと同様の３つの加熱部ＨＰ
，熱処理部１６Ａと同様の基板載置部Ｐａｓｓを下から順に積層することで構成されてい
る。
【００７９】
　このうち、本実施形態の構成においては、３つのＣＰは、必要に応じて反射防止膜形成
用セル１２用として用いられ、３つの加熱部ＨＰは、レジスト膜形成用セル１３用として
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用いられる。この熱処理部１６Ｃの基板載置部Ｐａｓｓには、熱処理部用搬送機構１７と
後述するレジスト膜形成用セル１３内に配置された熱処理部用搬送機構１９との間で基板
Ｗの受け渡しが可能なように、それぞれ熱処理部用搬送機構１７および熱処理部用搬送機
構１９に対峙した面にのみ開口部１６ａが形成されている（図９参照）。熱処理部１６Ｃ
を構成する３つの冷却部ＣＰには、熱処理部用搬送機構１７のみ基板Ｗの受け渡しが可能
なように、熱処理部用搬送機構１７に対峙する面にのみ開口部１６ａが形成されている。
同様に、熱処理部１６Ｃを構成する３つの加熱部ＨＰには、熱処理部用搬送機構１９のみ
基板Ｗの受け渡しが可能なように、熱処理部用搬送機構１９に対峙する面にのみ開口部１
６ａが形成されている。
【００８０】
　この熱処理部１６Ｃ内の基板載置部Ｐａｓｓは、互いに隣接する反射防止膜形成用セル
１２・レジスト膜形成用セル１３間で基板を受け渡すための載置台であって、この熱処理
部１６Ｃ内の基板載置部Ｐａｓｓ、および後述する熱処理部１６Ｈ内の基板載置部Ｐａｓ
ｓは、本発明における載置台に相当する。
【００８１】
　反射防止膜形成用セル１２内のスピンコータＳＣは、上述したように基板Ｗを回転させ
ながら反射防止膜形成処理を行うように構成されている。詳述すると、基板Ｗを保持して
水平面内に回転させるスピンチャック，反射防止液を吐出するノズルなどから構成されて
いる。このスピンチャックに保持されて回転している基板Ｗの中心に向けてノズルから反
射防止液を吐出することで、基板Ｗの遠心力により反射防止膜が基板Ｗの中心から全面に
わたって塗布形成される。
【００８２】
　熱処理部用搬送機構１７と反射防止膜形成処理用搬送機構１８と、後述する熱処理部用
搬送機構１９とレジスト膜形成処理用搬送機構２０とエッジ露光用搬送機構２１と熱処理
部用搬送機構２３と現像用搬送機構２４とは同じ構成からなる。これらの搬送機構の具体
的構成については後で説明する。
【００８３】
　次に、レジスト膜形成用セル１３の具体的構成について説明する。レジスト膜形成用セ
ル１３は、図２に示すように、反射防止膜形成用セル１２と同じく、３つの熱処理部１６
Ｃ，１６Ｄ，１６Ｅと、これらの熱処理部１６Ｃ，１６Ｄ，１６Ｅ間で基板Ｗの受け渡し
を行う熱処理部用搬送機構１９と、フォトレジスト液を基板Ｗにそれぞれ塗布する２つの
スピンコータＳＣと、熱処理部１６Ｄおよび２つのスピンコータＳＣ間で基板Ｗの受け渡
しを行うレジスト膜形成処理用搬送機構２０とから構成されている。
【００８４】
　反射防止膜形成用セル１２と同じく、３つの熱処理部１６Ｃ，１６Ｄ，１６Ｅは、図２
に示すように、熱処理部用搬送機構１９に対向するように、その周囲の３箇所に配設され
ており、各々の熱処理部１６Ｃ，１６Ｄ，１６Ｅは上下に階層構造でそれぞれ配設されて
いる。
【００８５】
　第３の処理ユニット１１に隣接して配設されている熱処理部１６Ｄは、６つの冷却部Ｃ
Ｐ，基板載置部Ｐａｓｓを下から順に積層することで構成されている。
【００８６】
　この熱処理部１６Ｄは、基板載置部Ｐａｓｓを通じて、熱処理部用搬送機構１９と後述
する露光後加熱用セル１４内に配置されたエッジ露光用搬送機構２１との間で基板Ｗの受
け渡しを行う機能をも備えている。すなわち、熱処理部用搬送機構１９とエッジ露光用搬
送機構２１とは、基板載置部Ｐａｓｓを介して受け渡しを行う構成となっており、基板載
置部Ｐａｓｓには、熱処理部用搬送機構１９とエッジ露光用搬送機構２１とに対峙する面
にのみそれぞれの搬送機構が進入することができるように開口部１６ａが形成されている
（図９参照）。また、６つの冷却部ＣＰには、それぞれ熱処理部用搬送機構１９とレジス
ト膜形成処理用搬送機構２０とに対峙する面にのみそれぞれの搬送機構が進入することが
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できるように開口部１６ａが形成されている（図１，図９参照）。
【００８７】
　熱処理部１６Ｅには、熱処理部用搬送機構１７に面して開口部１６ａ（図１，図９参照
）が、それぞれ各層に設けられている。そして、熱処理部用搬送機構１９は、この開口部
１６ａを介して、熱処理部１６Ｅに基板Ｗを搬入して、熱処理部１６Ｅから基板Ｗを搬出
する。反射防止膜形成用セル１２内の熱処理部１６Ｂとほぼ同じような構成で、４つの冷
却部ＣＰ，３つの加熱部ＨＰを下から順に積層することで、熱処理部１６Ｅは構成されて
いる。
【００８８】
　上述したように熱処理部１６Ｃは、反射防止膜形成用セル１２とレジスト膜形成用セル
１３とにまたがって配設されており、レジスト膜形成用セル１３以外に反射防止膜形成用
セル１２も、この熱処理部１６Ｃを共用している。つまり、熱処理部１６Ｃは反射防止膜
形成用セル１２内の熱処理部１６Ｃでもある。熱処理部１６Ｃの構成については説明を省
略する。
【００８９】
　レジスト膜形成用セル１３内のスピンコータＳＣは、フォトレジスト液を吐出してフォ
トレジスト膜を塗布形成する以外には、反射防止膜形成用セル１２内のスピンコータＳＣ
と同様の構成をしているので、レジスト膜形成用セル１３内のスピンコータＳＣの説明を
省略する。
【００９０】
　次に、１階部分の露光後加熱用セル１４の具体的構成について説明する。露光後加熱用
セル１４の１階部分は、図２に示すように、露光処理前に基板Ｗの端縁（エッジ）部分を
露光するエッジ露光処理（Edge Exposure Unit）をそれぞれ行うための２つのエッジ露光
部（図２中に符号『ＥＥ』で示す）と、熱処理部１６Ｄ，２つのエッジ露光部ＥＥ，およ
びインターフェイス４内の後述するインターフェイス用載置台３０間で基板Ｗの受け渡し
を行うエッジ露光用搬送機構２１とから構成されている。
【００９１】
　２つのエッジ露光部ＥＥは、図２に示すような位置で、それぞれが互いに上下に積層さ
れた状態で配設されている。他の熱処理部１６と同様に、各エッジ露光部ＥＥには、エッ
ジ露光用搬送機構２１に面して開口部１６ａ（図１，図９参照）がそれぞれ設けられてい
る。そして、エッジ露光用搬送機構２１は、この開口部１６ａを介して、エッジ露光部Ｅ
Ｅに基板Ｗを搬入して、エッジ露光部ＥＥから基板Ｗを搬出する。
【００９２】
　次に、２階部分の露光後加熱用セル１４の具体的構成について説明する。露光後加熱用
セル１４の２階部分は、図３に示すように、露光処理後の基板Ｗをそれぞれ加熱する８つ
の露光後加熱部(図３中に符号『ＰＥＢ』で示す）と、４つの冷却部ＣＰと、これらの露
光後加熱部ＰＥＢ，冷却部ＣＰ，インターフェイス４内の後述するインターフェイス用載
置台３０，および現像用セル１５Ｂ内の後述する熱処理部１６Ｆ間で基板Ｗの受け渡しを
行う露光後加熱用搬送機構２２とから構成されている。
【００９３】
　８つの露光後加熱部ＰＥＢ，４つの冷却部ＣＰのうち、それぞれ半数（２つの冷却部Ｃ
Ｐ，４つの露光後加熱部ＰＥＢ）が下から順に積層された状態で、図３に示すように、露
光後加熱用搬送機構２２に対向するように、それぞれが配設されている。各露光後加熱部
ＰＥＢ，冷却部ＣＰには、露光後加熱用搬送機構２２に面して開口部１６ａ（図１，図９
参照）がそれぞれ設けられている。そして、露光後加熱用搬送機構２２は、この開口部１
６ａを介して、各露光後加熱部ＰＥＢ，冷却部ＣＰに基板Ｗを搬入して、各露光後加熱部
ＰＥＢ，冷却部ＣＰから基板Ｗを搬出する。露光後加熱用搬送機構２２の具体的構成につ
いても後で説明する。
【００９４】
　次に、現像用セル１５（１５Ａ，１５Ｂ）の具体的構成について説明する。現像用セル
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１５のうち、インターフェイス４側にある現像用セル１５Ｂは、図３に示すように、３つ
の処理部１６Ｆ、１６Ｇ，１６Ｈと、これらの熱処理部１６Ｆ，１６Ｇ，１６Ｈ間で基板
Ｗの受け渡しを行う熱処理部用搬送機構２３と、露光処理後の基板Ｗを回転させながら現
像処理をそれぞれ行う２つのスピンデベロッパＳＤと、熱処理部１６Ｆおよび２つのスピ
ンデベロッパＳＤ間で基板Ｗの受け渡しを行う現像用搬送機構２４とから構成されている
。
【００９５】
　３つの熱処理部１６Ｆ，１６Ｇ，１６Ｈは、図３に示すように、熱処理部用搬送機構２
３に対向するように、その周囲の３箇所に配設されており、熱処理部１６Ｆ，１６Ｇは上
下に階層構造でそれぞれ配設されている。
【００９６】
　第３の処理ユニット１１に隣接、すなわちインターフェイス４側に配設されている熱処
理部１６Ｆは、４つの冷却部ＣＰ，基板載置部Ｐａｓｓを下から順に積層することで構成
されている。
【００９７】
　この熱処理部１６Ｆは、基板載置部Ｐａｓｓを通じて、熱処理部用搬送機構２３と露光
後加熱用搬送機構２２との間で基板Ｗを受け渡す機能をも備えている。すなわち、熱処理
部用搬送機構２３と露光後加熱用搬送機構２２とは、基板載置部Ｐａｓｓを介して受け渡
しを行う構成となっており、基板載置部Ｐａｓｓには、熱処理部用搬送機構２３と露光後
加熱用搬送機構２２とに対峙する面にのみそれぞれの搬送機構が進入することができるよ
うに開口部１６ａが形成されている（図１，図９参照）。また、４つのＣＰには、それぞ
れ熱処理部用搬送機構２３と現像用搬送機構２４とに対峙する面にのみそれぞれの搬送機
構が進入することができるように開口部１６ａが形成されている（図１，図９参照）。
【００９８】
　熱処理部１６Ｇには、熱処理部用搬送機構２３に面して開口部１６ａ（図１，図９参照
）が、それぞれ各層に設けられている。そして、熱処理部用搬送機構２３は、この開口部
１６ａを介して、熱処理部１６Ｇに基板Ｗを搬入して、熱処理部１６Ｇから基板Ｗを搬出
する。また、２つの冷却部ＣＰ，３つの加熱部ＨＰを下から順に積層することで、熱処理
部１６Ｇは構成されている。
【００９９】
　熱処理部１６Ｈは、現像用セル１５Ａ，１５Ｂにまたがって配設されている。このよう
に配設されることで、現像用セル１５Ｂ以外に現像用セル１５Ａも、この熱処理部１６Ｈ
を共用している。この熱処理部１６Ｈは、２つの冷却部ＣＰ，２つの加熱部ＨＰ，１つの
基板載置部Ｐａｓｓを下から順に積層することで構成されている。
【０１００】
　このうち、本実施形態の構成においては、下から２段目の冷却部ＣＰと下から４段目の
加熱部ＨＰとは、現像用セル１５Ｂ用として用いられ、下から１段目の冷却部ＣＰと下か
ら３段目の加熱部ＨＰとは、現像用セル１５Ａ用として用いられる。この熱処理部１６Ｈ
の基板載置部Ｐａｓｓには、熱処理部用搬送機構２３と後述する現像用セル１５Ａ内に配
置される熱処理部用搬送機構２３との間で基板Ｗの受け渡しが可能なように、それぞれ熱
処理部用搬送機構２３，熱処理部用搬送機構２３に対峙した面にのみ開口部１６ａが形成
されている（図１，図９参照）。熱処理部１６Ｈを構成する現像用セル１５Ｂとして用い
られる冷却部ＣＰと加熱部ＨＰには、現像用セル１５Ｂ内に配置された熱処理部用搬送機
構２３のみ基板Ｗの受け渡しが可能なように、熱処理部用搬送機構２３に対峙する面にの
み開口部１６ａが形成されている。同様に、熱処理部１６Ｈを構成する現像用セル１５Ａ
用として用いられる冷却部ＣＰと加熱部ＨＰには、現像用セル１５Ａ内に配置された熱処
理部用搬送機構２３のみ基板Ｗの受け渡しが可能なように、熱処理部用搬送機構２３に対
峙する面にのみ開口部１６ａが形成されている。
【０１０１】
　インデクサ１側にある現像用セル１５Ａは、それぞれの構成が現像用セル１５Ｂに対し
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て左右逆（ｙｚ平面に対して左右対称）に配設されている以外には、インターフェイス４
側にある現像用セル１５Ｂと同様の構成をしているので、現像用セル１５Ａの説明を省略
する。なお、現像用セル１５Ａ内の熱処理部１６Ｆは、冷却部ＣＰにおいて、熱処理部用
搬送機構２３と現像用搬送機構２４との間で基板Ｗを受け渡す機能を有するとともに、基
板載置部Ｐａｓｓにおいて熱処理部用搬送機構２３とインデクサ用搬送機構８との間で基
板Ｗを受け渡す機能をも果たす。すなわち、熱処理部１６Ｆの冷却部ＣＰは、熱処理部用
搬送機構２３と現像用搬送機構２４とに対峙する面にのみ開口部１６ａが形成され、基板
載置部Ｐａｓｓには、熱処理部用搬送機構２３とインデクサ用搬送機構８とに対峙する面
にのみ開口部１６ａが形成されている。また、２つの現像用セル１５（現像用セル１５Ａ
，１５Ｂ）を設けた理由は、一方の現像用セル１５内にある２つのスピンデベロッパＳＤ
で基板Ｗがともに処理されているときに、露光後加熱処理後の別の基板Ｗを他方の現像用
セル１５内にあるスピンデベロッパＳＤで処理するためである。
【０１０２】
　このように、プロセスユニット３は、反射防止膜形成用セル１２と現像用セル１５Ａと
からなる第１の処理ユニット９、レジスト膜形成用セル１３と現像用セル１５Ｂとからな
る第２の処理ユニット１０、２階部分の露光後加熱用セル１４と１階部分の露光後加熱用
セル１４とからなる第３の処理ユニット１１から構成されている。
【０１０３】
　そして、１階部分に関しては、熱処理部用搬送機構１７と熱処理部用搬送機構１９とが
、熱処理部１６（１６Ａ～１６Ｇ）のうち、熱処理部１６Ｃに対して基板Ｗの受け渡しを
行うことで、それらの搬送機構１７，１９がその熱処理部１６Ｃを共用し、熱処理部用搬
送機構１７と反射防止膜形成処理用搬送機構１８とが、熱処理部１６Ａに対して基板Ｗの
受け渡しを行うことで、それらの搬送機構１７，１８がその熱処理部１６Ａを共用し、熱
処理部用搬送機構１９とレジスト膜形成処理用搬送機構２０とエッジ露光用搬送機構２１
とが、熱処理部１６Ｄに対して基板Ｗの受け渡しを行うことで、それらの搬送機構１９，
２０，２１がその熱処理部１６Ｄを共用する。つまり、これらの熱処理部１６Ａ，１６Ｃ
，１６Ｄを介在させて、これらの搬送機構１７～２１を並べて配設することで、各熱処理
部１６・スピンコータＳＣ間で基板Ｗを搬送する経路である処理部搬送経路２５を構成し
ている。また、処理部搬送経路２５は、図２中の矢印の方向で基板Ｗが受け渡されて搬送
される。この処理部搬送経路２５は、本発明における基板搬送経路に相当する。
【０１０４】
　２階部分に関しては、現像用セル１５Ａ、および現像用セル１５Ｂの各々の熱処理部用
搬送機構２３が、熱処理部１６（１６Ａ～１６Ｇ）のうち、熱処理部１６Ｈに対して基板
Ｗの受け渡しを行うことで、それらの搬送機構２３がその熱処理部１６Ｈを共用し、露光
後加熱用搬送機構２２と現像用セル１５Ｂ内の熱処理部用搬送機構２３と現像用セル１５
Ｂ内の現像用搬送機構２４とが、現像用セル１５Ｂ内の熱処理部１６Ｆに対して基板Ｗの
受け渡しを行うことで、それらの搬送機構２２～２４がその熱処理部１６Ｆを共用し、現
像用セル１５Ａ内の熱処理部用搬送機構２３と現像用セル１５Ａ内の現像用搬送機構２４
とが、現像用セル１５Ａ内の熱処理部１６Ｆに対して基板Ｗの受け渡しを行うことで、そ
れらの搬送機構２３，２４がその熱処理部１６Ｆを共用する。つまり、これらの熱処理部
１６Ｆ，１６Ｈを介在させて、これらの搬送機構２２～２４を並べて配設することで、各
熱処理部１６・スピンデベロッパＳＤ間で基板Ｗを搬送する経路である処理部搬送経路２
６を構成している。また、処理部搬送経路２６は、図３中の矢印の方向で基板Ｗが受け渡
されて搬送される。この処理部搬送経路２６も、本発明における基板搬送経路に相当する
。
【０１０５】
　つまり、処理部搬送経路２５，２６が、上下に２階の階層構造で配設されていることに
なる。また、１階の処理部搬送経路２５および２階の処理部搬送経路２６の一端側（図２
，図３では左側）が、インデクサ１にそれぞれ連結されている。また、１階の処理部搬送
経路２５および２階の処理部搬送経路２６の他端側（図２，図３では右側）が、インター
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フェイス４にそれぞれ連結されている。これらの処理部搬送経路２５，２６は、基板の搬
送方向が互いに逆方向に設定されることにより、処理部搬送経路２５は、基板Ｗが順方向
（本実施例では、インデクサ１から出て行く方向）に搬送される行き専用経路を構成し、
処理部搬送経路２６は、基板Ｗが逆方向（本実施例では、インデクサ１に戻って行く方向
）に搬送される帰り専用経路を構成している。
【０１０６】
　次に、搬送機構１７～２１，２３，２４の具体的構成について、図５～図７を参照して
説明する。なお、上述したように、これらの搬送機構は同じ構成からなるので、熱処理部
用搬送機構１７のみについて説明する。熱処理部用搬送機構１７は、図５（ａ）の平面図
、および図５（ｂ）の右側面図に示すように、ｚ軸周り（矢印ＲＥの方向）にアーム基台
１７ａを回転させる回転駆動機構１７ｂと、アーム基台１７ａを矢印ＲＦの方向（ｚ方向
）に昇降移動させるｚ軸昇降機構１７ｃとを備えている。このアーム基台１７ａには基板
Ｗを保持するアーム１７ｄが備えられており、このアーム１７ｄは、回転半径方向（矢印
ＲＧの方向）に進退移動可能に構成されている。
【０１０７】
　インデクサ用搬送機構８の回転駆動機構８ｄと同様に、回転駆動機構１７ｂは、図５（
ｂ）に示すように、アーム基台１７ａを回転させるモータ１７ｅと、アーム基台１７ａと
モータ１７ｅとを支持する支持部材１７ｆとを備えている。
【０１０８】
　ｚ軸昇降機構１７ｃは、図５（ｂ）に示すように、螺軸１７ｇと、この螺軸１７ｇを回
転させるモータ１７ｈとを備えており、この螺軸１７ｇには上述した回転駆動機構１７ｂ
の基部が螺合されている。モータ１７ｈの回転によって、螺軸１７ｇに取り付けられた回
転駆動機構１７ｂが昇降移動する。また、このｚ軸昇降機構１７ｃは、装置基台上に立設
固定されているので、インデクサ用搬送機構８のｚ軸昇降機構８ｃのように水平方向には
移動しない。
【０１０９】
　このように構成されることで、アーム基台１７ａのアーム１７ｄに保持された基板Ｗは
、水平面内での回転移動、昇降移動、および進退移動がそれぞれ可能となる。また、ｚ軸
昇降機構１７ｃは、図６（ａ）に示すように、熱処理部１６Ａ，１６Ｂ，１６Ｃの３方向
以外であるスピンコータＳＣの方向に面して固定される。これにより基板Ｗは、熱処理部
用搬送機構１７によって熱処理部１６Ａ，１６Ｂ，１６Ｃ間で受け渡される。
【０１１０】
　熱処理部用搬送機構１７と同様に、熱処理部用搬送機構１９，熱処理部用搬送機構２３
のｚ軸昇降機構１９ｃ，２３ｃについても、図６（ａ）に示すような方向、すなわち熱処
理部用搬送機構１９の場合はスピンコータＳＣ、熱処理部用搬送機構２３の場合はスピン
デベロッパＳＤの方向に面して固定される。
【０１１１】
　反射防止膜形成処理用搬送機構１８，インデクサ１側にある現像用セル１５Ａ内の現像
用搬送機構２４のｚ軸昇降機構１８ｃ，２４ｃについては、図６（ｂ）に示すような方向
、すなわちインデクサ１の方向に面して固定され、これにより基板Ｗは、これらの各搬送
機構１８，２４によって，反射防止膜形成処理用搬送機構１８の場合はスピンコータＳＣ
と熱処理部１６Ａとの間で、現像用搬送機構２４の場合はスピンデベロッパＳＤと熱処理
部１６Ｆとの間でそれぞれ受け渡される。
【０１１２】
　レジスト膜形成処理用搬送機構２０，インターフェイス４側にある現像用セル１５Ｂ内
の現像用搬送機構２４のｚ軸昇降機構２０ｃ，２４ｃについては、図７（ａ）に示すよう
な方向、すなわちインターフェイス４の方向に面して固定され、これにより基板Ｗは、こ
れらの各搬送機構２０，２４によって，レジスト膜形成処理用搬送機構２０の場合はスピ
ンコータＳＣと熱処理部１６Ｄとの間で、現像用搬送機構２４の場合はスピンデベロッパ
ＳＤと熱処理部１６Ｆとの間でそれぞれ受け渡される。
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【０１１３】
　エッジ露光用搬送機構２１のｚ軸昇降機構２１ｃについては、図７（ｂ）に示すように
、熱処理部１６Ｄ、エッジ露光部ＥＥ、およびインターフェイス用載置台３０には面して
いない側に固定され、これにより基板Ｗは、エッジ露光用搬送機構２１によって，熱処理
部１６Ｄとエッジ露光部ＥＥとインターフェイス４内の後述するインターフェイス用載置
台３０との間で受け渡される。
【０１１４】
　これらの搬送機構１７～２１，２３，２４は、本発明における基板搬送手段に相当する
。
【０１１５】
　次に、露光後加熱用搬送機構２２の具体的構成について、図８を参照して説明する。露
光後加熱用搬送機構２２は、図８（ａ）の平面図、図８（ｂ）の側面図、および図８（ｃ
）の正面図に示すようにアーム基台２２ａを昇降駆動するｚ軸昇降機構２２ｂ、そのｚ軸
昇降機構２２ｂをｚ軸周り（矢印ＲＩの方向）に回転駆動するモータ２２ｃを備えている
。このアーム基台２２ａには基板Ｗを保持するアーム２２ｄが備えられており、このアー
ム２２ｄは、回転半径方向である矢印ＲＪ方向に進退移動可能に構成されている。
【０１１６】
　ｚ軸昇降機構２２ｂは、図８（ａ）～（ｃ）に示すように、螺軸２２ｆと、この螺軸２
２ｆを軸心周りに回転させるモータ２２ｇとを備えており、この螺軸２２ｆにはアーム基
台２２ａが螺合されている。モータ２２ｇの回転によって、螺軸２２ｆに螺合されたアー
ム基台２２ａが昇降移動する。
【０１１７】
　ｚ軸昇降機構２２ｂの底部には、上述したモータ２２ｃが取り付けられており、モータ
２２ｃの回転によって、ｚ軸昇降機構２２ｂ自体が、アーム基台２２ａおよびアーム２２
ｄとともに縦軸心周りに回転駆動される。
【０１１８】
　このように構成されることで、アーム基台２２ａのアーム２２ｄに保持された基板Ｗは
、水平面内での回転移動、昇降移動、および進退移動が可能となる。これにより基板Ｗは
、露光後加熱用搬送機構２２によって、露光後加熱部ＰＥＢ，冷却部ＣＰ，インターフェ
イス４内の後述するインターフェイス用載置台３０，および現像用セル１５Ｂ内の熱処理
部１６Ｆ間で受け渡される。
【０１１９】
　また、搬送機構１７～２１，２３，２４の場合には、固定設置されたｚ軸昇降機構が取
り付けられている方向には基板Ｗを受け渡すことができないが、露光後加熱用搬送機構２
２の場合には、そのｚ軸昇降機構２２ｂ自体が回転可能となっているので、水平面内の全
ての方向に基板Ｗを受け渡すことができる。
【０１２０】
　その反面、搬送機構１７～２１，２３，２４の場合には、各処理部に面していない側（
ｚ軸昇降機構が設置された側）から各搬送機構の保守が容易であるが、露光後加熱用搬送
機構２２の場合には、その周囲に各処理部が配置される関係で、搬送機構の保守スペース
の確保が容易でない。
【０１２１】
　次に、熱処理部１６（１６Ａ～１６Ｇ）の具体的構成について、図９，図１０を参照し
て説明する。なお、図９では熱処理部１６の周辺にある搬送機構などについては、図示を
省略する。図９に示すように、１階部分にある反射防止膜形成用セル１２内の熱処理部１
６Ａの上に、２階部分にある現像用セル１５Ａ内の熱処理部１６Ｆが積層されている。同
様に、セル１２内の熱処理部１６Ｂの上にセル１５Ａ内の熱処理部１６Ｇが積層されてい
る。また、熱処理部１６Ｃの上に熱処理部１６Ｈが積層されている。さらに、レジスト膜
形成用セル１３内の熱処理部１６Ｄの上に現像用セル１５Ｂ内の熱処理部１６Ｆが積層さ
れ、同じく熱処理部１６Ｅの上に熱処理部１６Ｇが積層されている。
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【０１２２】
　１階部分にある熱処理部１６（１６Ａ～１６Ｄ）の底部にあたる装置基台上には、レー
ル２７がそれぞれ敷かれており、各々のレール２７は、各搬送機構１７～２０，２３，２
４に面する定常位置Ｃから退避位置Ｄまで延在している。各々のレール２７に積層された
各熱処理部１６が搭載されているので、実施例装置、特に各搬送機構１７～２０，２３，
２４をそれぞれ保守（メンテナンス）するときには、図１０に示すように、各々のレール
２７上で各熱処理部１６を定常位置Ｃから退避位置Ｄまでそれぞれ移動することで、メン
テナンスゾーンＥが確保される。
【０１２３】
　図１～図３に戻って、インターフェイス４の具体的構成について説明する。インターフ
ェイス４は、インターフェイス用搬送経路２８とインターフェイス用搬送機構２９とイン
ターフェイス用載置台３０とを備えている。インターフェイス用搬送経路２８は、図２，
図３に示すように、インデクサ用搬送経路７と平行に形成されている。インターフェイス
用搬送機構２９は、インターフェイス用搬送経路２８上を移動することで、インターフェ
イス用載置台３０と、図２，図３中の二点鎖線で示した露光装置（ステッパ）ＳＴＰとの
間で基板Ｗを搬送する。この露光装置ＳＴＰは、本実施例装置とは別体の装置である。こ
の露光装置ＳＴＰは、本発明における外部処理装置にそれぞれ相当する。
【０１２４】
　インターフェイス用搬送機構２９の具体的構成については、インデクサ用搬送機構８の
ｚ軸昇降機構８ｃの取り付け位置が相違する以外には、インデクサ用搬送機構８と同様の
構成であるので、その説明を省略する。
【０１２５】
　インターフェイス用載置台３０は、図１に示すように、１階専用の基板載置部Ｐａｓｓ
と２階専用の基板載置部Ｐａｓｓとが積層構造で配設されている。１階専用の基板載置部
Ｐａｓｓは、露光後加熱用セル１４の１階部分にあるエッジ露光用搬送機構２１とインタ
ーフェイス用搬送機構２９との間で基板Ｗの受け渡しを行うためのものである。２階専用
の基板載置部Ｐａｓｓは、露光後加熱用セル１４の２階部分にある露光後加熱用搬送機構
２２とインターフェイス用搬送機構２９との間で基板Ｗの受け渡しを行うためのものであ
る。両基板載置部Ｐａｓｓの間および２階専用の基板載置部Ｐａｓｓの上側には、基板Ｗ
をそれぞれ仮置きするための複数のバッファ（図１中に符号『ＢＦ』で示す）がある。以
上のように、１階専用の基板載置部ＰａｓｓとバッファＢＦ、および２階専用の基板載置
部ＰａｓｓとバッファＢＦが積層構造で配設されている。
【０１２６】
　両基板載置部Ｐａｓｓは、露光後加熱用セル１４，およびインターフェイス用搬送機構
２９の両方向に面してそれぞれ開口されており、これらの開口を介して、１階部分の露光
後加熱用セル１４内のエッジ露光用搬送機構２１、および２階部分の露光後加熱用セル１
４内の露光後加熱用搬送機構２２と、インターフェイス用搬送機構２９との間で基板Ｗの
受け渡しがそれぞれ行われる。
【０１２７】
　また、１階専用のバッファＢＦおよび２階専用のバッファＢＦは、それぞれ少なくとも
インターフェイス用搬送機構２９側に面して開口されており、この開口を介してインター
フェイス用搬送機構２９との間で基板Ｗの受け渡しが行われる。
【０１２８】
　続いて、フォトリソグラフィ工程における一連の基板処理について、図１１，図１２の
フローチャートおよび図１３を参照して説明する。なお、各処理において複数枚の基板Ｗ
が並行して処理されるが、１枚の基板Ｗのみに注目して説明する。また、図１３中の搬送
機構において、ＩＤはインデクサを示し、ＳＣはスピンコータ（符号１８の場合は反射防
止膜形成処理，符号２０の場合はレジスト膜形成処理）を示し、ＥＥはエッジ露光を示し
、ＩＦはインターフェイスを示し、ＰＥＢは露光後加熱を示し、ＳＤは現像を示す。
【０１２９】
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　（ステップＳ１）インデクサでの搬送
　未処理の複数枚の基板Ｗを収納したカセットＣを、カセット載置台２に載置する。この
カセットＣから１枚の基板Ｗを取り出すために、インデクサ用搬送機構８がカセットＣに
対向する位置にまでインデクサ用搬送経路７上を水平移動する。アーム基台８ａが水平面
内で回転してカセットＣに対向するとともに、カセットＣ内の取り出し対象である基板Ｗ
に対向する位置にまで、アーム基台８ａが昇降する。続いて、アーム８ｅが前進して基板
Ｗの下側に進入する。アーム８ｅが少し上昇して基板Ｗを受け取る。基板Ｗを保持したア
ーム８ｅが後退することにより、基板ＷをカセットＣから取り出す。
【０１３０】
　（ステップＳ２）基板載置部での受け渡し
　反射防止膜形成用セル１２内の熱処理部用搬送機構１７に基板Ｗを渡すために、インデ
クサ用搬送機構８がインデクサ用搬送経路７を移動して、セル１２内の熱処理部１６Ａの
基板載置部Ｐａｓｓに基板Ｗを載置する。具体的に説明すると、搬送機構８が基板載置部
Ｐａｓｓに対向する位置にまで搬送経路７上を移動し、続いて、アーム基台８ａが上昇お
よび回転することにより、アーム８ｅが基板載置部Ｐａｓｓに対向する。そして、基板Ｗ
を保持したアーム８ｅが前進して、基板載置部Ｐａｓｓの開口部１６ａを通して、基板Ｗ
を基板載置部Ｐａｓｓに載置する。その後、アーム８ｅが後退する。
【０１３１】
　（ステップＳ３）アドヒージョン（ＡＨＬ）処理
　基板載置部Ｐａｓｓに載置された基板Ｗを受け取るために、熱処理部用搬送機構１７の
アーム基台１７ａが上昇および水平面内で回転する。アーム１７ｄが基板載置部Ｐａｓｓ
に対向すると、アーム１７ｄが前進して、基板載置部Ｐａｓｓの開口部１６ａを通して、
基板Ｗを基板載置部Ｐａｓｓから搬出する。その後、基板Ｗを保持した状態でアーム１７
ｄが後退する。
【０１３２】
　そして、熱処理部１６Ａのアドヒージョン処理部ＡＨＬで処理するために、基板載置部
Ｐａｓｓの下方にあるアドヒージョン処理部ＡＨＬまでアーム基台１７ａが下降する。そ
して、アーム１７ｄが前進して、アドヒージョン処理部ＡＨＬの開口部１６ａを通して、
基板Ｗをアドヒージョン処理部ＡＨＬに載置する。その後、アーム１７ｄが後退する。
【０１３３】
　アドヒージョン処理部ＡＨＬに載置された基板Ｗに対して、基板Ｗとフォトレジスト膜
との密着性を向上させるためにアドヒージョン処理が行われる。
【０１３４】
　なお、アドヒージョン処理部ＡＨＬから次の冷却部ＣＰに基板Ｗを渡すときも、熱処理
部用搬送機構１７によって基板Ｗの搬送が行われるので、アドヒージョン処理が終了する
まで、アドヒージョン処理部ＡＨＬの前で搬送機構１７が待機してもよいが、処理効率を
向上させるために、アドヒージョン処理が終了するまでの間、搬送機構１７が他の基板Ｗ
を搬送してもよい。
【０１３５】
　（ステップＳ４）冷却（ＣＰ）処理
　アドヒージョン処理が終了すると、搬送機構１７のアーム１７ｄがアドヒージョン処理
部ＡＨＬ内に進入して基板Ｗをアドヒージョン処理部ＡＨＬから搬出する。
【０１３６】
　そして、熱処理部１６Ａの冷却部ＣＰで処理するために、アドヒージョン処理部ＡＨＬ
の下方にある冷却部ＣＰまでアーム基台１７ａが下降し、続いて、アーム１７ｄが前進し
て、冷却部ＣＰの開口部１６ａを通して、基板Ｗを冷却部ＣＰに載置する。
【０１３７】
　冷却部ＣＰに載置された基板Ｗに対して、アドヒージョン処理部ＡＨＬで加熱された基
板Ｗを冷却して常温に保つために冷却処理が行われる。
【０１３８】
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　（ステップＳ５）反射防止膜形成（ＢＡＲＣ）処理
　冷却処理が終了すると、反射防止膜形成処理用搬送機構１８のアーム１８ｄが、冷却部
ＣＰの開口部１６ａを通して、基板Ｗを冷却部ＣＰから搬出する。
【０１３９】
　そして、反射防止膜形成用セル１２内のスピンコータＳＣで処理するために、搬送機構
１８のアーム基台１８ａが下降および回転し、続いて、アーム１８ｄが前進して、基板Ｗ
をスピンコータＳＣのスピンチャック（図示省略）に載置する。
【０１４０】
　スピンコータＳＣに載置された基板Ｗに対して、基板Ｗを回転させながら反射防止膜を
塗布形成する反射防止膜形成処理が行われる。
【０１４１】
　（ステップＳ６）冷却部（ＣＰ）での受け渡し
　反射防止膜形成処理が終了すると、搬送機構１８は基板ＷをスピンコータＳＣから搬出
する。
【０１４２】
　そして、熱処理部１６Ａの冷却部ＣＰに搬入するために、搬送機構１８のアーム基台１
８ａが上昇および回転し、続いて、アーム１８ｄが前進して、基板Ｗを冷却部ＣＰに載置
する。このとき、基板Ｗを冷却する必要があれば、この冷却部ＣＰで冷却処理を行っても
よい。
【０１４３】
　（ステップＳ７）加熱（ＨＰ）処理
　冷却部ＣＰに載置された基板Ｗを受け取るために、熱処理部用搬送機構１７のアーム基
台１７ａが冷却部ＣＰ内に進入して基板Ｗを冷却部ＣＰから搬出する。
【０１４４】
　そして、反射防止膜形成用セル１２内の熱処理部１６Ｂの加熱部ＨＰで処理するために
、搬送機構１７のアーム基台１７ａが加熱部ＨＰ内に進入して基板Ｗを加熱部ＨＰに載置
する。
【０１４５】
　加熱部ＨＰに載置された基板Ｗに対して、反射防止膜形成処理後の基板Ｗを加熱する加
熱処理が行われる。
【０１４６】
　（ステップＳ８）基板載置部での受け渡し
　加熱処理が終了すると、搬送機構１７は基板Ｗを加熱部ＨＰから搬出する。
【０１４７】
　そして、レジスト膜形成用セル１３内の熱処理部用搬送機構１９に基板Ｗを渡すために
、熱処理部用搬送機構１７は熱処理部１６Ｃの基板載置部Ｐａｓｓに基板Ｗを載置する。
【０１４８】
　（ステップＳ９）冷却部（ＣＰ）での受け渡し
　基板載置部Ｐａｓｓに載置された基板Ｗを受け取るために、熱処理部用搬送機構１９は
基板Ｗを基板載置部Ｐａｓｓから搬出する。
【０１４９】
　そして、搬送機構１９は熱処理部１６Ｄの冷却部ＣＰに基板Ｗを載置する。この冷却部
ＣＰでは、基板Ｗを所定の温度にまで冷却する冷却処理が行われる。
【０１５０】
　（ステップＳ１０）レジスト膜形成処理（ＳＣ）処理
　冷却部ＣＰに載置された基板Ｗを受け取るために、レジスト膜形成処理用搬送機構２０
は基板Ｗを冷却部ＣＰから搬出する。
【０１５１】
　そして、レジスト膜形成用セル１３内のスピンコータＳＣで処理するために、搬送機構
２０はスピンコータＳＣのスピンチャック（図示省略）に基板Ｗを載置する。
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【０１５２】
　スピンコータＳＣに載置された基板Ｗに対して、基板Ｗを回転させながらレジスト塗布
を行うレジスト膜形成処理が行われる。
【０１５３】
　（ステップＳ１１）冷却部（ＣＰ）での受け渡し
　レジスト膜形成処理が終了すると、搬送機構２０は基板ＷをスピンコータＳＣから搬出
する。
【０１５４】
　そして、搬送機構２０は熱処理部１６Ｄの冷却部ＣＰに基板Ｗを載置する。このとき、
基板Ｗを冷却する必要があれば、この冷却部ＣＰで冷却処理を行ってもよい。
【０１５５】
　（ステップＳ１２）加熱（ＨＰ）処理
　冷却部ＣＰに載置された基板Ｗを受け取るために、熱処理部用搬送機構１９のは基板Ｗ
を冷却部ＣＰから搬出する。
【０１５６】
　そして、レジスト膜形成用セル１３内の熱処理部１６Ｅの加熱部ＨＰで処理するために
、搬送機構１９は加熱部ＨＰに基板Ｗを載置する。
【０１５７】
　加熱部ＨＰに載置された基板Ｗに対して、レジスト膜形成処理後の基板Ｗを加熱する加
熱処理が行われる。
【０１５８】
　（ステップＳ１３）冷却（ＣＰ）処理
　加熱処理が終了すると、搬送機構１９は基板Ｗを加熱部ＨＰから搬出する。
【０１５９】
　そして、熱処理部１６Ｄの冷却部ＣＰで処理するために、搬送機構１９は冷却部ＣＰに
基板Ｗを載置する。
【０１６０】
　冷却部ＣＰに載置された基板Ｗに対して、加熱部ＨＰで加熱された基板Ｗを冷却して常
温に保つために冷却処理が行われる。
【０１６１】
　（ステップＳ１４）基板載置部での受け渡し
　冷却処理が終了すると、熱処理部用搬送機構１９は基板Ｗを冷却部ＣＰから搬出する。
【０１６２】
　そして、露光後加熱用セル１４内のエッジ露光用搬送機構２１に基板Ｗを渡すために、
熱処理部用搬送機構１９は、熱処理部１６Ｄの基板載置部Ｐａｓｓに基板Ｗを載置する。
【０１６３】
　（ステップＳ１５）エッジ露光（ＥＥ）処理
　基板載置部Ｐａｓｓに載置された基板Ｗを受け取るために、エッジ露光用搬送機構２１
は、基板載置部Ｐａｓｓに進入し、基板Ｗを基板載置部Ｐａｓｓから搬出する。
【０１６４】
　そして、１階部分の露光後加熱用セル１４内のエッジ露光部ＥＥで処理するために、搬
送機構２１はエッジ露光部ＥＥに基板Ｗを載置する。
【０１６５】
　エッジ露光部ＥＥに載置された基板Ｗに対して、露光処理前に基板Ｗの端縁（エッジ）
部分を露光するエッジ露光処理が行われる。
【０１６６】
　（ステップＳ１６）基板載置部での受け渡し
　エッジ露光部ＥＥでのエッジ露光処理が終了すると、エッジ露光用搬送機構２１は、基
板Ｗをエッジ露光部ＥＥから搬出する。
【０１６７】
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　そして、インターフェイス４内のインターフェイス用搬送機構２９に渡すために、エッ
ジ露光用搬送機構２１は、インターフェイス４内のインターフェイス用載置部３０にある
１階専用の基板載置部Ｐａｓｓに基板Ｗを載置する。
【０１６８】
　（ステップＳ１７）バッファ（ＢＦ）での仮置き
　基板載置部Ｐａｓｓに載置された基板Ｗに基板Ｗを受け取るために、インターフェイス
用搬送機構２９は、基板載置部Ｐａｓｓに進入し、基板Ｗを基板載置部Ｐａｓｓから搬出
する。そして、露光装置ＳＴＰにおける処理時間との関係で、基板Ｗに待ち時間が発生す
る場合には、インターフェイス用搬送機構２９によって１階専用のバッファＢＦに基板Ｗ
を収納する。なお、基板Ｗに待ち時間が発生せずにそのまま露光処理が行われる場合には
、このバッファＢＦでの仮置きは省略される。
【０１６９】
　（ステップＳ１８）インターフェイスでの搬送
　バッファＢＦに載置された基板Ｗを受け取るために、インターフェイス用搬送機構２９
がインターフェイス用搬送経路２８を移動して、搬送機構２９のアーム２９ｅが前進して
、バッファＢＦの開口を通して、基板ＷをバッファＢＦから搬出する。
【０１７０】
　（ステップＳ１９）露光処理
　インターフェイス４に連結された露光装置ＳＴＰで処理するために、搬送機構２９が搬
送経路２８を移動して、搬送機構２９のアーム２９ｅが前進して、露光装置ＳＴＰに搬入
する。露光装置ＳＴＰに搬入された基板Ｗに対して、基板Ｗの露光処理が行われる。
【０１７１】
　（ステップＳ２０）インターフェイスでの搬送
　露光処理が終了すると、露光装置ＳＴＰから搬出するために、搬送機構２９が搬送経路
２８を移動する。
【０１７２】
　（ステップＳ２１）基板載置部での受け渡し
　２階部分の露光後加熱用セル１４内の露光後加熱用搬送機構２２に渡すために、インタ
ーフェイス４内のインターフェイス用載置台３０にある２階専用の基板載置部Ｐａｓｓに
搬送機構２９は基板Ｗを載置する。
【０１７３】
　もし、露光後加熱用搬送機構２２に渡すための時間調整が必要な事態が生じた場合には
、インターフェイス用搬送機構２９によって２階専用のバッファＢＦに基板Ｗを搬送して
時間調整を行い、露光後加熱用搬送機構２２に受け渡すことができるようになった時点で
、インターフェイス用搬送機構２９によってそのバッファＢＦから基板載置部Ｐａｓｓま
で基板Ｗを搬送する。
【０１７４】
　（ステップＳ２２）露光後加熱（ＰＥＢ）処理
　基板載置部Ｐａｓｓに載置された基板Ｗを受け取るために、露光後加熱用搬送機構２２
は基板載置部Ｐａｓｓから基板Ｗを搬出する。
【０１７５】
　そして、２階部分の露光後加熱用セル１４内の露光後加熱部ＰＥＢで処理するために、
露光後加熱用搬送機構２２は露光後加熱部ＰＥＢに基板Ｗを載置する。
【０１７６】
　露光後加熱部ＰＥＢに載置された基板Ｗに対して、露光処理後の基板Ｗを加熱する露光
後加熱処理が行われる。
【０１７７】
　（ステップＳ２３）冷却（ＣＰ）処理
　露光後加熱処理が終了すると、搬送機構２２は基板Ｗを露光後加熱部ＰＥＢから搬出す
る。
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【０１７８】
　そして、２階部分の露光後加熱用セル１４内の冷却部ＣＰで処理するために、露光後加
熱部ＰＥＢの下方にある冷却部ＣＰまで搬送機構２２のアーム基台２２ａが下降し、続い
て、アーム２２ｄが前進して、基板Ｗを冷却部ＣＰに載置する。
【０１７９】
　冷却部ＣＰに載置された基板Ｗに対して、露光後加熱部ＰＥＢで加熱された基板Ｗを冷
却して常温に保つために冷却処理が行われる。
【０１８０】
　（ステップＳ２４）基板載置部での受け渡し
　冷却処理が終了すると、搬送機構２２は基板Ｗを冷却部ＣＰから搬出する。
【０１８１】
　そして、現像用セル１５Ｂ内の熱処理部用搬送機構２３に渡すために、搬送機構２２は
セル１５Ｂ内の熱処理部１６Ｆの基板載置部Ｐａｓｓに基板Ｗを載置する。
【０１８２】
　なお、セル１５Ｂ内にある２つのスピンデベロッパＳＤで基板Ｗがともに処理されてい
るときには、搬送機構２２が、セル１５Ｂ内の熱処理部１６Ｆの基板載置部Ｐａｓｓに基
板Ｗを介して、セル１５Ｂ内の熱処理部用搬送機構２３に渡し、さらに、セル１５Ｂ内の
搬送機構２３が、セル１５Ａ，１５Ｂが共用する熱処理部１６Ｈの基板載置部Ｐａｓｓを
介して、現像用セル１５Ａ内の搬送機構２３に渡し、さらに、セル１５Ａ内の搬送機構２
３が、セル１５Ａ内の熱処理部１６Ｆの冷却部ＣＰを介して、セル１５Ａ内の現像用搬送
機構２４に渡した後に、セル１５Ａ内の搬送機構２４がセル１５Ａ内のスピンデベロッパ
ＳＤに載置して、そのスピンデベロッパＳＤで現像処理を行ってもよい。
【０１８３】
　（ステップＳ２５）冷却部（ＣＰ）での受け渡し
　基板載置部Ｐａｓｓに載置された基板Ｗを受け取るために、熱処理部用搬送機構２３は
、基板載置部Ｐａｓｓから基板Ｗを搬出する。
【０１８４】
　そして、熱処理部１６Ｆのいずれかの冷却部ＣＰに基板Ｗを載置する。基板Ｗが載置さ
れたその冷却部ＣＰでは、基板Ｗがより高精度に常温程度の温度になるように温度調整す
るようにしてもかまわない。
【０１８５】
　（ステップＳ２６）現像（ＳＤ）処理
　冷却部ＣＰに載置された基板Ｗを受け取るために、現像用搬送機構２４は基板Ｗを冷却
部ＣＰから搬出する。
【０１８６】
　そして、現像用セル１５Ｂ内のスピンデベロッパＳＤで処理するために、搬送機構２４
はスピンデベロッパＳＤのスピンチャック（図示省略）に基板Ｗを載置する。
【０１８７】
　スピンデベロッパＳＤに載置された基板Ｗに対して、基板Ｗを回転させながら現像処理
が行われる。
【０１８８】
　（ステップＳ２７）冷却部（ＣＰ）での受け渡し
　現像処理が終了すると、搬送機構２４は基板ＷをスピンデベロッパＳＤから搬出する。
【０１８９】
　そして、現像用セル１５Ｂ内の熱処理部用搬送機構２３に基板Ｗを渡すために、搬送機
構２４は現像用セル１５Ｂ内の熱処理部１６Ｆの冷却部ＣＰに基板Ｗを載置する。
【０１９０】
　（ステップＳ２８）加熱（ＨＰ）処理
　冷却部ＣＰに載置された基板Ｗを受け取るために、搬送機構２３は基板Ｗを冷却部ＣＰ
から搬出する。
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【０１９１】
　そして、現像用セル１５Ｂ内の熱処理部１６Ｇの加熱部ＨＰで処理するために、搬送機
構２３は基板Ｗを加熱部ＨＰに載置する。
【０１９２】
　加熱部ＨＰに載置された基板Ｗに対して、現像処理後の基板Ｗを加熱する加熱処理が行
われる。
【０１９３】
　（ステップＳ２９）冷却（ＣＰ）処理
　加熱処理が終了すると、搬送機構２３は基板Ｗを加熱部ＨＰから搬出する。
【０１９４】
　そして、熱処理部１６Ｇの冷却部ＣＰに基板Ｗで処理するために、加熱部ＨＰの下方に
ある冷却部ＣＰまで搬送機構２３のアーム基台２３ａが下降し、続いて、アーム２３ｄが
前進して、基板Ｗを冷却部ＣＰに載置する。
【０１９５】
　冷却部ＣＰに載置された基板Ｗに対して、加熱部ＨＰで加熱された基板Ｗを冷却して常
温に保つために冷却処理が行われる。
【０１９６】
　（ステップＳ３０）基板載置部での受け渡し
　冷却処理が終了すると、搬送機構２３は基板Ｗを冷却部ＣＰから搬出する。
【０１９７】
　そして、現像用セル１５Ａ内の熱処理部用搬送機構２３に渡すために、現像用セル１５
Ｂ内の熱処理部用搬送機構２３は熱処理部１６Ｈの基板載置部Ｐａｓｓに基板Ｗを載置す
る。
【０１９８】
　（ステップＳ３１）基板載置部での受け渡し
　現像用セル１５Ａ内にある熱処理部用搬送機構２３は基板Ｗを基板載置部Ｐａｓｓから
搬出する。
【０１９９】
　そして、インデクサ１内のインデクサ用搬送機構８に渡すために、現像用セル１５Ａ内
の熱処理部１６Ｆの基板載置部Ｐａｓｓに基板Ｗを載置する。
【０２００】
　（ステップＳ３２）インデクサでの搬送
　基板載置部Ｐａｓｓに載置された基板Ｗを搬出するために、インデクサ用搬送機構８が
インデクサ用搬送経路７を移動して、搬送機構８のアーム８ｅが前進して、基板Ｗを基板
載置部Ｐａｓｓから搬出する。
【０２０１】
　カセット載置台２に載置されたカセットＣに基板を収納するために、搬送機構８がカセ
ットＣに対向する位置にまで搬送経路７を移動して、搬送機構８のアーム基台８ａが水平
面内で回転してカセットＣに対向する。続いて、カセットＣ内の取り出し対象である基板
Ｗに対向する位置にまで、アーム基台８ａが下降し、アーム８ｅが前進して基板Ｗの下側
に進入する。アーム８ｅが少し下降して基板Ｗを載置する。基板Ｗを保持したアーム８ｅ
が後退することにより、基板ＷをカセットＣ内に収納する。
【０２０２】
　カセットＣ内に所定枚数だけ処理済の基板Ｗが順に収納されて、一連の基板処理が終了
する。
【０２０３】
　上述の構成を有する本実施例に係る基板処理装置は、以下の効果を奏する。すなわち、
上下に２階の階層構造で配設された１階の処理部搬送経路２５、および２階の処理部搬送
経路２６をともにインデクサ１およびインターフェイス４に連結することで、処理部搬送
経路２５，２６間で基板Ｗの受け渡しが可能になるように構成し、基板Ｗの搬送方向を交
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互に逆方向に設定することで、処理部搬送経路２５を、基板Ｗが順方向に搬送される行き
専用経路で構成し、処理部搬送経路２６を、基板Ｗが逆方向に搬送される帰り専用経路で
構成し、これらの専用経路を上下に配設している。このように構成されることで、熱処理
部１６、スピンコータＳＣ、およびスピンデベロッパＳＤ等で構成されているプロセスユ
ニット３間で、基板Ｗは行き／帰り専用経路を介して搬送されて、基板処理がそれぞれ行
われる。従って、行き専用経路である処理部搬送経路２５上で搬送される基板Ｗと、帰り
専用経路である処理部搬送経路２６上で搬送される基板Ｗとが干渉することなく、それら
の基板Ｗの干渉による無駄な待ち時間を低減させることができる。その結果、基板Ｗの処
理効率を向上させることができる。
【０２０４】
　さらに、上述のステップＳ１～Ｓ３２でも述べたように、未処理の基板Ｗを、インデク
サ１（ステップＳ１）を介して、１階の処理部搬送経路２５にある熱処理部１６Ａの基板
載置部Ｐａｓｓに基板Ｗを載置し（ステップＳ２）、載置された基板Ｗは、１階の処理部
搬送経路２５を介して、熱処理部１６・スピンコータＳＣ間で搬送されて、基板処理が行
われる（ステップＳ３～Ｓ１５）。熱処理部１６・スピンコータＳＣ間で搬送されて一連
の基板処理が終了した基板Ｗを、インターフェイス用載置台３０にある１階専用の基板載
置部Ｐａｓｓ，バッファＢＦに載置し（ステップＳ１６，Ｓ１７）、インターフェイス４
（ステップＳ１８）を介して、本発明における外部処理装置である露光装置ＳＴＰに基板
Ｗを渡して、露光装置ＳＴＰによる露光処理を行う（ステップＳ１９）。
【０２０５】
　露光装置ＳＴＰによる露光処理が終了した基板Ｗを、インターフェイス４（ステップＳ
２０）を介して、インターフェイス用載置台３０にある２階専用の基板載置部Ｐａｓｓに
載置し（ステップＳ２１）、２階の処理部搬送経路２６を介して、熱処理部１６・スピン
デベロッパＳＤ間で搬送されて、基板処理が行われる（ステップＳ２２～Ｓ３０）。熱処
理部１６・スピンデベロッパＳＤ間で搬送されて一連の基板処理が終了した基板Ｗを、２
階の処理部搬送経路２６にある熱処理部１６Ｆの基板載置部Ｐａｓｓに載置し（ステップ
Ｓ３１）、インデクサ１（ステップＳ３２）を介して、カセットＣ内に収納する。
【０２０６】
　これらのステップＳ１～Ｓ３２に係る一連の基板処理方法によって、露光処理を含む一
連の基板処理を、インデクサ１およびインターフェイス４に連結された処理部搬送経路２
５，２６を介して、容易に行うことができる。また、本実施例の場合では、上述した一連
の基板処理を１回のみ行ったが、一連の基板処理が終了した基板Ｗを、処理部搬送経路２
５，２６に連結されたインデクサ１を介して、処理部搬送経路２５にある熱処理部１６Ａ
の基板載置部Ｐａｓｓに再度載置し、載置された基板Ｗに対して一連の基板処理を繰返し
行ってもよい。
【０２０７】
　また、各々の搬送機構１７～２１，２３，２４は、行きまたは帰りのいずれか一方の搬
送しかそれぞれ行わないので、基板処理を制御するための搬送制御を簡易に行うことがで
きる。さらに、一連の基板搬送経路が、上下に階層構造で配設されて、１階，２階の処理
部搬送経路２５，２６間で基板Ｗの受け渡しが可能に構成されているので、装置を設置す
る床面積（フットプリント）を軽減することもできる。
【０２０８】
　例えば、平面上に行き／帰り専用経路を構成すると、図１４に示すように、行きに関す
る処理（例えばスピンコータＳＣ）の工程数と、帰りに関する処理（例えばスピンデベロ
ッパＳＤ）の工程数とが違う場合、工程数の多い処理（図１４ではスピンコータＳＣ）の
方に合わせて処理部搬送経路を設計しなければならず、工程数の少ない処理部（図１４で
はスピンデベロッパＳＤ）に沿って形成された処理部搬送経路２６の方に無駄な長さが生
じてしまう。これに対して、本実施例装置の場合には、上下に行き／帰り専用経路をそれ
ぞれ構成しているので、工程数の多い処理部を下方に設置すると、工程数の少ない処理部
を上方に設置するだけで装置を構成することができ、無駄な搬送経路を低減させることが
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できる。
【０２０９】
　また、本実施例の場合、処理部搬送経路２５が、インデクサ１に連結されるとともに、
処理部搬送経路２６が、インターフェイス４に連結されているので、インデクサ１・イン
ターフェイス４間の搬送において、露光装置（ステッパ）ＳＴＰによる処理である露光処
理も含めた基板Ｗの処理効率を向上させることができる。
【０２１０】
　また、本実施例の場合、１階部分がスピンコータＳＣに関する処理セル（反射防止膜形
成用セル１２，レジスト膜形成用セル１３）で、２階部分がスピンデベロッパＳＤに関す
る処理セル（現像用セル１５Ａ，１５Ｂ）で構成されているので、スピンコータＳＣに関
する処理セルの上方にスピンデベロッパＳＤに関する処理セルが配設されることになる。
従って、セル１２，１３の温度を調節するための別個の空調を必要とせずに、クリーンル
ームのダウンフローをそのまま利用して、セル１２，１３を温度調節することができる。
さらに、フォトレジスト液の飛散を防止してその液を排出させる飛散防止カップ（図示省
略）も下方に配設することになるので、粘度が高いフォトレジスト液が粘着した飛散防止
カップを交換する際に、現像用セル１５Ａ，１５Ｂの上方に反射防止膜形成用セル１２，
レジスト膜形成用セル１３が上方に配設されている場合と比較して、カップ交換を容易に
行うことができる。
【０２１１】
　この発明は、上記実施形態に限られることはなく、下記のように変形実施することがで
きる。
【０２１２】
　（１）上述した本実施例では、基板処理として、フォトリソグラフィ工程におけるレジ
スト塗布および現像処理を例に採って説明したが、上述した基板処理に限定されない。例
えば、基板を処理液に浸漬して洗浄処理、エッチング処理、乾燥処理を含む処理を施す薬
液処理や、上述した浸漬タイプ以外のエッチング処理（例えばドライエッチングやプラズ
マエッチングなど）や、上述した浸漬タイプ以外であって基板を回転させて洗浄する洗浄
処理（例えばソニック洗浄や化学洗浄など）、エッチング処理や、化学機械研磨（ＣＭＰ
）処理や、スパッタリング処理や、化学気相成長（ＣＶＤ）処理や、アッシング処理など
のように、半導体基板、液晶表示器のガラス基板、フォトマスク用のガラス基板、光ディ
スク用の基板を通常の手法でもって行う基板処理であれば、本発明に適用することができ
る。
【０２１３】
　（２）上述した本実施例では、図１５の側面視した経路ブロック図に示すように、処理
部搬送経路２５が、インデクサ１に連結されるとともに、処理部搬送経路２６が、インタ
ーフェイス４に連結されていたが、下記のような経路に変形することもできる。なお、図
１５～図２６中の黒丸については連結を示すとともに、図１５～図２６中の矢印について
は基板Ｗの搬送方向を示す。
【０２１４】
　例えば本実施例の場合は、各階の基板搬送経路は、２階からなる階層構造（処理部搬送
経路２５，２６）で配設されていたが、図１６に示すように、３階以上であってもよい。
【０２１５】
　また、インターフェイス４を連結せずに、インデクサ１のみを連結して、階層構造の一
連の基板搬送経路の一端を、図１７または図１８に示すように、そのインデクサ１に連結
してもよいし、図１９に示すように、各階の基板搬送経路の各々の一端を、そのインデク
サ１に連結してもよい。
【０２１６】
　図１７，図１８の構造については互いに同じであるが、基板Ｗの搬送方向が互いに逆に
なっている。すなわち、図１７の場合には、投入された基板Ｗは、インデクサ１を介して
、インデクサ１に連結された一連の基板搬送経路の一端に載置される。載置された基板Ｗ
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は、一連の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送されて、基板処理が行われる。なお、
一連の基板処理が終了した基板Ｗは、図示を省略する払い出し専用の出口を介して基板処
理装置から外部に払い出される。一方、図１８の場合には、図示を省略する投入専用の入
口を介して外部から基板処理装置内の処理部に払い出された基板Ｗは、一連の基板搬送経
路を介して、処理部間で搬送されて一連の基板処理が行われる。そして一連の基板処理が
終了した基板Ｗは、一連の基板搬送経路の一端に載置され、さらにその一連の基板搬送経
路の一端に連結されたインデクサ１を介して、基板処理装置から外部に基板Ｗが払い出さ
れる。
【０２１７】
　図１９の場合には、未処理の基板Ｗは、インデクサ１を介して、インデクサ１にそれぞ
れ連結された各階の基板搬送経路の各々の一端のいずれかに載置される。載置された基板
Ｗは、載置された階の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送されて、基板処理が行われ
る。基板処理が終了すると、基板Ｗは、上述した載置された階の基板搬送経路を介して、
その基板搬送経路の一端に載置され、さらにその基板搬送経路の一端に連結されたインデ
クサ１を介して、基板処理装置から外部に基板Ｗが払い出される。
【０２１８】
　なお、複数枚の基板Ｗを、インデクサ１を介して、インデクサ１にそれぞれ連結された
各階の基板搬送経路の各々の一端にほぼ同時にそれぞれ載置して、複数の基板処理をほぼ
同時に行ってもよいし、一連の基板処理が終了した基板Ｗを、載置された階の基板搬送経
路を介して、その基板搬送経路の一端に載置し、さらにその基板搬送経路の一端に連結さ
れたインデクサ１を介して、基板搬送経路の一端に再び載置し、一連の基板処理を繰返し
行ってもよい。
【０２１９】
　いずれにしても、図１７～図１９に係る基板処理装置の場合には、本実施例のように露
光装置ＳＴＰのような外部処理装置を連結せずに基板処理を行うときに有効である。
【０２２０】
　逆に、インデクサ１を連結せずに、インターフェイス４のみを連結して、階層構造にな
っている一連の基板搬送経路の一端を、図２０または図２１に示すように、そのインター
フェイス４に連結してもよいし、図２２に示すように、各階の基板搬送経路の各々の一端
をそのインターフェイス４に連結してもよい。
【０２２１】
　図２０，図２１の構造については互いに同じであるが、基板Ｗの搬送方向が互いに逆に
なっている。すなわち、図２０の場合には、露光装置ＳＴＰのような外部処理装置による
処理が終了すると、終了した基板Ｗは、インターフェイス４を介して、インターフェイス
４に連結された一連の基板搬送経路の一端に載置される。載置された基板Ｗは、一連の基
板搬送経路を介して、処理部間で搬送されて、基板処理が行われる。なお、一連の基板処
理が終了した基板Ｗは、図示を省略する払い出し専用の出口を介して基板処理装置から外
部に払い出される。一方、図２１の場合には、図示を省略する投入専用の入口を介して外
部から基板処理装置内の処理部に払い出された基板Ｗは、一連の基板搬送経路を介して、
処理部間で搬送されて一連の基板処理が行われる。そして一連の基板処理が終了した基板
Ｗは、一連の基板搬送経路の一端に載置され、さらにその一連の基板搬送経路の一端に連
結されたインターフェイス４を介して、基板Ｗは露光装置ＳＴＰのような外部処理装置に
渡され、外部処理装置による処理が行われる。
【０２２２】
　図２２の場合には、外部処理装置による処理が終了すると、終了した基板Ｗは、インタ
ーフェイス４を介して、インターフェイス４にそれぞれ連結された各階の基板搬送経路の
各々の一端のいずれかに載置される。載置された基板Ｗは、載置された階の基板搬送経路
を介して、処理部間で搬送されて、基板処理が行われる。基板処理が終了すると、基板Ｗ
は、上述した載置された階の基板搬送経路を介して、その基板搬送経路の一端に載置され
、さらにその基板搬送経路の一端に連結されたインターフェイス４を介して、基板Ｗは外
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部処理装置に渡され、外部処理装置による処理が再び行われる。
【０２２３】
　なお、外部処理装置による処理が終了した複数枚の基板Ｗを、インターフェイス４を介
して、インターフェイス４にそれぞれ連結された各階の基板搬送経路の各々の一端にほぼ
同時にそれぞれ載置して、複数の基板処理をほぼ同時に行ってもよいし、一連の基板処理
が終了した基板Ｗを、載置された階の基板搬送経路を介して、その基板搬送経路の一端に
載置し、さらにその基板搬送経路の一端に連結されたインターフェイス４を介して、基板
Ｗを外部処理装置に再び渡し、外部処理装置による処理を含む一連の基板処理を繰返し行
ってもよい。
【０２２４】
　また、上述した本実施例の場合、各階の基板搬送経路（処理部搬送機構２５，２６）の
各々の一端がインデクサ１に連結されており、他端がインターフェイス４に連結されてい
たが、図２３または図２４に示すように、階層構造の一連の基板搬送経路の一端をインデ
クサ１に連結するとともに、他端をインターフェイス４に連結してもよい。
【０２２５】
　図２３，図２４の構造については互いに同じであるが、基板Ｗの搬送方向が互いに逆に
なっている。すなわち、図２３の場合には、投入された基板Ｗは、インデクサ１を介して
、インデクサ１に連結された一連の基板搬送経路の一端に載置される。載置された基板Ｗ
は、一連の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送されて、基板処理が行われる。基板処
理が終了すると、基板Ｗは、一連の基板搬送経路の他端に載置され、さらにその一連の基
板搬送経路の他端に連結されたインターフェイス４を介して、基板Ｗは露光装置ＳＴＰの
ような外部処理装置に渡され、外部処理装置による処理が行われる。一方、図２４の場合
には、露光装置ＳＴＰのような外部処理装置による処理が終了すると、終了した基板は、
インターフェイス４を介して、インターフェイス４に連結された一連の基板搬送経路の他
端に載置される。載置された基板Ｗは、一連の基板搬送経路を介して、処理部間で搬送さ
れて、基板処理が行われる。基板処理が終了すると、基板Ｗは一連の基板搬送経路の一端
に載置され、さらにその一連の基板搬送経路の一端に連結されたインデクサ１を介して、
基板処理装置から外部に基板Ｗが払い出される。
【０２２６】
　また、本実施例の図１６や、図１７～図２４の場合、各階の基板搬送経路は基板の搬送
順に上あるいは下に向かって積層されていたが、図２５に示すように、基板の搬送順に、
一旦上に向かって積層された基板搬送経路を下方向に折り返して、再度上方向に折り返し
て積層してもよい。換言すれば、基板の搬送方向が交互に逆方向に設定されることで、行
き専用経路と帰り専用経路とが上下に交互に配設されて構成されていればよい。
【０２２７】
　また、上述した本実施例の場合、行き専用経路である処理部搬送経路２５を下方に、帰
り専用経路である処理部搬送経路２６を上方にそれぞれ配設したが、図２６に示すように
、行き専用経路である処理部搬送経路２５を上方に、帰り専用経路である処理部搬送経路
２６を下方にそれぞれ配設してもよい。
【０２２８】
　（３）上述した本実施例では、それぞれの処理部搬送経路２５，２６の一部を含む第１
～第３の処理ユニット９～１１が基板Ｗの搬送方向に並べられて配設されていたが、ユニ
ット構成でなくて、一体に基板搬送経路（処理部搬送経路２５，２６）が構成されていて
もよい。
【０２２９】
　（４）上述した本実施例では、基板搬送経路（処理部搬送経路２５，２６）に沿って基
板Ｗをそれぞれ搬送する各搬送機構１７～２１，２３，２４は、図５に示すように、アー
ム（熱処理部用搬送機構１７の場合はアーム１７ｄ）を１つ備え、このアームは基板Ｗの
搬入・搬出の両方を行っていたが、図２７に示すように、アームを２つ備え、一方のアー
ムを、処理部に基板Ｗを搬入する搬入用アーム３１とし、他方のアームを処理部から基板
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【０２３０】
　例えば、搬入用アーム３１，搬出用アーム３２のいずれか一方のアームを、基板Ｗの裏
面を吸着することで基板Ｗを保持するアームで構成し、他方のアームを、基板Ｗの端縁を
把持することで基板Ｗを保持するアームで構成する。図２７の場合、搬出用アーム３２を
、基板Ｗの裏面を吸着することで基板Ｗを保持するアームで構成し、搬入用アーム３１を
、基板Ｗの端縁を把持することで基板Ｗを保持するアームで構成する。また、図２７（ｂ
）に示すように、搬出用アーム３２の上に搬入用アーム３１を配設する。また、図２７（
ａ）に示すように、各アーム３１，３２を、それぞれがｚ軸周り（矢印ＲＫの方向）に回
転可能に、かつ回転半径方向（矢印ＲＬ方向）に進退移動可能に構成する。搬出用アーム
３２が基板Ｗの裏面を保持して搬出すると、搬入用アーム３１が基板Ｗの端縁を把持する
ように、搬出用アーム３２を水平方向に後退させつつ、搬入用アーム３１を水平方向に前
進させる。搬入用アーム３１が基板Ｗの端縁を把持して基板Ｗを保持すると、搬出用アー
ム３２は基板Ｗの裏面の吸着の保持を解除する。そして、搬入用アーム３２は基板Ｗを保
持しながら前進して、処理部に基板Ｗを搬入する。この場合、搬入用アーム３１が処理部
に基板Ｗを搬入する間に、搬出用アーム３２が処理部に基板Ｗを搬出することができ、そ
の結果、基板処理をより効率良く行うことができる。この搬入用アーム３１は、本発明に
おける搬入用搬送機構に、搬出用アーム３２は、本発明における搬出用搬送機構にそれぞ
れ相当する。
【０２３１】
　（５）なお、上述した本実施例に係る第１～第３の処理ユニット９～１１の各ユニット
を下記のように構成してもよい。すなわち、図２８に示すように、各ユニットの右側面に
開口部Ｆａを、左側面に開口部Ｆｂを、正面に開口部Ｆｃを、背面に開口部Ｆｄをそれぞ
れ設ける。これら開口部Ｆａ～Ｆｄが設けられることで、開口部Ｆａ～Ｆｄ以外の各ユニ
ットの外壁部分が、外枠のフレームＦとしてそれぞれ構成される。隣接する２つのユニッ
トのフレームＦ同士を、互いに接続部材ｆ（例えば金具）で連結することで、一方のユニ
ットの右側面における開口部Ｆａが他方のユニットの左側面における開口部Ｆｂに一致し
、隣接するユニットが連通接続される。これによって各ユニット内の処理部搬送経路も、
ユニット間にまたがって連通接続される。このように構成することで、第１～第３の処理
ユニット９～１１を基板Ｗの搬送方向に並べて配設することができる。また、基板の処理
枚数に応じて各ユニットを増減可能にできるように着脱自在に構成してもよい。
【符号の説明】
【０２３２】
　１　…　インデクサ
　２　…　カセット載置台
　４　…　インターフェイス
　９　…　第１の処理ユニット
　１０　…　第２の処理ユニット
　１１　…　第３の処理ユニット
　１７，１９，２３　…　熱処理部用搬送機構
　１８　…　反射防止膜形成処理用搬送機構
　２０　…　レジスト膜形成処理用搬送機構
　２１　…　エッジ露光用搬送機構
　２４　…　現像用搬送機構
　２５，２６　…　処理部搬送経路
　ＳＴＰ　…　露光装置
　Ｗ　…　基板
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