
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方のアームの旋回運動を少なくとも一つの他方のアームの旋回運動に伝達し、かつ各
アームの接続部の旋回中心軸を平行に保持する関節機構が、同心円状に円弧部と円筒部よ
り構成された各アームの接続部と、一方のアームの接続部の円弧部に少なくとも一つの他
方のアームの接続部の円弧部が外接され、互いに該円弧部で接する前記複数のアームの接
続部の円筒部の間に、各円筒部に十字掛け状に接する接線方向に渡され、かつ各接触位置
より各円筒部に巻きついて固定された巻部材とにより構成され、複数の構成要素であるア
ームの間の接続が前記関節機構によりなされた搬送装置であって、
　互いに一端側を前記関節機構により接続された第１アームおよび第２アームと、前記第
１アームおよび第２アームの一端側の接続部の中心に設けられた駆動軸と、前記駆動軸を
駆動する駆動源と、前記第１アームの他端側と、前記関節機構により一端側が接続された
第３アームと、前記第２アームの他端側と、前記関節機構により一端側が接続された第４
アームと、前記第３アームおよび第４アームの他端側が前記関節機構により接続され、該
接続部に連結した被搬送物載置用の先端アームとにより構成されたことを特徴とする搬送
装置を使用して、
　半導体ウエハを処理室と搬送室との間を搬送することを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【請求項２】
　一方のアームの旋回運動を少なくとも一つの他方のアームの旋回運動に伝達し、かつ各
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アームの接続部の旋回中心軸を平行に保持する関節機構が、同心円状に円弧部と円筒部よ
り構成された各アームの接続部と、一方のアームの接続部の円弧部に少なくとも一つの他
方のアームの接続部の円弧部が外接され、互いに該円弧部で接する前記複数のアームの接
続部の円筒部の間に、各円筒部に十字掛け状に接する接線方向に渡され、かつ各接触位置
より各円筒部に巻きついて固定された巻部材とにより構成され、複数の構成要素であるア
ームの間の接続が前記関節機構によりなされた搬送装置であって、
　互いに一端側を前記関節機構により接続された第１アームおよび第２アームと、前記第
１アームおよび第２アームの一端側の接続部の中心に設けられた駆動軸と、前記駆動軸を
駆動する駆動源と、前記第１アームの他端側と前記関節機構により一端側が接続された第
３アームと、前記第２アームの他端側と前記関節機構により一端側が接続された第４アー
ムと、前記第３アームおよび第４アームの各他端側が前記関節機構により接続され、前記
第３アームの他端側と前記関節機構により一端側が接続された第５アームと、前記第４ア
ームの他端側と前記関節機構により一端側が接続された第６アームと、前記第５アームお
よび第６アームの各一端側が前記関節機構により接続され、前記第５アームの他端側と前
記関節機構により一端側が接続された第７アームと、前記第６アームの他端側と前記関節
機構により一端側が接続された第８アームと、前記第７アームおよび第８アームの他端側
が前記関節機構により接続され、該接続部に連結した被搬送物載置用の先端アームとによ
り構成されたことを特徴とする搬送装置を使用して、
　半導体ウエハを処理室と搬送室との間を搬送することを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体装置の製造方法に係り，特に，異種類の雰囲気条件の処理室を複数連結す
るための搬送室を備えた半導体製造装置、およびそれら搬送室内、処理室間での基板の搬
送方法および搬送装置、並びに搬送装置を実現する運動伝達方法及び関節機構に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
サブミクロンオーダのパターンルールが要求される半導体デバイスの製造装置には、プロ
セス装置の低発塵化、コンタミネーション低減化及び小型（小容量）であることが要求さ
れる。この理由はデバイス欠陥の主な原因が装置及びその周辺から生じる塵埃であり、ま
た製造装置はその建設及びその維持に多大な費用を要するクリーンルームに置かれること
にある。このような背景から、異種類の雰囲気条件の処理室を複数連結した半導体製造装
置の処理室間での基板の搬送機構技術に関する従来技術として，特開平３－１９２５２号
公報に記載されているように，搬送アームを内蔵した第１と第２の真空チャンバとそれぞ
れの真空チャンバを連通している処理チャンバ，および複数の真空処理チャンバとからな
り，これらのチャンバ間に真空圧力勾配を形成するための真空排気手段を有する構造の真
空隔離式処理装置内に設置された多段式の搬送機構技術がある。
【０００３】
また，特開昭６３－２５２４３９号公報に記載されているように， R－θ搬送アームを中
央の搬送室内に有し，この搬送室に隣接して１軸の受取り搬送アームを有する複数の処理
チャンバ内で，ガス化学エッチングやガス化学付着，物理的スパッタリング，急速な熱処
理等のプロセスを別々のウエハに同時に行ったり，あるいは，同じウエハに種々のプロセ
スを順次行うことが可能な多処理チャンバシステムに設置された多段式の搬送機構技術が
ある。
【０００４】
さらに，特開平４－８７７８５号公報に記載されているように，マルチチャンバ方式の処
理装置の中央の搬送アームとして，歯付ベルトとプーリを用いた多段積み重ね構造の搬送
機構技術がある。
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【０００５】
さらに，特開昭６３－２８０４７号公報に記載されているように，移動可能な可搬チャン
バを用いて，共通な仕様の移送口を互いに結合した状態で，アームの結合部を同軸で交差
させ積み重ねた多段構造のアームを用いて，このアームを伸縮させることにより試料を搬
送する搬送機構技術がある。
【０００６】
さらに，多段構造の搬送用ハンドラとして，特開昭６２－１６１６０８号公報や特開昭６
１－８７３５１号公報に記載されているように，一対の同心軸の連結部とタイミングベル
トで駆動する蛙足型アームの搬送機構技術がある。
【０００７】
また，特開昭６１－２７８１４９号公報に記載されているように，一対の同心軸の連結部
を有しパンタグラフ状に伸縮する蛙足型アームの搬送機構技術がある。　さらに，特開昭
６０－１８３７３６号公報に記載されているように，一対の同心軸の連結部と歯車駆動ア
ームを有するハンドラを用いた搬送機構技術がある。
【０００８】
また，特開平４－２９４９８４号公報に記載されているように，帯状のばね材で形成され
た弾性アームを用いた摺動部のない搬送機構技術がある。
【０００９】
また，特開平４－２０６５４７号公報に記載されているように，ガス圧力を制御可能な密
封容器を，共通の接続口を介してプロセス装置に取り付け，その後にこの接続口のゲート
弁を開閉することにより，密封容器内の雰囲気の密封状態を破ることなく装置から試料を
搬入出する搬送機構技術がある。
【００１０】
さらに，特開平６－１５５９２号公報に記載されているように，一式のアームの先端に同
軸の回転連結部を各々有して互いに反対方向に伸縮する構造で２枚の試料を搭載可能とし
た蛙足型アームの搬送機構技術がある。
【００１１】
さらに，特開昭６０－１８４６７８号公報に記載されているように，定置された処理専用
真空容器と移動可能な搬送専用真空容器とからなり，処理専用真空容器に共通の開閉ゲー
トを介して互いに接続し，搬送専用真空容器を直線移動または回転移動させて試料を出し
入れする真空処理装置用の搬送機構技術がある。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上記の半導体製造装置等の処理室間等での基板の搬送には，伸縮により試料を搬送する搬
送アームが用いられている。従来技術の搬送アームの構造は，アームの結合部を同軸にし
て積み重ねて交差させた多段の連結構造である。この多段にアームを積み重ねた構造のた
め，搬送アーム全体の総高さを低減できないという第１の技術課題があった。その結果，
処理室や真空容器室内の高さを低減し半導体製造装置の小型化を図る上で限界があるとい
う第２の技術課題があった。さらに，特殊雰囲気内で駆動する搬送アームの連結部の同軸
の案内に用いるベアリングに適当な間隙すなわちバックラシュや耐特殊雰囲気用の潤滑が
必要であり，そのため搬送アーム先端の位置決め精度が低下するという第３の技術課題や
精密構造のベアリングの保守交換調整に時間を費やすため半導体製造装置のスループット
が低下するという第４の技術課題があった。さらに，簡便な搬送システムがないため処理
済み基板を種々の分子や原子汚染等無しにクリーンに処理室間で短時間に受け渡しができ
ないことによる半導体装置の性能劣化に伴う歩留り低下という第５の技術課題も有してい
た。
【００１３】
すなわち，従来技術は，図１５に示す蛙足型の搬送アームのように駆動源１０６から駆動
アーム１０２への回転駆動力を，一対の同心軸の連結部１０１を介して受動アーム１０３
に伝えて，先端アーム１０４に載置した基板１０５を図１５－ａから図１５－ｂに示すよ

10

20

30

40

50

(3) JP 3769802 B2 2006.4.26



うに移動し搬送するような構造を基本としている。図１５－ｃに示すように，駆動アーム
１０２と受動アーム１０３は，同心軸の連結部１０１を介する積み重ね構造となり，初段
のアームの低部から最終段のアームの頂部までの総高さｈが各アームの高さの累積と連結
部の回転用の間隙との総和となる。仮に一つのアームの高さを全て同じｔとして，連結部
アーム間の隙間も同じくｄとすると，総高さｈは（２・ｔ +ｄ）となる。さらに，搬送の
ストロークを延ばすため，受動アームを複数，すなわちｎ段組み合わせる多段構造のマニ
ュピュレータでは，全てのアームの高さが累積されることもあるので，その全体の総高さ
ｈは［ｎ・ｔ＋（ｎ－１）・ｄ］となり，小型化を図ることがきわめて困難という上述の
第１，第２の技術的課題があった。
【００１４】
また，従来の多段式の真空処理装置としては，図１６に示すように搬送アーム２０１を内
蔵した搬送室２０２の周囲に複数のゲート弁２０３～２１０を介して，処理室２１３ほか
図示していない複数の処理室を配置したものがある。この搬送アームは一対の同心軸の連
結部２２１を介して，駆動源２２６から駆動アーム２２２への回転駆動力を受動アーム２
２３に伝え，先端アーム２２４に載置した基板２２５を図１６－ａから図１６－ｂに示す
ように移動し搬送するような構造を基本としている。駆動アーム２２２と受動アーム２２
３は，同心軸の連結部２２１を有するため積み重ね構造となり，初段のアームの低部から
最終段のアームの頂部までの総高さｈが各アームの高さの累積と連結部の回転用間隙との
総和となる。仮に一つのアームの高さを全て同じｔとして，連結部の隙間も同じくｄとす
ると，総高さｈは（２・ｔ +ｄ）となる。さらに，処理室内までのストロークＬ（ゲート
弁幅を含む処理室ウエハ設置台までの連通路の長さで，概ねウエハ直径Ｄの３倍程度，す
なわちＬ≧３・Ｄ）を得るために，各アームの長さは少なくともＬ／２以上（概ね≧３・
Ｄ /２）が必要となる。その結果，折り畳んだアームやウエハが内壁に接触することなく
旋回可能とするため，搬送室の半径はＬ／２以上の寸法となる（概ね搬送室の内径≧３・
Ｄ）。このことは，大口径化するウエハや液晶基板を取り扱う半導体製造装置のフットプ
リント（床面積）を低減する上で，小型化を図ることが極めて困難という第６の技術課題
を有していた。
【００１５】
一方，このような多段のアーム構造を回避するため同心軸の連結部を有さない搬送アーム
として，帯状のばね材で形成された弾性アームを用いた連結部のない搬送アームがあるが
，これは，搬送ストロークを得るために，長さの長い帯状のばね材からなるアームのたわ
み変形を低減する構造となり，帯状のばね材の幅を大きくすることが必要となる。この結
果，帯状のばね材で構成されるアームの総高さを，同心軸の連結部を有する搬送アームの
アームよりも低減できないため，半導体製造装置の小型化を図ることが極めて困難という
第７の技術課題や，長寸法のばね材で支持する構造のため，横剛性が小さくなり搬送アー
ム先端の移動後の整定時間が長くなりスループットを低下させるという第８の技術課題を
有していた。
【００１６】
上述のように，従来の搬送アームでは，いずれも半導体製造装置の小型化が容易に図れな
いため処理室や搬送室の内容積が大きくなり，その結果ウエハや基板に種々のプロセス処
理を反復するための真空や特殊雰囲気ガスの排気や処理雰囲気への再設定に時間を要して
しまうのでスループットが低下するという第９の技術課題があった。さらに，同心軸の連
結部に用いられる軸受けのバックラッシュによる位置決め精度低下や位置決め整定特性の
不良という上述の第３の技術課題や，長寸法のベルト駆動による剛性低下による位置決め
精度低下や位置決め整定特性の悪化や発塵による汚染という第１０の技術課題が懸念され
るた。その結果，信頼性を確保するための保守作業が頻繁に必要となり，この保守作業に
時間を費やすしてしまい，半導体製造プロセスのスループットを上げることが困難である
という第１１の技術課題も有していた。
【００１７】
本発明は上述の種々の技術課題を解決するためになされたもので，互いに異なる雰囲気条
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件の搬送室と処理室との間を基板やウエハへの汚染を生じることなく，高スループットで
基板を搬送して半導体装置を製造する方法、そのための半導体製造装置，および，それを
実現する基板の搬送方法及び装置、並びに運動伝達方法及び関節機構，さらには，高性能
な半導体装置を安価に提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
以上の目的を達成するために，本発明においては，
２個ないしは４個の円弧部のそれぞれの中心軸を互いに一致せず平行に配置し，第１の円
弧部に第２の円弧部を外接させ，互いに接する該円弧部の中心軸に直角な方向に互いに引
き合う拘束力を生じさせ，互いに接する円弧部が互いに逆方向に転動可能な運動伝達方法
を有する。
【００１９】
また，第１のアームの旋回運動を少なくとも一つの第２のアームの旋回運動に伝達し、か
つ各アームの接続部の旋回中心軸を平行に保持する関節機構であって、各アームの接続部
が、同心円状に円弧部と円筒部より構成され、前記第１のアームの接続部の円弧部に少な
くとも一つの前記第２のアームの接続部の円弧部を外接し，互いに該円弧部で接する前記
複数のアームの接続部の円筒部の間に、各円筒部に十字掛け状に接する接線方向に渡され
、かつ各接触位置より各円筒部に巻きついて固定された巻部材を設け、前記第１のアーム
の接続部の中心軸回りの旋回運動を、前記巻部材を伝達の媒体として、前記互いに円弧部
で接する第２のアームの逆方向の旋回運動に伝達する構造の関節機構を有する。
【００２０】
また，一方のアームの旋回運動を少なくとも一つの他方のアームの旋回運動に伝達し、か
つ各アームの接続部の旋回中心軸を平行に保持する関節機構を、同心円状に円弧部と円筒
部より構成された各アームの接続部と、互いに外接する一方のアームの接続部の円弧部と
、少なくとも一つの他方のアームの接続部の円弧部と、互いに該円弧部で接する前記複数
のアームの接続部の円筒部の間に、各円筒部に十字掛け状に接する接線方向に渡され、か
つ各接触位置より各円筒部に巻きついて固定された巻部材とにより構成し、第１アームお
よび第２アームの各一端側を前記関節機構により互いに接続し、前記第１アームの他端側
と第３アームの一端側とを前記関節機構により接続し、前記第２アームの他端側と第４ア
ームの一端側とを前記関節機構により接続し、前記第３アームおよび第４アームの各他端
側を前記関節機構により接続し、前記第３アームと第４アームの接続部に被搬送物載置用
の先端アームを接続して搬送装置を構成し、前記第１アームの一端側の接続部の中心に設
けられた駆動軸を駆動源により駆動し、前記第２アームの一端側の接続部の中心に設けら
れた駆動軸を回転自由にして、所定位置に保持し、前記駆動軸の回転により各アームを連
動して、被搬送物を載置した先端アームを移動させることを特徴とする搬送方法を有する
。
【００２１】
また、一方のアームの旋回運動を少なくとも一つの他方のアームの旋回運動に伝達し、か
つ各アームの接続部の旋回中心軸を平行に保持する関節機構が、同心円状に円弧部と円筒
部より構成された各アームの接続部と、一方のアームの接続部の円弧部に少なくとも一つ
の他方のアームの接続部の円弧部が外接され、互いに該円弧部で接する前記複数のアーム
の接続部の円筒部の間に、各円筒部に十字掛け状に接する接線方向に渡され、かつ各接触
位置より各円筒部に巻きついて固定された巻部材とにより構成され、複数の構成要素であ
るアームの間の接続が前記関節機構によりなされた搬送装置であって、互いに一端側を前
記関節機構により接続された第１アームおよび第２アームと、前記第１アームおよび第２
アームの一端側の接続部の中心に設けられた駆動軸と、前記駆動軸を駆動する駆動源と、
前記第１アームの他端側と、前記関節機構により一端側が接続された第３アームと、前記
第２アームの他端側と、前記関節機構により一端側が接続された第４アームと、前記第３
アームおよび第４アームの他端側が前記関節機構により接続され、該接続部に連結した被
搬送物載置用の先端アームとにより構成されたことを特徴とする搬送装置を有する。
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【００２２】
また、一方のアームの旋回運動を少なくとも一つの他方のアームの旋回運動に伝達し、か
つ各アームの接続部の旋回中心軸を平行に保持する関節機構が、同心円状に円弧部と円筒
部より構成された各アームの接続部と、一方のアームの接続部の円弧部に少なくとも一つ
の他方のアームの接続部の円弧部が外接され、互いに該円弧部で接する前記複数のアーム
の接続部の円筒部の間に、各円筒部に十字掛け状に接する接線方向に渡され、かつ各接触
位置より各円筒部に巻きついて固定された巻部材とにより構成され、複数の構成要素であ
るアームの間の接続が前記関節機構によりなされた搬送装置であって、互いに一端側を前
記関節機構により接続された第１アームおよび第２アームと、前記第１アームおよび第２
アームの一端側の接続部の中心に設けられた駆動軸と、前記駆動軸を駆動する駆動源と、
前記第１アームの他端側と前記関節機構により一端側が接続された第３アームと、前記第
２アームの他端側と前記関節機構により一端側が接続された第４アームと、前記第３アー
ムおよび第４アームの各他端側が前記関節機構により接続され、前記第３アームの他端側
と前記関節機構により一端側が接続された第５アームと、前記第４アームの他端側と前記
関節機構により一端側が接続された第６アームと、前記第５アームおよび第６アームの各
一端側が前記関節機構により接続され、前記第５アームの他端側と前記関節機構により一
端側が接続された第７アームと、前記第６アームの他端側と前記関節機構により一端側が
接続された第８アームと、前記第７アームおよび第８アームの他端側が前記関節機構によ
り接続され、該接続部に連結した被搬送物載置用の先端アームとにより構成されたことを
特徴とする搬送装置を有する。
【００２３】
また、半導体ウエハに処理を施す処理室とそれに連結可能な搬送室とを備え、前記搬送室
を所望の前記処理室と外部雰囲気より隔離して連結し、前記搬送室内に設けられたベアリ
ングレス関節を有する搬送ロボットアームを用いて、前記半導体ウエハを前記処理室へ搬
入または前記処理室から搬出することを特徴とする半導体装置の製造方法を有する。
【００２４】
また、半導体ウエハに処理を施す処理室とそれに連結された搬送室とを備え、前記搬送室
内に移動可能なバッファ室を設け、前記バッファ室内にベアリングレスの関節により構成
された搬送ロボットアームを設置し、前記バッファ室を所望の処理室へ移動し、対向位置
決め後に、前記搬送ロボットアームを用いて前記半導体ウエハを前記処理室へ搬入または
前記処理室から搬出することを特徴とする半導体装置の製造方法を有する。
【００２５】
また、搬送室内に２個ないしは４個の円弧部のそれぞれの中心軸を互いに一致せず平行に
配置し，第１の円弧部に第２の円弧部を外接させ，互いに接する該円弧部の中心軸に直角
な方向に互いに引き合う拘束力を生じさせ，互いに接する円弧部が互いに逆方向に転動可
能な運動伝達方法によって，基板を掲載した先端アーム部を移動して，該バッファ室と対
向した処理室へ該基板を搬入し設置して，該基板に所定の処理を施し，また，該処理室で
処理済みの基板を搬出し，別の処理室へ搬入し設置して該基板に所定の処理を施す工程を
反復することにより，該基板を順次処理室から別の処理室へと搬送授受する工程の製造方
法を有する。
【００２６】
また，互いに隣接し，互いに異なる雰囲気条件の少なくとも一つ以上の処理室や搬送室を
有する半導体製造装置において，それぞれの中心軸が互いに一致せず平行な２個ないしは
４個の円弧部からなる円弧手段と，第１の円弧部に少なくとも第２の円弧部が外接する構
造を有し，互いに接する該円弧部の中心軸に直角な方向に互いに引き合う拘束力を生じる
拘束手段と，互いに接した円弧部が相互に逆方向に転動する構造の運動伝達機構を有する
基板の搬送手段を少なくとも有する半導体製造装置を具備する。
【００２７】
また，各処理室の雰囲気と搬送室の雰囲気とを互いに独立に維持した状態で基板を順次処
理室から別の処理室へと，互いに接する円弧部の中心軸方向から見て，該円弧部と同心円
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状をなし，かつ該円弧部より半径の小さい円筒部の側面の一部に沿って接し，互いに反対
方向に略対称なＳ字状をなす巻部材の互いに交差する交差点が，該円弧部の互いに接する
外接部分と一致するするように，該円弧部を互いに逆方向に転動するように運動伝達し搬
送して，半導体装置の機能を処理付加することを反復して製造する工程の製造方法を有す
る。
【００２８】
また，プラズマクリーニング，シリコンナイトライド，アモルファスシリコン，ドープド
アモルファスシリコン，二酸化シリコン，オキシナイトライドの成膜処理の少なくとも２
つ以上の処理を，互いに接する円弧部の中心軸方向から見て，該円弧部と同心円状をなし
，かつ該円弧部より半径の小さい円筒部の側面の一部に沿って接し，互いに反対方向に略
対称なＳ字状をなす巻部材の互いに交差する交差点が，該円弧部の互いに接する外接部分
と一致するするように，該円弧部を互いに逆方向に転動するように運動伝達し搬送して，
基板に施すことによる薄膜トランジスタ形成工程を少なくとも含んで製造される液晶パネ
ルを具備する。
【００２９】
また，金属や樹脂等の少なくとも２種類以上の複合材料処理を，互いに接する円弧部の中
心軸方向から見て，該円弧部と同心円状をなし，かつ該円弧部より半径の小さい円筒部の
側面の一部に沿って接し，互いに反対方向に略対称なＳ字状をなす巻部材の互いに交差す
る交差点が，該円弧部の互いに接する外接部分と一致するするように，該円弧部を互いに
逆方向に転動するように運動伝達し搬送して，材料に施すことにより材料特性勾配を付加
する工程を少なくとも含んで製造されるエンジニアリング材料を有する。
【００３０】
以上の課題を解決するための手段により以下の作用が得られる。
【００３１】
２個ないしは４個の円弧部のそれぞれの中心軸を互いに一致せず平行に配置し，第１の円
弧部に第２の円弧部を外接させ，互いに接する該円弧部の中心軸に直角な方向に互いに引
き合う拘束力を生じさせ，互いに接する円弧部が互いに逆方向に転動可能な運動伝達方法
を有するので，複数のアームを積み重ねることなく互いに連結させることが可能となり，
全てのアームの総高さを一つのアームの高さと同じ値にできる。その結果，所望のストロ
ークの移動可能な搬送アームを最小の高さで設計し実用化できる。
【００３２】
また，複数のアームを連結させても全体の高さが増加しないので，短いアームを多数連結
した構造で長い搬送ストロークを有する搬送アーム機構を実現できる。従って，搬送アー
ムを内蔵する搬送室の内径を小型にすることが容易となる。
【００３３】
さらに，中心軸に直角な方向に互いに引き合う拘束力で円弧部が互いに接して転動するの
で，アームの連結部にバックラッシュが生じない。その結果，搬送アームの位置決め精度
が向上し，さらに，位置決め整定時間が短縮してスループットが向上する。
【００３４】
また，円弧部が互いに引き合う拘束力を発生する巻部材の全長が短く，さらには，円筒部
に巻く構造のため，アーム全体のたわみ変形に対する剛性が大きくなる。従って，アーム
の移動に伴う整定特性が向上して，アーム先端の位置決め制御特性が向上するので，高速
移動と短時間整定によるスループット向上を容易に図ることができる。
【００３５】
また，中心軸間に作用する拘束力で円弧部が互いに接してすべらず転動する構造なので，
摺動摩耗等による発塵現象が生じることなく搬送システムの信頼性が向上し，保守までの
間隔を長くできるので装置の稼働率が向上してスループットが上がる。さらに，円弧部が
互いに接する拘束力の大きさ調整に際して，特に微妙な調整を必要としないため，保守が
容易で保守に費やす時間も短時間で済むのでスループットが向上する。
【００３６】
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以上の結果，互いに異なる雰囲気条件の搬送室と処理室との間を基板やウエハに汚染を与
えることなく，高いスループットで両室間に基板を搬送可能にする半導体製造装置，およ
び，それを実現する基板の搬送方法，さらには，基板の汚染の無い高性能な半導体装置を
安価で提供可能となる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下，本発明の一実施例を図を用いて説明する。なお，それぞれ図中において，同一の機
能の部分には同一の番号を付した。
【００３８】
図１は本発明の一実施例の装置の概略図であり，図１－ａは搬送アームのアームを縮めた
状態の鳥瞰図，図１－ｂはアームを伸ばした状態の鳥瞰図，図１－ｃはアームを伸ばした
状態の側面図である。駆動源１０と一対の駆動アーム２，受動アーム３および各々のアー
ムを連結する円弧部１１，１２，１３，１４，ならびに先端アーム２０とから主に構成さ
れ，ウエハ１を水平に搬送する構造である。
【００３９】
図２に各アームの両端にある円弧部が互いに接する連結部分の一部を拡大した鳥瞰図の一
例を示した。図２－ａにおいて，アーム２の略一端側に中心軸３５を有する円弧部１２は
，上側の円弧部３１と下側の円弧部３２，および，これらの二つの円弧部に挟まれた位置
でしかも中心軸３５を同一にして両円弧部より小さな半径の円筒部２２とから主に構成さ
れる関節構造である。同様に，アーム３の他端側に中心軸３６を有する円弧部１３は，上
側の円弧部３３と下側の円弧部３４とおよび両円弧部に挟まれた位置で中心軸３６を同一
にして両円弧部より小さな半径の円筒部２３とから主に構成される構造である。図２－ｂ
に円筒部の主要部分を示したように，円筒部２２と２３との間には，帯状の巻部材４１，
４２，４３が略Ｓ字状をなすように互いに交互に巻つけてある。各々の巻部材の両端は固
定治具５１，５２，５３，５４等（一部図示せず）または図示していない近傍のアーム部
材の一部に，巻部材に張力を掛けた状態で固定してある。３本の巻部材への張力を掛ける
一方法は，まず上下の巻部材４１，４３の両端を固定した後，逆方向に巻つける巻部材４
２の片側を固定した状態で，図２－ｂの矢印５５方向に引張り力を加えるように固定治具
を調整する。この結果，各々の巻部材に矢印５６で示すような張力が働き，円弧部には矢
印５７で示すように，互いの円弧部の中心軸３５と３６とが引き合う方向に拘束力が作用
して，円弧部３１と円弧部３３が外接部５８で互いに接する。同時に円弧部３２と円弧部
３４も図示していない外接部で互いに接する。この構造によりアーム２が例えば矢印５９
の方向に回転すれば，互いに接触した円弧部がすべらず転動するので，アーム３が矢印６
０の方向に回転する。これらの外接部の位置と巻部材４１と４２ないしは巻部材４２と４
３との交差する位置とは，円弧部の中心軸方向からみた状態で略一致するように設計する
ことが転動効率の観点から望まし。この状態の時に，巻部材に掛かる張力の転動に伴う変
化を最小にできる。以上の構造の運動伝達方法により潤滑材の添加なしに滑らかにアーム
が回転移動する搬送アームが提供できるという本発明の第１の特徴が認められる。この結
果，潤滑を必要とするベアリング等の運動伝達手段なしに搬送アームを連結できるので，
真空やプロセスガス雰囲気等に対する信頼性が著しく向上するという本発明の第２の特徴
が認められる。
【００４０】
なお、潤滑等を必要とする従来の搬送機構の実用雰囲気圧として１０Ｅ -6torrの真空が限
界であったのに対し、本発明の関節機構は１０Ｅ -8～１０Ｅ -10torrレベルの真空雰囲気
圧で使用可能となるので、微細パターンを用いた高性能な半導体装置の製造上問題となる
０ .１μ m以下の微粒子の量を 1/100～ 1/10000と低減できる特徴がある。
【００４１】
図３に各アームの両端にある円弧部が互いに接する連結部分の側断面の一部を拡大した二
つの例を示した。円筒部２２，２３に張力を負荷して巻つけた図示していない巻部材で発
生する拘束力により，円弧部２２１と２３１および円弧部２２２と２３２は，それぞれ矢
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印５７方向に拘束力が作用し外接部５８で互いに接してすべらずに転動可能となる。互い
に外接する円弧部の端面の転動面の断面形状は互いに凹凸の構造とすることにより，転動
に際して円弧部の中心軸方向すなわち上下方向への位置ずれを防止でき，搬送アーム先端
の位置決めを高精度に行うことが可能となるという本発明の第３の特徴がある。この凹凸
の断面構造の一例として図３－ａに半円弧状の凹部と凸部の構造の一例を示し，図３－ｂ
に半円弧状の凸部と面取り状の凹部との構造の一例を示した。なお，各々のアームの円弧
部の断面構造と凹凸の組み合わせは図３－ａのように上下逆でも，図３－ｂのように上下
同一でも構わないが，外接部の位置の半径が同一となることが望ましい。
【００４２】
一方，アーム２とアーム３の高さ方向の距離をｔとすると，連結されたアームの底部と頂
部の距離すなわち総高さｈは，図１－ｃに示すようにｔに等しくなる。この結果は図１５
－ｃに示した従来技術例の総高さｈ =（２・ｔ +ｄ）に比較して小さい。従って，二個の円
弧部が連結する搬送アームの小型化が容易に図れる本発明の第４の特徴が認められる。
【００４３】
なお，一対のアーム２同志が連結する一対の円弧部１１および一対のアーム３同志が連結
する一対の円弧部１４の構造は，図２と図３に示したものと同一の構造が応用できる。
【００４４】
図４は本発明の第２の実施例の装置の概略図である。１本のアームの長さを図１の第１の
実施例の場合に比べて約１ /２と短いアームを複数連結させて，搬送アームの横幅を約１ /
２と小型化し，しかも図１に示した第１の実施例と同等の搬送ストロークを達成する場合
の一例である。図４－ａは搬送アームのアームを縮めた状態の鳥瞰図，図４－ｂはアーム
を伸ばした状態の鳥瞰図，図４－ｃはアームを伸ばした状態の側面図である。駆動源１０
と一対の駆動アーム２，受動アーム３，さらにその動きを受ける受動アーム４，５および
各々のアームを連結する円弧部１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，１８ならび
に先端アーム２０とから主に構成され，ウエハ１等を水平に搬送する構造である。すなわ
ち，搬送アームの搬送ストロークを減らさず，また搬送アームの総高さを増さずに，先端
アーム進行方向に対する横方向の占有幅を低減できるという本発明の第５の特徴が認めら
れる。なお，一対のアームが連結する円弧部１１，１２，１３，１６，１７，１８の構造
は，図２および図３に示した実施例と類似構造のものが利用できるが，二対のアーム３お
よびアーム４が連結する二対の円弧部１４，１５が接触する連結部分は図５に述べる構造
とする。
【００４５】
図５は本発明の四個の円弧部が連結する部分の一実施例の概略鳥瞰図である。図５－ａに
示したように，アーム３の一端の中心軸７１を有する円弧部は，上側の円弧部７５と下側
の円弧部７６と，これらの両円弧部と中心軸７１を同一にして，両円弧部より小さな半径
で，両円弧部に挟まれる位置にある円筒部９５とからなる。同様に，他方のアーム３の一
端側の中心軸７２を有する円弧部は，上側の円弧部７７と下側の円弧部７８と，これらの
両円弧部と中心軸７２を同一にして，両円弧部より小さな半径で，両円弧部に挟まれる位
置にある円筒部９６とからなる。さらに，アーム４の一端側の中心軸７３を有する円弧部
は，上側の円弧部７９と下側の円弧部８０と，これらの両円弧部と中心軸７３を同一にし
て，両円弧部より小さな半径で，両円弧部に挟まれる位置にある円筒部９７とからなる。
また，他方のアーム４の一端側の中心軸７４を有する円弧部１５は，上側の円弧部８１と
下側の円弧部８２と，これらの両円弧部と中心軸７４を同一にして，両円弧部より小さな
半径で，両円弧部に挟まれる位置にある円筒部９８とからなる。　図５－ｂに円筒部の主
要部分を示したように，円筒部９５と９６との間には，帯状の巻部材８３，８４，８５が
略Ｓ字状をなすように互いに交互に巻つけられ，各々の巻部材の両端は固定治具により，
巻きついている円筒部に対して張力を生じるように固定してある。同様に，円筒部９６と
９７との間には，帯状の巻部材８６，８７，８８が略Ｓ字状をなすように互いに交互に巻
つけられ，各々の巻部材の両端は固定治具により，巻きついている円筒部に張力を生じる
ように固定してある。さらに，円筒部９７と９８との間には，帯状の巻部材８９，９０，
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９１が略Ｓ字状をなすように互いに交互に巻つけられ，各々の巻部材の両端は固定治具に
より，巻きついている円筒部に張力を生じるように固定してある。また，円筒部９８と９
５との間には，帯状の巻部材９２，９３，９４が略Ｓ字状をなすように互いに交互に巻つ
けられ，各々の巻部材の両端は固定治具により，巻きついている円筒部に張力を生じるよ
うに固定してある。
【００４６】
なお，円筒９５において，巻部材８３，９３，８５はそれぞれ巻部材９２，８４，９４の
内側に重ねて巻つけてある。同様に円筒９６において，巻部材８６，８４，８８はそれぞ
れ巻部材８３，８７，８５の内側に重ねて巻つけてある。さらに，円筒９７において，巻
部材８９，８７，９１はそれぞれ巻部材８６，９０，８８の内側に重ねて巻つけてある。
また，円筒９８において，巻部材９２，９０，９４はそれぞれ巻部材８９，９３，９１の
内側に重ねて巻つけてある。もちろん，重ねてある巻部材を重ねずに，各々中心軸方向に
互いにずらして固定することも可能であるが，アームの高さを最小化するためには，図示
した如く重ねて巻くことが有効である。
【００４７】
また，巻部材へ張力を掛ける一方法は図２に示した巻部材の張力の調整方法と同様に，全
ての巻部材に張力を負荷した状態で固定することにより，上側の円弧部７５と７７とを互
いに接しせしめ，円弧部７７と７９とを互いに接しせしめ，円弧部７９と８１とを互いに
接しせしめ，円弧部８１と７５とを互いに接しせしめ，さらに，下側の円弧部７６と７８
とを互いに接しせしめ，円弧部７８と８０とを互いに接しせしめ，円弧部８０と８２とを
互いに接しせしめ，円弧部８２と７６とを互いに接しせしめ，しかも，中心軸７１と７２
とが互いに引き合う方向，および，中心軸７２と７３とが互いに引き合う方向，中心軸７
３と７４とが互いに引き合う方向，中心軸７４と７１とが互いに引き合う方向とにそれぞ
れ拘束力を生じる状態で連結することができる。その結果，互いに接触した円弧部がすべ
らず転動するので，アーム３が矢印１０７の方向に回転すると，アーム４が矢印１０８の
方向に円滑に回転する。また，円弧部が互いに接する外接部の位置と各々の円弧部の円筒
に巻きつけた三つの巻部材が交差する位置とを，円弧部の中心軸方向からみた状態で略一
致させることにより，巻部材に掛かる張力の転動に伴う変化を最小にできる。４ヵ所の各
円弧部が互いに接する外接部分の構造は図３の場合と類似にできる。すなわち，互いに外
接する円弧部の端面の転動面の断面形状は互いに凹状と凸状の構造とすることにより，転
動に際して円弧部の中心軸方向すなわち上下方向への位置ずれを防ぎアームの移動操作を
高精度行える特徴がある。
【００４８】
一方，アーム２とアーム３およびアーム４とアーム５の高さ方向の厚みをｔとすると，全
てを連結したアームの底部と頂部の距離すなわち総高さｈは，図４－ｃに示すようにｔに
等しくなる。このことは，図１の実施例の場合と同様に，本発明の搬送アーム機構がアー
ムの連結数によらず総高さｈを最小な一定値に保つことが可能であるので，４個の円弧部
が連結する搬送アームの小型化に有効であるという本発明の第６の特徴が認められる。
【００４９】
次に，直径２００ｍｍのウエハをストローク４５３ｍｍ搬送可能な搬送アームの一実施例
を図６，図７，図８を用いて説明する。いずれの図も駆動アームを０度から８８度まで２
２度刻みで回転させた時の，ウエハ１と各アームおよびその円弧部の軌跡を中心軸方向か
ら見た平面図で描いたものである。ウエハの移動方向に対して線対称な配置の構成部品に
ついては片側のみに番号を付した。また，回転角度４４度の時の状態を太い実線で強調し
て示した。いずれの場合も円弧部１１，１２，１３，１４と円弧部１５，１６，１７，１
８，円弧部１９，３７，３８，３９の半径を１５ｍｍに設計し，各々の円弧部の取りつい
たアームの長さ（アーム両端の円弧部の中心軸間距離で表わす）を次述のような値で設計
した一例である。
【００５０】
図６における機構のすべての円弧部は図２の実施例と同様の２個の円弧部の連結構造をな
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し，アーム２とアーム３の長さはそれぞれ２３５ｍｍで，駆動時の最大横幅Ｗは５３０ｍ
ｍである。
【００５１】
図７における機構では，円弧部１４と１５が図５で示した実施例と同様の４個の円弧部の
連結構造をなし，残りの円弧部１１，１２，１３，１６，１７，１８は図２で示した実施
例と同様の２個の円弧部の連結構造をなしている。アーム２とアーム３の長さは１１８ｍ
ｍ，アーム４とアーム５の長さは１１７ｍｍで，駆動時の最大横幅Ｗは２９６ｍｍである
。
【００５２】
図８における機構では，円弧部１４と１５および円弧部１８と１９が図５で示した実施例
と同様の４個の円弧部の連結構造をなし，残りの円弧部１１，１２，１３，１６，１７，
３７，３８，３９は図２で示した実施例と同様の２個の円弧部の連結構造をなしている。
アーム２とアーム３の長さは８７ｍｍ，アーム４とアーム５の長さは７８ｍｍ，アーム６
とアーム７の長さは７０ｍｍで，駆動時の最大横幅Ｗは２３４ｍｍである。
【００５３】
図６，７，８のいずれのアームもその総高さｈは２０ｍｍと一定である。この３例から本
発明の運動伝達方法を用いることにより，搬送アームのアーム全ての総高さｈを増やすこ
となく，駆動時の最大横幅Ｗの小さい機構，すなわち，本発明により床面積の小さな搬送
アーム機構が実現できる第７の特徴がわかる。
【００５４】
また，円弧部１１の二つの中心軸のうち一方の軸２１（図１参照）を回転制御するだけで
，他のガイド手段無しに搬送アームを直線移動させることが可能であるという本発明の第
８の特徴を有している。なお，軸２１は駆動源側に設けた公知の軸受けにより回転のみ自
由に支持する構造である。
【００５５】
さらに，アームの高さを増やさずに被搬送物等の負荷容量を増すためには，巻部材の張力
を大きくすることが必要である。その際，材料の繰り返し曲げの加わる条件下での降伏応
力を考慮して円筒部の半径を大きくすることにより，巻部材の板厚を増加させる設計が可
能である。なお，目安としては巻部材の板厚の４００～５００倍以上の直径の円筒部に設
計することが望ましい。
【００５６】
なお，ここに示した連結構造の形態やアームや円弧部等の各寸法値は，被搬送物の重量や
必要な搬送ストローク，許容可能な床面積等に応じて適宜最適な値に設計変更できること
は明らかである。
【００５７】
図９は本発明の第３の実施例である多段式真空処理装置の概略図である。直径２００ｍｍ
のウエハを枚葉処理するクラスタ型の真空処理装置の一例である。図８で示した実施例と
同様の搬送アーム機構３２２を内蔵した搬送室３０２の周囲に複数のゲート弁３０３～３
１０を介して，処理室３１３ほか図示していない複数の処理室を配置してある。この搬送
アームは，駆動源３２６から駆動アームへの回転駆動力を受動アームに伝え，先端アーム
に載置した基板３２５を図９－ａから図９－ｂに示すように移動し搬送する構造である。
なお，複数の処理室に向かって回転移動する場合には駆動源３２６全体を図示していない
回転機構で回転させることで行う。搬送室３０２の内径は５６０ｍｍ以上あれば十分であ
る。同じストロークを搬送する図１６に示す従来技術の搬送室の内径が６７０ｍｍ以上を
必要としていたのに比べて，本発明の運動伝達方法の搬送機構を用いることにより，複数
の処理室を周囲に備えた搬送室を中心とする半導体製造装置の床面積を著しく小さくでき
る第９の特徴がわかる。
【００５８】
図１０は本発明の円弧部の連結部分の一実施例の概略図である。４個の円弧部の接する連
結部分と２個の円弧部の接する連結部分を示してある。図１０－ａは円弧部の中心軸方向
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から見た円筒部とアームと巻部材との位置関係を示す概略平面図であり，図１０－ｂ，ｃ
，ｄはそのＡＡ断面図である。
【００５９】
まず，４個の円筒部１５５，１５６，１５７，１５８の連結部分の構造に関して説明する
。この構造は，図５の実施例に示した一例と類似の構造である。すなわち，アーム１７１
，１７４を図５のアーム４と対応させ，アーム１７２，１７５を図５のアーム３と対応さ
せると，巻部材１１１，１１２，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７，１１８は，
各々図５の巻部材８６，８９，９０，８７，８４，８３，９２，９３に対応する。また，
円弧部１５１と１５２や円弧部１５３と１５４等の外接部分の構造は図３の実施例と類似
の構造を応用する。
【００６０】
巻部材１１１と１１２の一端はアーム１７１の固定部１９５で固定し，巻部材１１１の他
端はアーム１７２の固定部１９５に固定し，巻部材１１２の他端はアーム１７４の固定部
１９５に固定してある。巻部材１１６と１１７の一端はアーム１７５の固定部１９５で固
定し，巻部材１１６の他端はアーム１７２の固定部１９５に固定し，巻部材１１７の他端
はアーム１７４の固定部１９５に固定してある。
【００６１】
巻部材１１４と１１５の一端はアーム１７２の固定部１９５で固定し，巻部材１１４の他
端はアーム１７１の張力調整部１９０に固定し，巻部材１１５の他端はアーム１７５の張
力調整部１９０に固定してある。巻部材１１３と１１８の一端はアーム１７４の固定部１
９５で固定し，巻部材１１３の他端はアーム１７１の張力調整部１９０に固定し，巻部材
１１８の他端はアーム１７５の張力調整部１９０に固定してある。
【００６２】
黒実線で示した上下の巻部材１１１，１１２，１１６，１１７等をアームの厚肉部の貫通
孔に通してから，固定部１９５でアーム部材に固定する。その後，灰色実線で示した巻部
材を張力調整部１９０でそれぞれに引張り力が生じるように調整して固定する。この調整
により，４個の円筒部の中心軸が互いに引き合う方向に力が発生し，その結果それぞれの
アームの円弧部が精度良く互いに外接し滑らかに転動可能な構造となる。
【００６３】
つぎに，２個の円弧部の連結部分に関して，円筒部１６５と１６６近傍の部位の構造で説
明する。この構造は，図２の実施例に示した一例と類似の構造である。アーム１７２，１
７３を図２のアーム３，２と対応させると，巻部材１３１，１３２は各々図２の巻部材４
１，４２に対応する。また，円弧部１６１と１６２や円弧部１６３と１６４等の外接部分
の構造は図３の実施例に類似な構造を応用する。
【００６４】
巻部材１３１と１３２の一端はアーム１７３の固定部１９５で固定し，巻部材１３１の他
端はアーム１７２の固定部１９５に固定し，巻部材１３２の他端はアーム１７２の張力調
整部１９１に固定してある。
【００６５】
黒実線で示した上下の巻部材１３１，１３３等をアームの厚肉部の貫通孔に通してから，
それぞれの固定部１９５でアームに対して固定する。その後，灰色実線で示した巻部材１
３２の張力調整部１９１で引張り力が生じるように調整し固定する。この調整により，２
個の円筒部の中心軸が互いに引き合う方向に力が発生し，その結果それぞれのアームの円
弧部が精度良く互いに外接し滑らかに転動可能な構造となる。
【００６６】
以上述べたように，本発明の構造は，図 10－ａに示すように一対で平行に配置されたアー
ムの外側から（図面上の上下方向から）張力調整部を調整することが可能な構造であるた
め，搬送アームの組み立てや保守の際の調整が極めて容易であるという第１０の特徴があ
る。
【００６７】
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なお，本実施例の円弧部は半径１５ｍｍ，円筒部は半径１２ｍｍ，高さ１７ｍｍ，帯状の
巻部材はステンレス鋼で板厚０ .０６ｍｍ，幅５ｍｍ，アームは高さｔ２０ｍｍの構造で
，張力は５０ｋｇ与えた。なお，巻部材の引っ張り強度や被搬送物の重量，許容搬送空間
の寸法等に応じてこれらの寸法値は適宜変更可能である。また，巻つけ方向が同一の二つ
の巻部材の幅を他の一つの巻部材の幅よりそれぞれ小さく設計したり，重力による曲げモ
ーメント荷重が比較的大きく加わる上側の巻部材の幅を大きめに設計するなどの工夫も小
型化の点で有効である。
【００６８】
図１１は本発明の搬送アームの一実施例の概略平面図である。搬送アームが縮んだ時の投
影面積が，直径３００ｍｍのウエハの投影面積内に収まる大きさの構造の一例である。図
８の実施例の類似の一応用例である。図１１－ａは駆動アーム２を０度から８８度まで２
２度刻みで回転させた時のウエハ１とアーム，円弧部のそれぞれの軌跡を中心軸方向から
見た平面図で描いたものである。ウエハの移動方向に線対称な配置の要素部品は一方のみ
に番号を付した。図１１－ｂは回転角度０度の時の状態を示し，図１１－ｃは回転角度４
４度の時の状態を示し，図１１－ｄは回転角度８８度の時の状態を示してある。円弧部１
１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，１８，１９，３７，３８，３９の半径を１５
ｍｍに設計して，各円弧部からのアームの長さ（アーム両端の円弧部の中心軸間距離で表
わす）として，アーム２，３およびアーム６，７を９３ｍｍ，アーム４，５を１２０ｍｍ
と設計した結果，搬送ストローク５９０ｍｍを得た。従って，本発明により大口径な基板
の下側で，その投影面積とほぼ同じ領域に収まる小型な搬送アーム機構が実現可能である
という第１１の特徴が認められる。
【００６９】
図１２は本発明の第４の実施例の処理装置の概略図である。特に，搬送アームを内蔵した
小型搬送容器の一例の該略図を示した。小型搬送容器は，搬送容器内の雰囲気を外気から
隔離して，ウエハを常に洗浄な所定の雰囲気下に維持した状態で，別置の処理装置まで運
び，結合した後にウエハを搬入出することができる。図１２－ａは小型搬送容器３５０と
別置の処理装置の処理室３５１とを接近させた状態の容器内を透視した側面概略図である
。小型搬送容器３５０内には小型の搬送アームが内蔵され，その先端アーム２０上に直径
２００ｍｍのウエハ１が設置されている。小型の搬送アームは図１１の実施例と類似の一
例である。円弧部１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，１８，１９，３７，３８
，３９の半径を１５ｍｍとして，各々の円弧部の取りついたアームの長さ（アーム両端の
円弧部の中心軸間距離で表わす）をアーム２，３およびアーム６，７の長さを４３ｍｍ，
アーム４，５の長さを７０ｍｍと設計して，搬送ストローク３０１ｍｍを得た。図１２－
ａは駆動アーム２を駆動制御手段３５７により回転角度８８度だけ回転させて縮めて引込
めた状態である。図１２－ｂは駆動アーム２を回転角度４４度だけ回転させた状態である
。図１２－ｃは駆動アーム２の回転角度０度でアームを伸ばした状態である。図１２－ｄ
は図１２－ｃの状態を側面から見た透視の該略図である。図１２－ａに示すように，小型
搬送容器３５０はゲート弁３５３を閉じることにより，ガス吸蔵合金や小型真空ポンプさ
らには不活性ガスポット等の図示していない雰囲気維持手段により，小型搬送容器内を真
空や不活性ガス等の所定の雰囲気に維持できる。別置の処理室３５１内はゲート弁３５４
を閉じた状態で，図示していない真空ポンプやガス供給配管等の雰囲気維持手段により，
処理室内を真空や不活性ガス等の所定の雰囲気に維持できる。図１２－ｂに示すように，
小型搬送容器３５０を処理室３５１の入口にある結合手段３５２に位置決め固定して，両
方のゲート弁と結合手段に囲まれた空間を洗浄し，真空や不活性ガス等の所定の雰囲気に
設定した後，ゲート弁３５３と３５４を開閉手段３５８と３５９を用いて開けてウエハを
処理室に搬入する。図１２－ｃと図１２－ｄに示すように，処理室内には上下に移動する
サセプタ３５５があり，搬送アームの先端アーム７が所定の位置まで搬入された時点で，
サセプタ３５５を上下駆動制御手段３５６により移動させて，ウエハ１を授受する。搬送
アームの総高さｈは１５ｍｍで，小型搬送容器の高さは約５０ｍｍで外形は約２５０ｍｍ
の矩形で内容積約３ｌの構造である。本発明によれば，小型搬送容器内にウエハの保持と

10

20

30

40

50

(13) JP 3769802 B2 2006.4.26



搬送を兼ねた極めて小型な搬送アームを内蔵可能となるため，相手の処理装置や検査装置
に対してウエハの搬入出手段を必要とせずに，ウエハの授受操作が汚染なく短時間に容易
に行える小型搬送容器を実現できるという第１２の特徴が認められる。
【００７０】
図１３は本発明の第５の実施例の概略図である。一対の駆動アームの駆動源側の一端の円
弧部の中心軸を同一にする場合の一実施例の概略図である。
【００７１】
図１３－ａは駆動アームを０度から８８度まで２２度刻みで回転させた時のウエハ１と各
アームおよび円弧部の軌跡を中心軸方向から見た平面図で描いたものであり，駆動アーム
７０２の回転角度が４４度の時の状態を太い実線で強調して示してある。ウエハの移動方
向に線対称な配置の要素部品は片方のみに番号を付した。
【００７２】
図１３－ｂは，回転角度α 1=４５度，β 1=４５度の時の円弧部７１２と７１３との接する
連結部近傍を拡大した平面図である。図１３－ｃおよび図１３－ｄは回転角度β２ =６５
度およびβ３ =８５度の時の円弧部７１２と７１３との接する連結部を拡大した平面図で
ある。なお，円弧部７１４の半径は１５ｍｍ，アーム７０３の長さ（アーム両端の円弧部
の中心軸間距離で表わす）は２３５ｍｍである。
【００７３】
円弧部７００は中心軸を同一として，一対の円弧部は各々独立に回転運動可能な構造であ
る。この一対の各円弧部から一対の駆動アーム７０２がそれぞれ伸びる構造である。なお
，駆動アーム７０２とその一端の円弧部７００と他端の円弧部７１２および受動アーム７
０３の一端の円弧部７１３以外の構造は，図６の実施例等と同様な構造である。駆動アー
ム７０２の一端の円弧部７００と他端の円弧部７１２との中心間距離は，図６の実施例と
は異なって，受動アームの一端の円弧部７１３と他端の円弧部７１４との中心間距離より
長い構造である。従って，アーム７０３の他端の一対の円弧部７１４が常に互いに外接し
た状態で，駆動アームをスムーズに駆動するために，円弧部７１２と７１３は所定の曲線
形状の略円弧状の構造となっている。すなわち，円弧部７１２と７１３は，その互いの中
心間距離は一定のままで，回転角度に応じて，中心軸と外接部との距離が漸次変化する略
円弧状の曲線形状をなしている。例えば，図１３－ｂにおいて，中心間隔はｒ１ =１５ｍ
ｍ，ｒ２＝１５ｍｍ，ａ＝１６．３ｍｍ，ｂ＝１３．７ｍｍ，回転角度α 1=４５度であり
，図１３－ｃにおいて，中心間隔はｒ１ =１５．３ｍｍ，ｒ２＝１４．７ｍｍ，回転角度
α２ =６３度であり，図１３－ｄにおいて，中心間隔はｒ１ =１５．５ｍｍ，ｒ２＝１４．
５ｍｍ，回転角度α３ =８１度と設計した。なお，これらの数値は上記の値に限定される
ものでなく，使用目的に応じて変更できることは明らかである。
【００７４】
図１３－ａの矢印７０１方向に独立に分離して回転可能な一対の円弧部７００を介して，
二つの駆動アーム７０２を互いに同一方向に等しい回転角度だけ回すことにより，搬送ア
ーム全体を矢印７０４の円周方向に回転移動できる。また，矢印７０１方向に円弧部７０
０を介して，二つの駆動アーム７０２を互いに反対方向に等しい回転角度だけ回すことに
より，搬送アーム全体を矢印７０５の半径方向に伸縮移動できる。本発明では，円弧部７
１２，７１３を上述したような略円弧状の形状にすることにより，回転中心を合致させた
駆動アーム系が構成できるので，一つの軸まわりの回転動作のみで２次元平面内の任意の
位置に，先端アームを高精度かつ高速に位置決め操作できるという搬送アームの第１３の
特徴が認められる。なお，円弧部７００からの一対の駆動アームを各々独立または同時に
駆動する手段としては，同心円状の磁気カップリングを用いた回転導入機等や図１６の従
来技術の駆動アーム２２２の駆動源２２６の応用等が考えられる。
【００７５】
図２４は本発明の第６の実施例の多段式真空処理装置の概略図である。図９に示した第３
の実施例の搬送室内の搬送アーム機構として，図１３に示した第５の実施例と同様に駆動
側の円弧部の中心軸を同一にした構造の搬送アーム機構を搭載した一例である。直径２０
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０ｍｍのウエハを枚葉処理する多段式の真空処理装置の一例で，搬送室３０２の周囲に複
数のゲート弁３０３～３１０を介して，処理室３１３ほか図示していない複数の処理室を
配置したものである。この搬送アームは，駆動源３２６から同一の中心軸を有する円弧部
７００を介して１対の駆動アーム７０２を互いに反対方向に回転制御して，略円弧状の円
弧部７１２と７１３を介して回転駆動力を受動アーム７０３に伝える。先端アームに載置
した基板３２５を図２４－ａから図２４－ｂに示すように移動し搬送する構造である。な
お，複数の処理室向かって回転移動する場合には，１対の駆動アーム７０２を互いに同じ
方向に回転制御することで行う。本実施例の搬送室３０２の内径は５６０ｍｍ以上あれば
十分である。同じストロークを搬送する図１６に示す従来技術の搬送室の内径が６７０ｍ
ｍ以上を必要としていたのに比べて，本発明の運動伝達方法の搬送機構を用いることによ
り，搬送室の内径を小さくすることが容易となるため半導体製造装置の床面積を小さくで
きるという第１４の特徴が認められる。
【００７６】
図１４は本発明の第７の実施例の処理装置の概略図である。図１４－ａは，五角形状の搬
送室５７１と処理室５７２とバッファ室５８０，基板５８１，搬送アーム５８２とから主
に構成される装置の平面図である。図１４－ｂは搬送アームを処理室５７２側へ移動させ
た時のバッファ室５８０と搬送アーム５８６および基板５８１の位置関係を示す平面図で
ある。図１４－ｃは処理装置の側断面の概略図である。処理室５７２はゲート弁５７３を
介して搬送室５７１に接続し，他のゲート弁５７４，５７５，５７６，５７７を介して図
示していない各種の処理室がこの搬送室に接続している。なお，接続可能な処理室の数は
本発明の一例に特定されるものではなく，接続すべき処理室の必要数に応じて搬送室等の
形状を設計することが出来る。本実施例の場合，基板の直径は２００ｍｍ，搬送室５７１
の内径は６００ｍｍ，処理室内の奥行きは４５０ｍｍ，搬送室５７１の高さは２００ｍｍ
，バッファ室５８０内の高さは３０ｍｍである。
【００７７】
搬送アーム５８２は，図８に示した実施例と類似な構造で，アームの総高さｈを１３ｍｍ
にして，バッファ室５８０内の上下に２式設けてあり，一方に未処理ウエハを載せ，他方
で処理室内の処理済みウエハを取り出す操作を行う。搬送アーム５８２は，処理室内のサ
セプタ手段５１０上に既に存在する処理済みウエハを受け取り，未処理ウエハをサセプタ
手段５１０上に渡す。搬送アーム５８２は駆動手段５８３で上側の搬送アームを移動制御
し，駆動手段５８４で下側の搬送アーム５８５を移動制御する。
【００７８】
バッファ室５８０内は，開口５８７からコンダクタンス弁５８８とゲート弁５８９を介し
て排気手段５９０により排気する。また，搬送室５７１内はゲート弁５９１を介して，排
気手段５９０によりバッファ室５８０内とは独立に排気する。バッファ室５８０は搬送室
５７１内で所望の処理室に対向するため，図示していない駆動手段により矢印５９２のよ
うに回転移動できる。バッファ室５８０は，磁性流体シールを用いた案内手段５９３によ
り外気と搬送室内とを遮断した状態で，任意の処理室に対向するように回転移動可能であ
る。なお，処理室５７２内はウエハの搬入出の操作を行わない時にはゲート弁５７３の遮
蔽により搬送室内から隔離される。
【００７９】
処理室５７２内はゲート弁５９４を介して排気手段５９５により排気可能な構造である。
また，バッファ室５８０内を処理室と同じガス雰囲気に設定した後に，バッファ室内を排
気するために，ゲート弁５９６を介して排気手段５９５で排気可能な構造となっている。
また，処理室５７２内とバッファ室５８０内には，それぞれ所望の処理雰囲気を維持させ
るため，所定のガス供給手段５９７から流量制御手段５９９，５００を介して，それぞれ
所望のガスが所望の流量で供給可能な構造となっている。さらに，バッファ室５８０内の
洗浄操作等のため，不活性ガス供給手段５９８から流量制御手段５０１を介してガスが供
給可能な構造となっている。不活性ガス供給手段５９８からの加圧制御した高純度な窒素
ガスをバッファ室の上流側の搬送室の開口部の上部天井に設けた噴出孔手段５０２から，
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バッファ室内に噴出させ，下流の排気手段へつながる開口５８７に向かって乱流を形成す
ることにより，バッファ室内の壁面や搬送アームの表面等に付着した塵埃を物理的に除去
して排除することが可能である。また，あらかじめ，ＣＦ４やＣＨＦ３，ＳＦ４等のフッ
素系ガス等を用いて，バッファ室内を化学的に洗浄できる構造にもなっている。その際，
脱ガス促進のためバッファ室壁面等を加熱制御することも可能である。
【００８０】
また，排気により負圧となったバッファ室に，相対的に高くなった圧力差を利用して種々
のガスを噴出させて，噴出流れによる物理的および化学的なバッファ室内洗浄を行い，長
期間清浄な状態を効率良く保つことが可能である。
【００８１】
バッファ室内では，高い圧力でガスを小容積の室内に噴出し，異物を流れに載せて排出す
る洗浄工程を随時行えるので，本発明の搬送アームやバッファ室内に異物が蓄積しないと
いう第１５の特徴がある。
【００８２】
なお，バッファ室内でのガスのプラズマ化や光励起，または抵抗加熱や輻射加熱等の併用
により，室内の壁面や搬送アームの外壁等に付着したガス成分や微粒子を表面から離脱さ
せ，気体分子のブラウン運動作用や静電的作用，さらには電気泳動作用により，固体壁面
近傍の遅い流れの境界層から，ガス流れの主流中へ微粒子を導くことができるので，バッ
ファ室内の洗浄効果をさらに高めることが可能であり，しかも，流れを利用したこれらの
工程は，バッファ室内の容積が小さいため短時間で，少ないガス流量で行えるという第１
６の特徴を有している。
【００８３】
これらの洗浄工程の制御は，バッファ室下流の排気孔部に設けた図示していないパーティ
クルモニタで微粒子の粒径分布を把握したり，質量分析管でガス分圧を把握することによ
り，噴出ガス量や流速，排気速度を最適に制御できる。さらには，洗浄工程の必要となる
時期を適確に把握できる。その結果，過剰な洗浄という無駄時間や装置類の損傷を防止で
き半導体製造装置の稼働率を向上できるという第１７の特徴がある。この結果，本発明の
小型な搬送アームを内臓したバッファ室を有する処理装置により，高性能な半導体装置の
製造が容易なるという第１８の特徴を有している。
【００８４】
また，搬送アームの原点センサからの信号を基準として，駆動手段のパルスモータを制御
することにより，特別なフィードバック系無しに，シンプルで信頼性の高い駆動制御機構
を構成できるので，搬送アームで高精度にウエハの搬入出することが可能である。もちろ
ん，必要に応じて，適当なフィードバック制御系を組むことにより，移動速度の加減速の
最適化が可能となり，搬送時間のさらなる短縮が図れる。
【００８５】
搬送アームによるウエハの搬送に際して，通常は，ウエハの機能付加面を上に向けて搬送
するが，処理室等の関係でウエハの機能付加面を裏返して下向きで搬送したり，垂直に立
てて搬送する方法も考えられる。
【００８６】
特に大口径のウエハを枚葉で扱う場合には，垂直に立てて搬送処理等を行うシステムとす
ることにより，装置の床面積を低減できる効果がある。
【００８７】
次に，図１７と図１８を用いて図１４に示した第７の実施例の特徴の補足説明を行う。図
１７は図１４に示した実施例の処理装置の搬送室と処理室，バッファ室内の圧力特性の測
定結果の一例である。処理室内圧力（平均５０ｔｏｒｒ）と搬送室内圧力（平均１０ E－
６ｔｏｒｒ），バッファ室内圧力の時間変化を求めた結果の一例である。横軸に時間，縦
軸に対数表示の圧力を示す。反復する処理の前後にウエハの搬入出を行い，それに伴いバ
ッファ室内の圧力を制御する。その結果，処理室内や搬送室内の圧力が許容値内で微変動
している。特に処理に関係する雰囲気圧力変動は処理室内の平均圧力の２％以下と小さく
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，処理室内の雰囲気状態を１０ ppb 以下のクロスコンタミで高精度に維持できるという本
発明の第１９の特徴が認められる。
【００８８】
比較のため，図１８に従来技術の室内圧力特性の一測定例を示した。搬送室内圧力（平均
１０ E－６ｔｏｒｒ）と処理室内圧力を示した。横軸に時間，縦軸に対数表示の圧力を示
す。反復する処理の前後に処理室内の排気と雰囲気圧力設定の時間を含むウエハの搬入出
を行い，それに伴い処理室内の圧力が大きく変化している。図１７と図１８とを比較して
見ると，同じ処理をウエハに施すためのウエハ搬入出時間が本発明の場合小さいという特
徴と，処理室内の雰囲気圧力の変動が本発明の場合極めて小さく安定しているという特徴
が認められる。
【００８９】
図１９は図１４に示した第７の実施例の処理装置で高温処理を行う場合の特性の測定結果
の一例である。処理済みウエハ表面に自然酸化膜が形成される現象をを除去して，耐酸化
性に優れた極薄のシリコン窒化膜を形成する工程での一例である。温度９５０℃で雰囲気
圧力５０ｔｏｒｒでのＨ２処理８０１，９００℃で１０ｔｏｒｒでの熱窒化処理８０２，
８５０℃で１．５ｔｏｒｒでのＳｉＨ４，ＮＨ３処理８０３，７２０℃で５ｔｏｒｒでの
ＳｉＨ４処理８０４，８３０℃で２ｔｏｒｒでのＳｉＨ４処理８０５をそれぞれ独立した
処理室に設定し，各処理室へはウエハ搬入出８１１，８１２，８１３，８１４，８１５，
８１６を行うことにより，計５分３０秒でこの工程を終える。
【００９０】
比較のため，図２０に従来技術の高温処理特性の一例を示した。図１９に示したのと同じ
処理を行うものとした結果である。温度９５０℃で雰囲気圧力５０ｔｏｒｒでのＨ２処理
９０１，９００℃で１０ｔｏｒｒでの熱窒化処理９０２，８５０℃で１．５ｔｏｒｒでの
ＳｉＨ４，ＮＨ３処理９０３，７２０℃で５ｔｏｒｒでのＳｉＨ４処理９０４，８３０℃
で２ｔｏｒｒでのＳｉＨ４処理９０５を二つの処理室で行った。処理９０１，９０２，９
０３は同一処理室で行い，処理９０４，９０５は別の処理室で行った。同一処理室内では
温度とガス等の雰囲気条件設定９１２，９１３，９１６の反復を必要とし，さらに，異な
る処理室への搬入出に際しては，雰囲気条件設定９１１，９１４，９１５，９１７に長時
間を要している。その結果，この工程を終えるのに計８分２０秒を必要とした。
【００９１】
図１９と図２０の高温処理を行う工程の特性例の比較から，温度やガス雰囲気条件の異な
る処理を連続して行う上で，本発明を用いることによって作業時間を短縮する点での効果
が著しいという第２０の特徴があることが認められた。
【００９２】
緻密で高性能な薄膜形成等を大きな温度差の雰囲気下での処理行程の反復で製造する場合
，従来技術では試料台の熱容量の大きさや処理室の排気および圧力設定等に時間を要する
ことから，急激な温度変化を短時間で基板に付与する処理は不可能であった。しかし，本
発明により，処理室の温度や雰囲気を保ったままで，基板をバッファ室に取り出し，別の
温度と雰囲気に設定された処理室へ短時間で搬送し処理が行えるため，より高精度でウエ
ハの界面を制御して，高性能な半導体機能を基板に再現性良く容易に施すことが初めて可
能となる第２１の特徴を有している。
【００９３】
図２１は本発明の先端アームの一実施例の概略鳥瞰図である。一対の受動アーム３の他端
の円弧部１４の外周部に沿って帯状のばね部材７３０，７３１の一部を固定し，各々の他
端が先端アーム２０に固定する構造である。受動アーム３が矢印７３２，７３３の方向に
回転して，搬送アームが矢印７３５の半径方向に移動すると，ばね部材７３０，７３１が
円弧部１４の外周に沿って巻き込まれて先端アーム２０は矢印７３４の半径方向に微動し
て，円弧部１４に近接する。この近接動作により比較的板厚の薄いばね材を用いても，高
い剛性で先端アームを支持可能となる。この構造を用いると，先端アームを受動アームよ
り上側に突出させることのない構造が可能である。従って，ウエハを載せた先端アームを
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アーム総高さ以内に収まるように設計することも容易であり，先端アームを受動アームよ
り上側に突出させることのない構造により，搬送アームをさらに小型化できるという本発
明の第２２の特徴が認められる。
【００９４】
また，ばね部材７３０，７３１として，矢印７３２，７３３の方向に巻き込み力を発生す
るようにカール曲げ処理等を施した材料を用いることにより，蛙足型アーム機構が縮んだ
時のジャックナイフ現象の発生を防止できるという本発明の第２３の特徴を実現できる。
すなわち，搬送アーム機構が縮むにしたがってアーム３の間の角度が広がってばね部材７
３０，７３１の戻し力が蓄えられる。その結果，矢印７３５方向の分力が搬送アーム機構
に発生して，逆方向に進行させる不安定なジャックナイフ現象を防ぐことが容易に可能と
なる。
【００９５】
図２２は本発明の円弧部の連結部分の一実施例の概略鳥瞰図である。高さｔの駆動アーム
２の円弧部と，これに外接した円弧部１３を一端に持つ受動アーム３の他端の円弧部の高
さをｔ－Δｔと小さくした構造の連結部の一例である。円弧部１４に接続するアーム４の
高さはｔ－Δｔと薄くなる構造である。本実施例を応用することにより，駆動源側のアー
ムの高さを高くして搬送アーム機構のうち駆動源側により大きく加わる荷重を受けとめ，
次第に負荷の小さくなるアームの先に行くほど，高さの低いアーム機構を設計することが
可能である。この場合も，搬送アームの総高さは駆動アーム高さｔ内に収まるように設計
できることは明らかである。本発明によれば，搬送ロボットのアームの先端に行くほど質
量を小さくする系を組み立てることが可能となるため，小型で高い剛性の搬送アーム機構
を容易に構成できるので，高速かつ高精度な搬送アームが実現できるという第２４の特徴
が認められる。
【００９６】
図２５に本発明の第７の実施例の多段式真空処理装置の概略図を示す。二つの先端アーム
６５０，６５１を備えて，搬送室内で一度に２枚の基板６５２，６５３を搬送可能な搬送
アーム機構の一例である。二つの駆動アーム６５４で二つの先端アームを異なる方向にそ
れぞれ移動することを可能とする機能がある。そのために，駆動アーム６５４の他端から
，先端アーム６５０を移動させる受動アーム６５８が同軸のベアリング６５９を介して繋
がり，また，先端アーム６５１を移動させる受動アーム６６０が同軸のベアリング６６１
を介して繋がっている。受動アーム６５８，６６０から続く先端アームまでの複数のアー
ムと連結部の構成や構造は図７や図２４に示した実施例と同じである。本実施例では，直
径２００ｍｍのウエハを枚葉処理する多段式の真空処理装置の一例で，搬送室６６２の周
囲に複数のゲート弁６６３～６７０を介して，処理室６５６ほか図示していない複数の処
理室を配置したものである。図２５－ａは駆動アーム６５４の開き角度が１８０度，すな
わち中心線６７１上に位置した状態の平面図，図２５－ｂは駆動アーム６５４の開き角度
が１１６度で，基板６５３が処理室６５６側に接近している状態の平面図，図２５－ｃは
駆動アーム６５４の開き角度が５４度で，基板６５３が処理室６５６内に位置している状
態の平面図である。
【００９７】
駆動アームの一端の円弧部は，その中心軸を駆動源と同一にする構造である。また，ベア
リング６５９では駆動アーム６５４と受動アーム６５８が共通の回転軸を介して重なる状
態で連結し，ベアリング６６１でも駆動アーム６５４と受動アーム６６０が共通の回転軸
を介して重なる状態で連結する構造である。
【００９８】
駆動アーム６５４の開き角度が１８０度（図２５－ａ）の状態の時，駆動アーム６５４を
同じ方向に同じ角度回転させることにより，搬送アーム全体を回転させる駆動軸回りに回
転移動できるので，任意の処理室に対向して位置決めできる。従って，一方の先端アーム
で処理室内の処理済み基板を図２５－ｃから図２５－ｂのように取り出して，図２５－ａ
の状態で１８０度回転させた後，未処理基板を図２５－ｂから図２５－ｃのように処理室
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内に設置することができる。本実施例の搬送室６６２の内径は５６０ｍｍ以上あれば十分
である。同じストロークを搬送する図１６に示す従来技術の搬送室の内径が６７０ｍｍ以
上を必要としていたのに比べて，本発明の搬送アーム機構を用いることにより，搬送室の
内径を小さくした上でさらに処理済みと未処理基板のつかみ替えが効率的となるため，ス
ループットがさらに向上できるという第２５の特徴が認められる。
【００９９】
図２６に本発明の第８の実施例の処理装置の概略図を示す。二つの先端アーム３６１，３
６２を備えた小型搬送容器３６０が処理装置の処理室３６７に接続した状態を示す一例で
ある。図２６－ｂは小型搬送容器３６０と処理室３６７との容器内を透視した側面概略図
である。小型搬送容器３６０内には小型の搬送アームが内蔵され，その先端アーム３６１
，３６２上にはそれぞれ直径３００ｍｍのウエハ３６３，３６４が設置されている。小型
の搬送アームは図２５の実施例と類似の応用例であり，搬送ストローク４５０ｍｍを得た
。図２６－ａは駆動アーム３６５の開き角度が１８０度，すなわち中心線３６６上に位置
した状態の平面図，図２６－ｃは駆動アーム３６５の開き角度が約１１０度で，ウエハ３
６４が処理室３６７内に入りかかっている状態の平面図，図２６－ｄは駆動アーム３６５
の開き角度が約９０度で，ウエハ３６４が処理室３６７内に位置し，サセプタ３６８にウ
エハを授受している状態の平面図である。小型搬送容器３６０はゲート弁３６９を閉じる
ことにより，ガス吸蔵合金や小型真空ポンプさらには不活性ガスポット等の図示していな
い雰囲気維持手段により，小型搬送容器内を真空や不活性ガス等の所定の雰囲気に維持で
きる。別置の処理室３６７内はゲート弁３７０を閉じた状態で，図示していない真空ポン
プやガス供給配管等の雰囲気維持手段により，処理室内を真空や不活性ガス等の所定の雰
囲気に維持できる。両方のゲート弁と結合手段３７１に囲まれた空間を洗浄し，真空や不
活性ガス等の所定の雰囲気に設定した後，ゲート弁３６９と３７０を開閉手段３７２，３
７３とを用いて開けてウエハを処理室に搬入する。処理室内のサセプタ３６８は上下に移
動して先端アームからウエハを授受する。図２６－ｂに示すように，先端アーム３６１は
先端アーム３６０より高い位置になるように設計することにより，駆動アームの開き角度
が１８０度の時に，先端アームとウエハ等とが互いに接触することがない構造である。搬
送アームの総高さｈは約１５ｍｍで，先端アームの最大高さは約１５ｍｍで，小型搬送容
器の高さは約６５ｍｍで外形は約４００ｍｍ×４５０ｍｍの構造である。駆動アーム３６
５の開き角度が１８０度（図２６－ａ）の状態の時，駆動アーム３６５を同じ方向に同じ
角度回転させることにより，搬送アーム全体を回転させる駆動軸回りに回転移動できるの
で，処理済み基板と未処理基板のつかみ替えと収納が可能な小型搬送容器を実現できると
いう第２６の特徴が認められる。
【０１００】
本発明の半導体装置の製造方法による半導体装置の一実施例を，文献　月刊Ｓｅｍｉｃｏ
ｎｄｕｃｔｏｒ　Ｗｏｒｌｄ　増刊号　「’９４最新半導体プロセス技術」の２３頁～３
１頁に記載されているＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）のスタック型ＤＲＡＭの工程を参考にして述べる。
【０１０１】
通常，ウエハ段差形成，ウェル形成，アイソレーション，トランジスタ形成，ビット線形
成，キャパシタ形成，配線形成を反復することにより，ＤＲＡＭ等の半導体装置の機能が
形成される。これらのプロセスはリソグラフィ処理，エッチング処理，熱処理（酸化，ア
ニール，拡散），イオン注入処理，薄膜形成処理（ＣＶＤ，スパッタリング，蒸着），洗
浄処理（レジスト除去，溶液による洗浄），検査処理等を適宜組み合わせて構成される。
【０１０２】
図２３は本発明の半導体装置の製造方法の一実施例の断面概略図である。特に，ＤＲＡＭ
の製造プロセスのうち，ビット線形成とキャパシタ形成の一例を示した。特に，素子構造
が変化する工程での断面構造の概略図を示した。各図の左側にメモリセル部の断面構造を
示し，右側に周辺ＣＭＯＳ部の断面構造を示した。製造プロセスは図２３－ａから図２３
－ｇへと進行する。
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【０１０３】
主な処理内容は次の２５処理である。
【０１０４】
すなわち，第１処理；ＳｉＯ２堆積，第２処理；リソグラフィ，第３処理；エッチング（
図２３－ａ），第４処理；ＳｉＯ２堆積，第５処理；ポリサイド堆積，第６処理；リソグ
ラフィ（ビット線），第７処理；エッチング（図２３－ｂ），第８処理；ＳｉＯ２堆積，
第９処理；Ｓｉ３Ｎ４堆積，第１０処理；ＳｉＯ２堆積（図２３－ｃ），第１１処理；リ
ソグラフィ，第１２処理；エッチング，第１３処理；ｐｏｌｙ－Ｓｉ（蓄積電極）形成，
第１４処理；ＳｉＯ２堆積，第１５処理；エッチング（図２３－ｄ），第１６処理；ｐｏ
ｌｙ－Ｓｉ（蓄積電極）形成（図２３－ｅ），第１７処理；ＳｉＯ２堆積，第１８処理；
エッチング，第１９処理；ｐｏｌｙ－Ｓｉエッチング，第２０処理；ＳｉＯ２エッチング
，第２１処理；Ｓｉ３Ｎ４エッチング，第２２処理；Ｔａ２Ｏ５形成（キャパシタ絶縁膜
），第２３処理；Ｗ（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）形成（図２３－ｇ），第２４処理；リソグラフィ
（プレート），第２５処理；エッチングの各処理からなる。
【０１０５】
また，図２３に示した各構成材料は次の通りである。すなわち，ウエハ６０１，レジスト
６０２，ＳｉＯ２（パッシベーション膜）６０３，Ｓｉ３Ｎ４６０４，ｎ＋層６０５，ｐ
＋層６０６，ｐｏｌｙ－Ｓｉ（ポリサイド）６０７，ＳｉＯ２６０８，Ｓｉ３Ｎ４６０９
，ＳｉＯ２６１０，ｐｏｌｙ－Ｓｉ６１１，ＳｉＯ２６１２，ｐｏｌｙ－Ｓｉ６１３，６
１４，Ｔａ２Ｏ５６１５，Ｗ（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）６１６である。
【０１０６】
ＳｉＯ２堆積，ｐｏｌｙ－Ｓｉ堆積，Ｓｉ３Ｎ４堆積，ｐｏｌｙ－Ｓｉエッチング，Ｓｉ
Ｏ２エッチング，Ｓｉ３Ｎ４エッチング，Ｔａ２Ｏ５形成，Ｗ形成等の各処理を適宜配置
した本発明の半導体製造装置を用いることにより，上記２５処理のうち，第３処理～第５
処理，第７処理～第１０処理，第１３処理～第２３処理は，大気下にウエハを暴露するこ
となく連続的に行うことが可能という本発明の第２７の特徴が認められる。その結果，界
面制御，すなわち，自然酸化膜や汚染を除去し，清浄な表面へのそれぞれの処理を再現性
良く，しかも高いスループットで実現できるので，高性能で高信頼性を特徴とする半導体
装置を容易に提供可能とする本発明の第２８の特徴が認められる。
【０１０７】
別の半導体製造プロセスへの本発明の応用実施例の一例として，ウエハ面への自然酸化膜
や水分ならびに種々の汚染を防止しできるので，洗浄な表面への各処理である界面制御を
必要とし，表面の化学的違いを利用する選択Ｗ成膜，低抵抗コンタクトのＡｌやＣｕの成
膜に適用できる。
【０１０８】
さらには，ｐｏｌｙ－Ｓｉ，酸化膜，Ａｌ，Ｗ，トレンチ，多層レジスト，レジストアッ
シング等の処理室を備えた本発明の半導体製造装置で，ポリサイドのエッチングと酸化膜
エッチングを連続的に行うことが容易になり，高性能で高信頼性なフラッシュメモリを高
歩留まりで生産可能となるという本発明の第２９の特徴が認められる。
【０１０９】
本発明は半導体装置の製造に限定されるものでなく，薄膜トランジスタ (ＴＦＴ：Ｔｈｉ
ｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を用いた液晶パネルの生産ラインに適用すること
もできる特徴がある。
【０１１０】
ロードロック室より挿入された液晶基板を，それぞれ所定の加熱温度（～４００℃）で所
定ガスを供給や放電条件を制御した雰囲気に設定制御維持したプラズマＣＶＤ処理室内に
搬入出させ，プラズマクリーニング，シリコンナイトライド，アモルファスシリコン，ド
ープドアモルファスシリコン，二酸化シリコン，オキシナイトライド等の成膜処理を行う
処理室を備えた本発明の半導体製造装置を用いることにより，自然酸化膜，水分や汚染を
除去した環境下での生産が容易となり，高性能で高信頼性な液晶パネルを高スループット
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で生産することが可能となるという本発明の第３０の特徴が認められた。
【０１１１】
本発明を用いると，種々の処理室の雰囲気を維持制御したまま基板を搬入出して，処理を
行うことができ，処理中あるいは処理後の基板の計測検査のデータを中央制御システムに
転送して，基板や処理室の履歴管理や記録を行うことができるので，各処理室や製造装置
の自己診断を行い適切な指示を出力するシステムを構築することができる。従って，本発
明により種々の処理室の雰囲気を維持制御したまま基板の計測検査が行えるので，半導体
製造装置や工程の信頼性を格段に向上できるという第３１の特徴もある。
【０１１２】
本発明を用いると，バッファ室内の雰囲気条件を処理室の雰囲気条件と同じにして，基板
を搬送できるため，基板表面の原子層レベルでの処理を行い，基板表面からの分子や原子
の脱離させることなく処理室から次の処理室へ基板を搬送することが可能である。従来の
装置では，基板の搬送に際して，必ず，真空排気を必要としていたため，極微量の原子等
が基板表面から脱離してしまい，新しい機能の素子を安定に製造することが困難であった
。従って，本発明により基板表面からの分子や原子の脱離させることなく処理室から次の
処理室へ基板を搬送することが可能という第３２の特徴もある。
【０１１３】
なお，バッファ室内に搬送室内とは異なる雰囲気ガスを封じて，搬送室内で回転移動させ
る場合には，図１４に示したシール機構５２０の非接触間隙を数μｍ以下と小さく設計し
，コンダクタンスを小さくしてバッファ室内の雰囲気圧を搬送室内より数十ｔｏｒｒ以上
大きく保ったり，バッファ室の開口側に簡単な遮蔽弁を設けたりすることが容易に行える
ことは明らかである。
【０１１４】
また，塩素系や臭素系のガスを用いるエッチング処理の場合には，基板表面に処理ガスが
吸着しやすいので，単に次の処理室に基板を搬入すると，基板に吸着していたガス成分に
よるクロスコンタミが生じる。このようなクロスコンタミ現象を防ぐため，バッファ室内
の圧力を超高真空にして吸着ガスを離脱促進させたり，中和ガスをバッファ室内に送気し
て不要なガス成分を不活性化したり，バッファ室内でガス洗浄除去したり，バッファ室内
でプラズマアッシング除去することも本発明では容易に行える特徴がある。このように，
クロスコンタミ除去作業を搬送中のバッファ室内で短時間で行うことが可能という本発明
の第３３の特徴もある。
【０１１５】
これらの利点は，小型搬送アーム機構を内蔵してしかも雰囲気を独立に制御できる小容積
の可動なバッファ室を実現した本発明の特徴に基づくものである。
【０１１６】
さらに，本発明はマルチ処理装置に用いて，金属や樹脂等界面を制御して，ゆらぎを押さ
え，所望の材料特性勾配を有する新規なエンジニアリング材料を特殊環境下で製造できる
という第３４の特徴もある。
【０１１７】
本発明の第９の実施例の概略図を図２７に示す。図１３に示した第５の実施例と類似して
，一対の駆動アームの一端の回転中心を同一とする場合の別の例である。駆動アーム９２
１と受動アーム９２２の連結部分として、ベアリングレスの関節構造を用いた一例である
。
【０１１８】
駆動アームの回転角度が１０度，４０度，９３度の状態を図示し，回転角度４０度以外の
部品は透視図として示してある。図２７－ａは円弧部９２６と９２７の半径が等しく１７
．５ｍｍの場合の一例である。図２７－ｂに示した鳥瞰図のように，円弧部９２６を駆動
アーム９２１の一端に載せ固定する構造とすることにより，駆動アームが９０度以上の鈍
角まで回転可能な関節構造となっている。この構造により，ウエハ９２４の中心を駆動軸
の中心とほぼ一致させて保持することが可能になるので，駆動アームを同一方向に同期回
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転して，搬入出の軸方向を変えるための旋回時にウエハに遠心力が及ぶのを防止できる。
従って，アーム機構の高速旋回が可能となり，搬送時間を短縮できるという第３５の特徴
を有している。
【０１１９】
さらに，一対の駆動アームが互いに反対方向かつ，各々の回転角度が鈍角になるまで移動
する際には，回転角度が９０度の状態（一対の駆動アームの互いのなす開き角度が１８０
度の状態）で停止せず移動速度を保持したままアームを移動させる制御方法を用いる。こ
の制御方法により蛙足型アーム機構のいわゆるジャックナイフ現象の発生を防止して，円
滑な搬送制御が行えるという第３６の特徴も有している。
【０１２０】
図２７－ｃは円弧部９２６の半径が１０ｍｍ，円弧部９２７の半径が２５ｍｍの場合の一
例である。両円弧部の半径を異ならせることにより，駆動アームの逆方向への回転する際
の両円弧部の中心軸を結ぶ線の傾きを任意に設定することができる。本例の場合には，駆
動アームの逆方向への回転角度が小さい状態で移動ストロークを増加させることが可能と
なる。図２７－ａと図２７－ｃとも円弧部９２８および先端アーム９２３の寸法を同じ値
に設計した。円弧部９２８の半径は１７．５ｍｍである。円弧部９２８の中心とウエハ中
心間距離を１７５ｍｍと設計した。この時、駆動アームの回転中心から７７５ｍｍのスト
ロークを得る構造を実現する一例として、アーム９２１，９２２の長さおよび一対の駆動
アームの逆方向回転角度が９０度の時に形成される最大幅が，図２７－ａの場合に３２８
ｍｍ，２７５．５ｍｍおよび６９１ｍｍに対して，図２７－ｃでは３１８ｍｍ，２６５．
５ｍｍおよび６５６ｍｍとなり，最大幅が３５ｍｍ低減する。従って，円弧部９２６と９
２７の半径を異ならせることにより，アーム機構の駆動アームの最大幅で規定される旋回
直径を低減できるので，半導体製造装置のフットプリントを低減（本実施例の場合は面積
１０％低減）できるという第３７の特徴を有している。
【０１２１】
本発明の第１０の実施例の概略図を図２８に示す。図２７－ａに示した第９の実施例の先
端アームの代りに２枚のウエハを同時に載せることが可能な構造の先端アーム９３３を有
している関節機構の一実施例である。図示していない第一の処理室内にある処理済みウエ
ハ９４１を搬出してから，未処理ウエハ９５１を第一の処理室内に搬送設置し，先の処理
済みウエハを図示していない第二の処理室内に搬送設置する手順の一例を模式図的に図２
８－ａから図２８－ｇに示した。直線移動や旋回移動中のウエハや先端アーム等に矢印を
付した。また，１枚の処理済みウエハ９４１の移動位置を番号９４１～９４７で示し，１
枚の未処理ウエハ９５１の移動位置を番号９５１～９５５で示した。
【０１２２】
次に搬送手順の概要を述べる。図示していないロードロック室から未処理ウエハ９５１を
２枚載置可能な先端アーム９３３の一方に載せた後，駆動アーム９３１を互いに逆方向に
回転させて先端アーム９３３を矢印方向に移動させて，図示しない第１の処理室内のサセ
プタ上にある処理済みウエハ９４１の下側に先端アームを挿入する（図２７－ａ）。図示
しないサセプタを降下させて，処理済みウエハ９４２を先端アームに載せる（図２７－ｂ
）。第１の処理室から処理済みウエハ９４３を矢印方向に移動して図示していない搬送室
内に搬出する（図２７－ｃ）。先端アーム上の未処理ウエハを第１の処理室に対向させる
ため，搬送室内で駆動アームを互いに同じ方向に回転させて，アーム機構全体を矢印方向
に旋回させる（図２７－ｄ）。なお，一対の駆動アームの互いのなす開き角度が１８０度
の状態を通過させてから停止させた後，旋回制御することがジャックナイフ現象を生じる
ことなく、スムーズにウエハを移動させる上で大切である。すなわち，図２７－ｄ示すよ
うに、次に半径方向に移動する側へ（ここでは未処理ウエハ９５４側へ）若干片寄るよう
に先端アームを搬送停止維持した状態で旋回制御することが望ましい。第１の処理室へ未
処理ウエハを対向させた後，駆動アームを互いに逆方向に回転させて第１の処理室内のサ
セプタ上に未処理ウエハ９５５を移し替えて，先端アームを矢印方向に移動させ搬送室内
に先端アームを戻す（図２７－ｅ）。次に，先端アーム上の処理済みウエハ９４６を図示
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していない第２の処理室に対向させるため搬送室内で駆動アームを互いに同じ方向に回転
させて，アーム機構全体を矢印方向に旋回させる（図２７－ｆ）。第２の処理室へ処理済
みウエハを対向させた後，駆動アームを互いに逆方向に回転制御させて、第２の処理室内
のサセプタ上に処理済みウエハ９４７を移し替えて，先端アームを矢印方向に移動させ搬
送室内に先端アームを戻す（図２７－ｇ）。以上の手順を随時反復することで，複数の処
理室を備えた半導体製造装置において，一対の駆動アームと受動アームとから構成される
本発明のシンプルな構造の関節機構により，処理済みウエハと未処理ウエハとの載せ替え
が可能となるという第３８の特徴を有している。
【０１２３】
【発明の効果】
以上説明したように，本発明に係る半導体装置の製造方法により以下の著しい効果を得る
。
【０１２４】
互いに異なる中心軸の円弧部からなる連結部を滑らかに転動する運動伝達方法を用いて，
潤滑を必要とする回転ベアリング等の案内機構なしの搬送アーム機構を構成することによ
り、真空やプロセスガス雰囲気等に対する信頼性を著しく向上するという効果，
高さを増さずに所定の搬送ストロークを確保できる小型の搬送アーム機構を実用化する効
果，
巻部材による拘束力により円弧部を外接させ運動伝達支持する簡素な連結部の構造により
，搬送アーム機構の信頼性を向上させる効果，
簡単で強靭な構造体を容易に組み立て調整可能な構造体により，小型搬送アーム機構を用
いた半導体製造装置等の保守間隔を延ばし保守時間を低減する効果，簡単で強靭な構造体
を容易に組み立て調整可能な構造体により，半導体製造装置のコストを下げる効果，
小型搬送アーム機構による半導体製造装置の小床面積化により，限られた面積のクリーン
ルーム等のプロセスエリアを有効活用できる効果，
一軸の回転制御だけで，搬送アームを直線移動可能な簡単な小型搬送アーム機構を実用化
する効果，
大口径な基板の下側のわずかな空間を利用した小型搬送アーム機構により，汚染なく短時
間で基板を枚葉で搬入出可能な小型搬送容器を実用化する効果，
略円弧の形状の連結部により中心軸を合致させた一対の駆動アームを構成して，一軸の回
転制御のみで２次元平面移動可能な小型搬送アーム機構を実用化する効果，
耐ベーキング，耐腐食性等の耐雰囲気条件の高い構造の運動伝達機構により，種々の雰囲
気条件にさらされるバッファ室に内臓可能な信頼性の高い小型搬送アーム機構を実用化す
る効果，
小型バッファ室を搬送室に有する多段式処理装置により，高性能な半導体装置の製造を可
能とする効果，
数百に渡る各種の半導体装置製造工程において処理雰囲気時間等の再設定時間等を低減す
ることにより，ウエハの短時間処理や枚葉処理を可能とする効果，
ポリサイドのエッチングと酸化膜エッチングを連続的に行う製造工程を可能とすることに
より，高性能で高信頼性なフラッシュメモリを高歩留まりで生産可能とする効果，
自然酸化膜，水分や汚染を除去した環境下での製造工程を可能とすることにより，高性能
で高信頼性な液晶パネルを高スループットで生産可能する効果，
小型搬送アーム機構を用いた半導体装置製造用の多段式プロセス装置や小型搬送容器や各
種処理装置により，製造工程中での半導体装置の汚染等を防止して製造歩留りを向上させ
る効果，
小型搬送アーム機構による半導体製造装置等を用いて半導体装置の製造工程の短縮を図る
ことにより、製造プロセスのスループットが向上する効果，
複数の処理室の雰囲気条件を一定に維持したままで基板を搬入出して，基板表面の界面を
原子レベルで制御することを短時間に容易かつ高精度に行うことにより，高性能な半導体
装置を高スループットで生産可能とする効果，
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高性能で高信頼性を特徴とする半導体装置等を高いスループットで提供可能とすることに
より，高性能な半導体装置や液晶表示板や、エンジニアリング材料を安価に提供可能とす
る効果がある。
【０１２５】
また，駆動アームが９０度以上の鈍角まで回転可能な関節構造で，ウエハの中心を駆動軸
の中心とほぼ一致させてアーム機構を高速旋回させることにより，搬送時間を短縮できる
という効果，
回転角度が９０度の状態で停止せず移動速度を保持したままアームを移動させる制御方法
により、ジャックナイフ現象を生じることなしに円滑な搬送制御が行える効果，
複数の処理室を備えた半導体製造装置において，一対の駆動アームと受動アームと２枚搭
載用の先端アームとで構成される関節機構により，処理済みウエハと未処理ウエハとの載
せ替えが短時間で可能となるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の装置の概略図である。
【図２】本発明の円弧部の連結部分の一実施例の概略鳥瞰図である。
【図３】本発明の円弧部の連結部分の一実施例の側面の概略断面図である。
【図４】本発明の第２の実施例の装置の概略図である。
【図５】本発明の円弧部の連結部分の一実施例の概略鳥瞰図である。
【図６】本発明の搬送アームの一実施例の概略平面図である。
【図７】本発明の搬送アームの一実施例の概略平面図である。
【図８】本発明の搬送アームの一実施例の概略平面図である。
【図９】本発明の第３の実施例の多段式真空処理装置の概略図である。
【図１０】本発明の円弧部の連結部分の一実施例の概略図である。
【図１１】本発明の搬送アームの一実施例の概略平面図である。
【図１２】本発明の第４の実施例の処理装置の概略図である。
【図１３】本発明の第５の実施例の処理装置の概略図である。
【図１４】本発明の第７の実施例の処理装置の概略図である。
【図１５】従来の搬送アームの概略鳥瞰図である。
【図１６】従来の多段式真空処理装置の平面概略図である。
【図１７】本発明の一実施例の処理装置の室内圧力特性の概略図である。
【図１８】従来の半導体製造装置の室内圧力特性の概略図である。
【図１９】本発明の一実施例の処理装置の処理特性の概略図である。
【図２０】従来の処理装置の処理特性の概略図である。
【図２１】本発明の先端アームの一実施例の概略鳥瞰図である。
【図２２】本発明の円弧部の連結部の一実施例の概略鳥瞰図である。
【図２３】本発明の半導体装置の製造方法の一実施例の断面概略図である。
【図２４】本発明の第６の実施例の多段式真空処理装置の概略図である。
【図２５】本発明の第７の実施例の多段式真空処理装置の概略図である。
【図２６】本発明の第８の実施例の処理装置の概略図である。
【図２７】本発明の第９の実施例の概略図である。
【図２８】本発明の第１０の実施例の概略図である。
【符号の説明】
１…ウエハ，２…駆動アーム，３…受動アーム，４～７…アーム，１０…駆動源，１１～
１９…円弧部，２０…先端アーム，２１…軸，２２，２３…円筒部，３１～３４…円弧部
，３５，３６…中心軸，３７～３９…円弧部，４１～４３…巻部材，５１～５４…固定治
具，５５，５６…矢印，５８…外接部，５９，６０…矢印，７１～７４…中心軸，７５～
８２…円弧部，８３～９４…巻部材，９５～９８…円筒部，１０１…連結部，１０２…駆
動アーム，１０３…受動アーム，１０４…先端アーム，１０５…基板，１０６…駆動源，
１０ 7，１０８…矢印，１１１～１１８…巻部材，１３１～１３３…巻部材，１５５～１
５８…円筒部，１６１～１６６…円筒部，１７１～１７５…アーム，１９０，１９１…張
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力調整部，１９５…固定部，２０１…搬送アーム，２０３～２１０…ゲート弁，２１３…
処理室，２２１…連結部，２２２…駆動アーム，２２３…受動アーム，２２４…先端アー
ム，２２５…基板，２２６…駆動源，３０２…搬送室，３０３～３１０…ゲート弁，３１
３…処理室，３２２…搬送アーム機構，３２５…基板，３２６…駆動源，３５０…小型搬
送容器，３５１…処理室，３５２…結合手段，３５３，３５４…ゲート弁，３５５…サセ
プタ，３５６…上下駆動手段，３５７…駆動制御手段，３５８，３５９…開閉手段，３６
０…小型搬送容器，３６１，３６２…先端アーム，３６３，３６４…ウエハ，３６５…駆
動アーム，３６６…中心線，３６７…処理室，３６８…サセプタ，３６９，３７０…ゲー
ト弁，３７１…結合手段，５００，５０１…流量制御手段，５０２…噴出孔手段，５７１
…搬送室，５７２…処理室，５７３，５７４，５７５，５７６，５７７…ゲート弁，５８
０…バッファ室，５８１…基板，５８２…搬送アーム，５８３…駆動手段，５８４…駆動
手段，５８５…搬送アーム，５８７…開口，５８８…コンダクタンス弁，５８９…ゲート
弁，５９０…排気手段，５９２…矢印，５９３…案内手段，５９７…ガス供給手段，５９
８…不活性ガス供給手段，５９９…流量制御手段，６０１…基板，６０２…レジスト，６
０３…ＳｉＯ２，６０４…Ｓｉ３Ｎ４，６０５…ｎ＋層，６０６…ｐ＋層，６０７…ｐｏ
ｌｙ－Ｓｉ，６０８…ＳｉＯ２，６０９…Ｓｉ３Ｎ４，６１０…ＳｉＯ２，６１１…ｐｏ
ｌｙ－Ｓｉ，６１２…ＳｉＯ２，６１３，６１４…ｐｏｌｙ－Ｓｉ，６１５…Ｔａ２Ｏ５
，６１６…Ｗ，６５０，６５１…先端アーム，６５２，６５３…基板，６５４…駆動アー
ム，６５６…処理室，６５８…受動アーム，６５９…ベアリング，６６０…受動アーム，
６６１…ベアリング，６６２…搬送室，６６３～６７０…ゲート弁７００…円弧部，７０
１…矢印，７０２…円弧部，７０３…受動アーム，７０４，７０５…矢印，７１２～７１
４…円弧部，７３０，７３１…ばね部材，７３２，７３３…矢印，８０１…処理，８０２
…熱窒化処理，８０３…ＮＨ３処理，８０４，８０５…ＳｉＨ４処理，８１１～８１６…
ウエハ搬入出，９０１…Ｈ２処理，９０２…熱窒化処理，９０３…ＮＨ３処理，９０４，
９０５…ＳｉＨ４処理，９１１～，９１７…雰囲気条件設定，９２１…駆動アーム，９２
２…受動アーム，９２４…ウエハ，９２３…先端アーム，９２６～９２８…円弧部，９３
１…駆動アーム，９３２…受動アーム，９３３…先端アーム，９４１～９４７…処理済み
ウエハ，９５１～９５５…未処理ウエハ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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