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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ワークピース処理システムであって、
　内部スペースを形成するキャリアハウジングと当該内部スペースを封止するキャリアド
アとを有する基板キャリアと、
　前記基板キャリアを支持して当該基板キャリアに結合される基板キャリア接合部分を有
する積載ポートと、を具備し、
　前記積載ポートは前記キャリアハウジングと前記基板キャリア接合部分との間の封止接
合部分に設けられたパージラインを有し、
　前記封止接合部分における少なくとも１つの封止構造は変形可能部材を有し、前記変形
可能部材が湾曲して、前記キャリアハウジングと前記基板キャリア接合部分との間の互い
に交差する封止面のそれぞれにおいて、少なくとも２つの離れた封止接触をなすことを特
徴とする半導体ワークピース処理システム。
【請求項２】
　前記パージラインは前記封止接合部分をパージする請求項１記載の半導体ワークピース
処理システム。
【請求項３】
　前記封止接合部分は前記キャリアハウジングの封止面と前記積載ポートの封止面とを含
み、前記パージラインは前記キャリアハウジングの前記封止面と前記積載ポートの前記封
止面との間に設けられている請求項１記載の半導体ワークピース処理システム。
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【請求項４】
　前記封止接合部分は前記キャリアハウジングの封止面と前記積載ポートの封止面とを含
み、前記パージラインは前記積載ポートの前記封止面に設けられている請求項１記載の半
導体ワークピース処理システム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２００６年８月１８日に出願された米国特許仮出願第６０／８３８，９０６
号の優先権を主張するものであり、２００５年１１月７日に出願された米国特許仮出願第
６０／７３３，８１３号の優先権を主張する、２００６年１１月３日に出願された米国特
許出願第１１／５５６，５８４号の一部継続である、２００６年１１月７日に出願された
米国特許出願第１１／５９４，３６５号の一部継続である、２００７年４月１８日に出願
された米国特許出願第１１／７８７，９８１号の一部継続である２００７年５月１１日に
出願された、米国特許出願第１１／８０３，０７７号の一部継続であり、これらすべては
、その全体が本明細書に組み込まれたものとする。
【技術分野】
【０００２】
　本明細書に記載される例示的な実施形態は、基板処理システム、特に基板搬送システム
、搬送機キャリア、処理ツール接触面への搬送、および関連する構成に関する。
【関連分野】
【０００３】
　電子デバイスの製造における主な推進力は、より低価格でより有能かつより小さな電子
デバイスに対する消費者の要望である。主な推進力は、さらなる小型化および製造効率に
おける改善に対する製造業者の起動力へと形を変える。その結果製造業者は、可能な限り
利益を追求する。半導体デバイスの場合、従来の製作設備またはＦＡＢは、半導体基板に
１つ以上のプロセスを実行するために、本質的に（または編成構造上）別個の処理ツール
、例えば集合ツールを有する。したがって従来のＦＡＢは、処理ツールの周囲に編成され
、半導体基板を所望の電子デバイスに変えるために、所望の構成に配置される場合がある
。例えば、処理ツールは、処理ベイの従来のＦＡＢ内に配列される場合がある。理解され
得るように、ツール内にある間、ツール間で処理中の基板が実質的に同様の清浄度状態を
保つように、ツール間で、基板はＳＭＦ、ＦＯＵＲ等のキャリア内に保持される。ツール
間の連絡は、基板キャリアをＦＡＢ内の所望の処理ツールに搬送することができるハンド
リングシステム（自動材料ハンドリングシステム（ＡＭＨＳ）等）によって提供されても
よい。ハンドリングシステムと処理ツールとの間の接合部分は、例示目的のために、一般
的に２つの部分、キャリアを処理ツールの積載ステーションに積載／積卸するためのハン
ドリングシステムとツールとの間の接合部分と、キャリアと積載および積卸を可能にする
ツールまたはキャリアとツールとの間の基板との接合部分（すなわち、別個のまたはグル
ープの）と、を有すると考えてもよい。処理ツールをキャリアおよび材料ハンドリングシ
ステムに接合する数多くの従来の接合システムが既知である。従来の接合システムの多く
は、基板を処理ツールに積載および積卸する際のコストを増加する、または効率の悪さの
原因となるという望ましくない機構を有する、処理ツール接合部分、キャリアの接合部分
、または材料ハンドリングシステム接合部分のうちの１つ以上をもたらす複雑性の問題が
ある。以下に、従来のシステムの問題を克服する例示的な実施形態をより詳細に記載する
。
【０００４】
　業界動向は、将来のＩＣデバイスが約４５ｎｍ以下の構造を有する可能性があることを
示している。効率を向上し、作製コストを削減するために、この規模のＩＣデバイスは、
可能な限り大きな半導体基板またはウェハを使用して製造されることが望ましい。従来の
ＦＡＢは、一般的に２００ｍｍまたは３００ｍｍのウェハを取り扱うことができる。業界
動向は、将来的に、ＦＡＢが４５０ｍｍのウェハ等、３００ｍｍより大きいウェハを取り
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扱うことができることが望ましいことを示している。理解され得るように、より大きなウ
ェハを使用することは、ウェハ当たりの処理時間が長くなるという結果となり得る。した
がって、３００ｍｍ以上のウェハ等、より大きなウェハを採用する場合、ＦＡＢ内の仕掛
品（ＷＩＰ）を削減するために、ウェハ処理に、より小さなロットサイズを用いることが
望ましい場合がある。また、より小さなウェハロットサイズは、任意のサイズのウェハの
ロット処理、またはいかなる他の基板もしくは例えばフラットスクリーンディスプレイの
フラットパネルを含むフラットパネルに特に望ましい場合がある。ＷＩＰの削減および効
率を特徴とするロット処理は、それらを使用することによって実施可能となるが、ＦＡＢ
内に小さな処理ロットを採用することは、従来のＦＡＢ処理量に悪影響を与える可能性が
ある。例えば、より小さなロットサイズは、より大きなロットサイズと比較した場合、任
意の容量の搬送システム（ウェハロットを搬送する）の搬送システム負荷を増大する傾向
がある。これを、図５１Ａに示されるグラフに図示する。図５１Ａのグラフは、多くの異
なるＦＡＢ率（月当たり等の所望の期間毎に開始されるウェハとして示される、例えばＷ
ＳＰＭ）に対するロットサイズと搬送速度との間の関係（１時間当たりの移動として示さ
れる）を図示している。また図５１Ａのグラフは、従来のＦＡＢハンドリングシステムの
最大容量（例えば、１時間当たり約６０００～７０００を移動する）を示す線を示す。し
たがって、ハンドリングシステム容量線とＦＡＢ率曲線との間の交点は、曲線が利用可能
なロットサイズに対する表面を同定する。例えば、任意の従来の搬送システムで約２４，
０００ＷＳＰＭのＦＡＢ率を達成するためには、最小ロットサイズは約１５ウェハである
。より小さなウェハロットを使用すると、ＦＡＢ率が減少する。したがって、ＦＡＢ率に
悪影響を与えることなく、１つと小さいウェハロットおよび所望の大きさの大きなウェハ
ロットを使用できるように、ウェハキャリア、キャリアと処理ツールとの間の接合部分、
およびキャリア搬送システム（ＦＡＢ内のツール間、ストレージ位置間等でキャリアを搬
送する）が中に配置されるシステムを提供することが望ましい。
【発明の概要】
【０００５】
　例示的な実施形態による、半導体部品を処理するための少なくとも１つの処理ツールと
、少なくとも１つの処理ツールへ、およびそこから搬送するための少なくとも１つの半導
体部品を内部に保持するためのコンテナと、伸長し進行方向を画定する第１の搬送セクシ
ョンと、を備える半導体部品処理システム。第１の搬送セクションは、コンテナに接合す
るパーツを有し、コンテナを支持し、進行方向に沿って、少なくとも１つの処理ツールへ
、およびそこから搬送する。コンテナは、第１の搬送セクションによって支持される際、
進行方向に実質的に一定の速度で、実質的に連続的な搬送中である。第２の搬送セクショ
ンは、コンテナを、少なくとも１つの処理ツールへ、およびそこから搬送するための少な
くとも１つのプロセスツールに接続される。第２の搬送セクションは、第１の搬送セクシ
ョンから分離し別れ、コンテナを、第１の搬送セクションのパーツへ、およびそこから積
載および積卸するための第１の搬送セクションに接合する。
【０００６】
　別の例示的な実施形態による半導体部品処理システムを提供する。該システムは、半導
体部品を処理するための少なくとも１つの処理ツールと、少なくとも１つの処理ツールへ
、およびそこから搬送するための少なくとも１つの半導体部品を内部に保持するためのコ
ンテナと、伸長し進行方向を画定する第１の搬送セクションと、を備える。第１の搬送セ
クションは、コンテナに接合するパーツを有し、コンテナを支持し、進行方向に沿って、
少なくとも１つの処理ツールへ、およびそこから搬送する。該システムは、少なくとも１
つの処理ツールに接続される第２の搬送セクションと、少なくとも１つの処理ツールと第
１の搬送セクションとの間でコンテナに接合する第１の搬送セクションとを有する。第１
の搬送セクションによって支持される際、コンテナは、実質的に一定の速度で、進行方向
に進行する。コンテナの一定の進行速度は、第２の搬送セクションと少なくとも１つの処
理ツールとの間の接合速度に実質的に無関係である。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
　本発明の前述の態様およびその他の機構を、添付の図面と関連して以下の説明に記載す
る。
【図１】例示的な実施形態による機構を組み込む部品キャリア、およびキャリア上に置か
れた部品または基板Ｓの概略正面図である。
【図１Ａ】別の例示的な実施形態によるキャリアの部品支持体の概略部分平面である。
【図１Ｂ】図１Ａのキャリアの部品支持体の概略部分正面図である。
【図２Ａ】図１のキャリアおよび別の例示的な実施形態によるツールポート接合部分の概
略断面正面図である。
【図２Ｂ】別の例示的な実施形態によるツールポート接合部分およびキャリアの概略断面
正面図である。
【図３Ａ－３Ｃ】それぞれ異なる位置から見た、別の例示的な実施形態によるツールポー
ト接合部分およびキャリアを図示する概略断面正面図である。
【図４】さらに別の例示的な実施形態によるキャリアとツールの接合部分の概略正面図で
ある。
【図４Ａ－４Ｃ】それぞれ、キャリアとツールとの間の接合部分の拡大断面図であって、
それぞれに異なる例示的な実施形態による接合部分構成を図示する。
【図５Ａ－５Ｃ】さらに別の例示的な実施形態によるキャリアとツールの接合部分の概略
部分正面図であり、それぞれ３つの位置のキャリアとツールの接合部分を示す。
【図６Ａ－６Ｂ】それぞれ、その他の異なる例示的な実施形態による部品キャリアの概略
正面図である。
【図７Ａ－７Ｂ】別の例示的な実施形態による部品キャリアの概略正面図であり、それぞ
れ異なる位置にあるキャリアを示す。
【図８】別の例示的な実施形態によるツール接合部分およびキャリアの概略正面図である
。
【図９】別の例示的な実施形態によるツール接合部分およびキャリアの概略正面図である
。
【図１０】別の例示的な実施形態によるツール接合部分およびキャリアの概略正面図であ
る。
【図１０Ａ】別の例示的な実施形態によるプロセスツールおよびそこに接合された（接す
る）キャリアの概略部分正面図である。
【図１１】別の例示的な実施形態によるプロセスツールセクションおよびそこに接合され
たキャリアの概略正面図である。
【図１２Ａ－１２Ｂ】図１１のキャリアのキャリア（部品移送）開口部およびキャリアド
アの概略底面図である。
【図１３Ａ－１３Ｂ】接合部分の概略上面図であり、図１１のツールセクションのキャリ
アドア接合部分のツールを示している。
【図１４】さらに別の例示的な実施形態によるプロセスツールおよびそこに接合されたキ
ャリアの概略正面図である。
【図１５】さらに別の例示的な実施形態によるツール接合部分およびキャリアの概略正面
図である。
【図１６Ａ－１６Ｂ】それぞれ２つの異なる位置に示される、別の例示的な実施形態によ
るツール接合部分およびキャリアの概略正面図である。
【図１７】キャリアの概略側面図である。
【図１７Ａ－１７Ｃ】別の例示的な実施形態による、キャリアおよびツール接合部分のそ
の他の概略正面図ならびにツール接合部分の平面図である。
【図１８－１９】別の例示的な実施形態によるツール接合部分およびキャリアの概略正面
図である。
【図２０】別の例示的な実施形態による搬送システムの概略平面図である。
【図２０Ａ－２０Ｂ】図１０の搬送システムのトラック部分の概略部分平面図である。
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【図２０Ｃ－２０Ｄ】他の例示的な実施形態による、搬送システムの異なるペイロードの
概略底面図である。
【図２１】別の例示的な実施形態による搬送システムの別の部分の概略部分平面図である
。
【図２２－２４】その他の例示的な実施形態による搬送システムの一部分の他の概略部分
平面図である。
【図２５Ａ－２５Ｂ】それぞれ、別の例示的な実施形態による搬送システムおよび処理ツ
ールの異なる正面図を示す。
【図２６Ａ－２６Ｂ】それぞれ、別の例示的な実施形態による搬送システムとツールとの
間でキャリアを移送するための移送接合システムの異なる概略正面図である。
【図２７】別の例示的な実施形態による搬送システムの概略部分正面図である。
【図２７Ａ－２７Ｂ】異なる位置にある搬送システムの他の概略部分正面図である。
【図２８】別の例示的な実施形態による搬送システムの別の概略正面図である。
【図２９Ａ－２９Ｂ】別の例示的な実施形態による搬送システムの概略平面図である。
【図２９Ｃ】別の例示的な実施形態による搬送システムおよび処理ツールの概略平面図で
ある。
【図３０】図２９Ｃの搬送システムおよび処理ツールの概略部分正面図である。
【図３１】搬送システムの別の概略部分正面図である。
【図３２】別の例示的な実施形態による搬送システムの別の概略部分正面図である。
【図３３－３４】それぞれ、その他の例示的な実施形態による別の搬送システムの概略平
面および正面図である。
【図３５】別の例示的な実施形態による搬送システムのさらに別の概略平面図である。
【図３６Ａ－３６Ｃ】それぞれ、別の例示的な実施形態による、搬送デバイスの底面傾斜
図、平面図、および底平面図である。
【図３６Ｄ】別の例示的な実施形態による搬送デバイスの別の底平面図である。
【図３６Ｅ】コンプライント運動学的連結具の一部分の概略断面図である。
【図３７Ａ－３７Ｄ】それぞれ、例示的な実施形態による、ツール積載ステーションの斜
視図、端部および側面正面図、ならびに上平面図である。
【図３７Ｅ】別の例示的な実施形態による別のツール積載ステーションの平面図である。
【図３７Ｆ】さらに別の例示的な実施形態による、さらに別のツール積載ステーションの
平面図である。
【図３７Ｇ】さらに別の例示的な実施形態による、さらに別のツール積載ステーションの
平面図である。
【図３８Ａ－３８Ｃ】異なる例示的な実施形態による、それぞれ図式的に異なるプロセス
を図示するフローチャートである。
【図３９】別の例示的な実施形態によるツール積載ステーションの断面図である。
【図４０Ａ－４０Ｄ】異なるそれぞれの例示的な実施形態による基板支持体の概略断面図
である。
【図４１－４１Ａ－４１Ｂ】それぞれ、さらに別の例示的な実施形態による処理システム
の概略斜視図、端部正面図、および上平面図である。
【図４２】図４１のシステムのセクションの概略分解斜視図である。
【図４２Ａ－４２Ｂ】それぞれ、異なる位置での図４１の搬送システムの別のセクション
とキャリアの概略部分斜視図である。
【図４２Ｃ－４２Ｄ】それぞれ、図４１の搬送システムのキャリアグリッパーセクション
の概略斜視上面図である。
【図４３－４７】それぞれ、異なる例示的な実施形態によるシステムの異なる選択可能な
配置を図示する概略図である。
【図４８】さらに別の例示的な実施形態によるシステムの概略正面図である。
【図４９】さらに別の例示的な実施形態によるシステムの概略部分斜視図である。
【図５０】別の例示的な実施形態による処理システムの別の概略平面図である。
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【図５１】別の例示的な実施形態による搬送システムの概略平面図である。
【図５１Ａ】ロットサイズと搬送速度との間の関係を図示するグラフである。
【図５２－５２Ａ】それぞれ、その他の例示的な実施形態による搬送システムの一部分を
示す概略部分平面図である。
【図５２Ｂ】別の例示的な実施形態による搬送システムの別の部分平面図である。
【図５３】図５１に示される搬送システムの運搬車の概略平面図である。
【図５４】さらに別の実施形態による搬送システムの概略端部正面図である。
【図５５】さらに別の例示的な実施形態による搬送システムの概略端部正面図である。
【図５５Ａ－５５Ｄ】それぞれ、搬送システムの概略部分側面斜視図、異なる位置にある
搬送システムによって搬送されるキャリアを示す部分平面図、および搬送システムの接合
部分の側正面図である。
【図５６－５６Ａ】それぞれ、さらに別の例示的な実施形態による搬送システムの概略平
面図および端部正面図である。
【図５７】さらに別の例示的な実施形態によるキャリアの概略正面図である。
【図５７Ａ】キャリアドア接合部分の一部分の部分概略図である。
【図５８】別の例示的な実施形態によるキャリアのまた別の概略正面図である。
【図５９Ａ－５９Ｄ】それぞれ、異なるそれぞれの例示的な実施形態による積載ポート接
合部分へのキャリアの概略断面図である。
【図６０－６２】３つの異なる位置のキャリアおよび積載ポート（ロードポート）をそれ
ぞれ示す、キャリアおよび積載ポートの部分断面図である。
【図６３】別の例示的な実施形態による積載ポート接合部分への別のキャリアの部分概略
断面図である。
【図６４Ａ－Ｅ】異なるそれぞれの例示的な実施形態による積載ポート接合部分へのキャ
リアの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１を参照すると、部品キャリア２００は、チャンバの外部雰囲気から隔離できる環境
内で部品Ｓを運ぶことができるチャンバ２０２を画定する。図１に示されるキャリア２０
０の形状は、例示に過ぎず、別の実施形態では、キャリアはいかなる他の所望の形状を有
してもよい。キャリア２００は、示されるように、キャリア内に部品Ｓを支持するための
カセット２１０をチャンバ内に収容することができる。一般的にカセット２１０は、支持
体の列または積み重ねを提供するために上に部品支持棚２１０Ｖが施された細長い支持体
２１０Ｓ（実施形態では、例えば２つが示される）、または示されるように１つ以上の部
品が別々に支持される棚を有する。カセットは、以下により詳細に記載されるように、キ
ャリア構造体に搭載されるか、または取り付けられてもよい。別の実施形態では、キャリ
アはカセットを有さなくてもよく、部品支持体は、一体型であるか、またはキャリア構造
体との単一構造として形成されてもよい。部品は、３５０ｍｍ、３００ｍｍ、２００ｍｍ
、もしくはあらゆる所望の寸法および形状の半導体ウェハ等のフラット／基板要素、また
はディスプレイもしくはいかなる他の適した物品のためのレチクル／マスクあるいはフラ
ットパネルとして示される。キャリアは、従来の１３または２５ウェハキャリアと比較し
て、低減されたまたは小さなロットサイズのキャリアであってもよい。キャリアは、部品
がわずか１つの小さなロットを運ぶように構成されてもよく、または部品が１０未満の小
さなロットを運ぶように構成されてもよい。キャリア２００と類似する低減容量キャリア
の好適な実施例は、２００５年８月１９日に出願された米国特許出願第１１／２０７，２
３１号、発明の名称「Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｃａｐａｃｉｔｙ　Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｕｓｅ」に記載され、示されており、当該特許出願の開示内容は、そ
の全体が本明細書に組み込まれたものとする。キャリア２００と類似するキャリアと処理
ツール（例えば、半導体製作ツール、ストッカー、分類機等）との間の接合部分および搬
送システムの好適な実施例は、２００５年８月２３日に出願された米国特許出願第１１／
２１０，９１８号、発明の名称「Ｅｌｅｖａｔｏｒ　Ｂａｓｅｓ　Ｔｏｏｌ　Ｌｏａｄｉ
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ｎｇ　ａｎｄ　Ｂｕｆｆｅｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」、および２００５年８月２４日に出
願された特許出願第１１／２１１，２３６号、発明の名称「Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏ
ｎ　Ｓｙｓｔｅｍ」に記載され、示されており、前記２つの特許出願の開示内容はその全
体が本明細書に組み込まれたものとする。キャリア２００と類似する機構を有するキャリ
アの他の好適な実施例は、２００３年１０月３０日に出願された米国特許出願第１０／６
９７，５２８号、発明の名称「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｈａｎｄｌｉｎ
ｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」に記載され、示されており、この特許出願の開示内容は、その全体が
本明細書に組み込まれたものとする。理解され得るように、より小さなロットを形成する
部品は、より大きなロットで起こり得るようにその他の部品の処理が完了するのを待つこ
となく、後続の作業台に即座に（任意の作業台での処理の完了を受けて）搬送されるため
、キャリア２００と類似するサイズを縮小したキャリアは、ＦＡＢ内の仕掛品を減少でき
る。例示的な実施形態の機構は、小容量キャリアを具体的に参照しながら記載され、示さ
れるが、例示的な実施形態の機構は、１３もしくは２５、またはその他の任意の所望の数
の部品を中に収容できるキャリア等、いかなる他の適したキャリアにも同様に適用される
。
【０００９】
　さらに図１を参照すると、例示的な実施形態では、キャリア２００は、部品を垂直（す
なわちＺ軸）積み重ねで保持するように形状化されてもよい。キャリア２００は、底面も
しくは上面開口型または底面および上面開口型キャリアであってもよい。示される例示的
な実施形態では、上面および底面は、垂直線またはＺ軸に沿って配置されるが、別の実施
形態では、上面および底面は、その他の軸のいずれかに沿って配向されてもよい。以下に
より詳細に記載される上面および底面開口部は、キャリアの開口部２０４（部品Ｓは、チ
ャンバ２０２に出し入れされるが、キャリアによって画定される）は、キャリア内に保持
される部品の平面とほぼ一直線に並ぶ（本実施形態では、Ｚ軸と実質的に直交する）こと
を意味する。以下に示されるように、一般的にキャリア２００は、基部および閉締可能ま
たは取り外し可能なドアを有するケーシング２１２を有する。閉締される場合、ドアは、
基部に固定され、封止されてもよい。ドアと基部との間の封止は、チャンバ２０２を外部
雰囲気から隔離できるようにしてもよい。隔離されたチャンバ２０２は、清浄な空気、不
活性ガス等のいずれかの所望の隔離された雰囲気を保持してもよく、または真空を保つこ
とができてもよい。ドアは、キャリアから部品を積載／積卸できるように開口されてもよ
い。例示的な実施形態では、ドアとは、キャリアが開口され、その中の部品支持棚にアク
セスする際に、取り外し可能または取り外される部分を意味する。図１に示される例示的
な実施形態では、一般的にケーシング２００は、中に部品を受け取ることができる、概し
て陥凹したまたは中空の部分（以下、シェルと称される）２１４、および壁（キャップ／
カバー等）２１６を有する。以下に記載されるように、壁２１６またはシェル２１４の全
体は、キャリアドアとして動作してもよい。壁およびシェルは、キャリアを閉締するため
に結合され、キャリアを開口するために分離される。例示的な実施形態では、シェルおよ
び壁は、いずれかの適したプロセスで作製されたアルミニウム合金またはステンレススチ
ール等の金属であってもよい。壁またはシェルもしくは両方は、一体部材（単一構造）で
あってもよい。別の実施形態では、キャリアケーシングは、適した非金属を含むいずれか
の他の適した材料で作製されてもよい。カセット２１０は、壁２１６に搭載されてもよい
が、別の実施形態では、カセットは、シェルに搭載されてもよい。シェルまたはドアのい
ずれかへのカセットの搭載は、ドアが開口される際に、キャリアから中のカセットまたは
基板を取り出す容易性を助長するように選択されてもよい。示される実施形態では、壁２
１６に、シェルの上面上に位置するが、別の実施形態では、キャリアケーシングは、上面
上にシェルを有し、底面上に壁を有する構成を有していてもよい。さらに他の実施形態で
は、シェルは、上面および底面の両方の上に取り外し可能な壁を有してもよい（すなわち
上面および底面開口部を有するキャリア）。その他の別の実施形態では、取り外し可能な
壁は、キャリアの横方向に置かれてもよい。例示的な実施形態では、ドアは、受動的な構
成要素（例えば、以下にさらに記載されるように、ドアとキャリアとの間およびドアとツ
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ール接合部分との間の閉締ならびに開口するパーツまたは構成要素の移動が実質的にない
）であってもよい。
【００１０】
　ここで、図２Ａを参照すると、適した処理ツールのツールポート接合部分２０１０に置
かれるキャリア２００が示されている。処理ツールは、いかなる所望の種類、例えば分類
機、ストッカー、または物質堆積、リソグラフィ、マスキング、エッチング、研磨、メト
ロロジ等のプロセスを１つ以上実行できるツール、もしくはロードロック等のプロセスモ
ジュールまたはチャンバを１つ以上有するツールであってもよい。処理ツールは、少なく
とも部分的に制御雰囲気を有し、ツール接合部分２０１０が、ツールまたはキャリア２０
０内の制御雰囲気に影響を与えることなく、ツールとキャリア２００との間で部品の積載
／積卸ができるようにしてもよい。例示的な実施形態では、一般的にポート接合部分２０
１０は、それを通して基板を処理ツールに積載することができるポートまたは開口部２０
１２、およびポートを閉締するドア、カバー、または取り外し可能部分２０１４を有して
もよい。別の実施形態では、取り外し可能部分は、部分的に開口部を閉締してもよい。図
２Ａでは、ポートドア２０１４は、例示目的のために、閉締した位置および開口された位
置で示される。図２Ａに示される実施形態では、キャリア２００は、以下に示されるよう
に、ツールポート２０１２を有する接合部分の下側に積載されてもよい（すなわちＺ方向
に移動される）。図２Ａはキャリア２００のドアとして動作する上面壁２１６を示す。例
えば、壁２１６は、ポートドア２０１４に接続され、ポートドアの取り外しと同時に、ツ
ールポート接合部分を開口するために、例えばツール内に移動されてもよい。壁２１６を
取り外すことにより、カセット（そこに搭載される）およびその上の部品がキャリアから
移動される（部品搬送機／ロボットによるアクセスのために）。再び図１を参照すると、
向き合う支持体２１０Ｓを有するカセット２１０の構成は、カセットの２つ以上の側面（
例示的な実施形態では２つの側面）上にアクセスエリア２１０Ａ、２１０Ｂを提供し、部
品ロボット（図２Ａも参照）がカセット棚上に部品を積載／積卸してもよい。別の実施形
態では、キャリアは、いかなる所望の数の部品アクセスエリアを有してもよい。アクセス
エリアは、キャリアの周辺の周囲に対称に配列されてもよく、または非対称な構成で配置
されてもよい。図２Ａに示される例示的な実施形態では、ツールは、例えば２つ以上のア
クセスエリア２１０Ａ、２１０Ｂ内の部品Ｖにアクセスするために、部品ハンドリングロ
ボット２０１６Ａ、２０１６Ｂを２つ以上有してもよい。別の実施形態では、ツールは、
より多いまたはより少ない部品搬送ロボットを有してもよい。カセットへの多方面ロボッ
トアクセスにより、カセットでのロボット間の部品の手渡しを可能にしてもよい。また、
部品への多方面ロボットアクセスは、キャリアがツールポートに搬送されるまたは接合さ
れる際の配向を定める。したがって、キャリア２００は、ツール接合部分に対して１つ以
上の配向でツール接合部分に結合されてもよい。キャリアは、ポートドアをその閉締位置
に戻すことによって閉締され、これは、キャリアの壁２１６をシェル２１４に結合するよ
うに戻す。
【００１１】
　図２Ｂを参照すると、別の例示的な実施形態による、キャリア２００とツールポート接
合部分２０１０'との接合部分が示されている。本実施形態では、キャリアのシェル２１
４は、ドアとして動作してもよい。示される実施形態では、ツールポートドア２０１４'
は、シェルの外側の汚染物質にツールの内部が曝露されることを防ぐために、シェルの周
囲を包囲し、封止するように、キャリアシェルに対してほぼ等角な形状を有していてもよ
い。例示的な実施形態では、キャリア２００は、キャリアが搬送システムのオーバーヘッ
ドから下げられている場合等、上側に積載されてもよい（すなわち（－）Ｚ方向に沿って
下方に移動される）。キャリア２００を開口するには、キャリアからシェル２１４を取り
外すと同時に、ポートドアを例えばツールの内部に下方（（－）Ｚ方向）に移動する。こ
こではキャリアドア（すなわちシェル２１４）は、底面上に位置し、下方移動によってキ
ャリアを開口することから、これは、キャリアの底面開口型と称される場合がある。キャ
リアの開口は、壁２１６に留まるカセット内の部品を露出させる。本実施形態では、ロボ
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ット（図２Ａのロボット２０１６Ａ、２０１６Ｂと同様の）は、垂直方向に離間するカセ
ット棚またはその中の部品にアクセスするために、Ｚ軸における自由度を有して提供され
てもよい。ロボットは、その上にマッパー（図示せず）を有してもよい。別の実施形態で
は、シェル２１６は、通過ビームマッパーにより、シェルの取り外しを受けてカセットを
マッピングできるようにするような統合マッパーを有してもよい。図２Ａ～２Ｂは、上面
および底面開口型であってもよいキャリア２００を図示する。その他の別の実施形態では
、シェルと壁の配向が反転されてもよく（壁の上面上のシェル）、キャリアは、図２Ｂと
類似するが鏡像である上面開口型（すなわちシェルを上げる）、および図２Ａと同様な方
法だが、反対である底面開口型（すなわち壁を下げる）であってもよい。
【００１２】
　再び図１を参照すると、前述されたように、壁２１６およびシェル２１４は、作動する
ことによってツールまたはコンテナ内の清浄な空間を汚染する可能性がある固定具等の移
動可能な要素のない受動的な構造であってもよい。例えば、壁およびシェルは、磁気で互
いに固定されてもよい。例えば磁気固定具は、永久または電磁石要素２２６、２２８また
はこれらの組み合わせを有してもよく、所望により、壁およびシェルを固定するために、
壁２１６およびシェル２１４に置かれてもよい。磁気固定具は、例えば、可逆の要素を電
荷が通過することによって、切り替えられる（すなわち、開口するまたは閉締するために
）可逆の磁気要素を有してもよい。例えば、壁２１６は、磁気要素２２８（例えば鉄鋼材
）を含んでもよく、シェル２１４は、壁とシェルを固定するために作動される磁気スイッ
チ要素２２６を含んでもよい。図２Ａ、２Ｂに示される例示的な実施形態では、壁内の磁
気要素およびシェル内の動作可能な磁石は、キャリアドア（壁またはシェルのいずれか、
図２Ａ～２Ｂを参照）をポートドアに固定することにより、キャリアドアがキャリアの残
りの部分から解放されるように、ポートドア接合部分２０１０、２０１０'内の磁気固定
具２０２８'、２０２６'と連動できるように構成されてもよい。別の実施形態では、壁と
シェルとの間の磁気固定具は、いかなる他の所望の構成を有してもよい。図２３に示され
る例示的な実施形態では、キャリアは、作動ピン、圧力連結具、またはポート接合部分上
の結合連結機構２０３０と嵌合する形状記憶装置等の機械的連結要素２３０を含み、キャ
リアをポート接合部分に連結してもよい。例示的な実施形態では、デバイスは、壁部分に
位置するように示されるが、別の実施形態では、デバイスは、シェルに固定されてもよい
。図２４から理解され得るように、作動可能なデバイスは、取り外し可能な壁部分とポー
トドアとの間の封止された接合部分内に封入され、デバイスが動作することによってその
中に生じる場合がある潜在的微粒子を閉じ込めてもよい。受動的なキャリアおよびキャリ
アドアは、真空適合型である、清浄で洗浄可能なキャリアを提供する。
【００１３】
　前述したように、キャリアドアおよび基部（すなわち壁２１６およびシェル２２４）は
、キャリアチャンバ２０２を隔離するために封止されてもよい。また、キャリアがツール
のポートと接合される場合（例えば積載ポートモジュール）、キャリアドアおよび基部の
それぞれは、キャリアドア（すなわち、図１の壁２１６またはシェル２１４）をポートド
アに、およびキャリアの基部をポートにそれぞれ封止するために、封止接合部分を有して
もよい。さらにポートドアは、ポートとの封止接合部分を有してもよい。
【００１４】
　図３Ａ～３Ｃは、封止接合部分（２２１'：キャリアドアとキャリア、２２２'：キャリ
アとポート、２２３'：ポートドアとポート、および２２４'：ポートドアとキャリアドア
）のそれぞれが、便宜上、略Ｘ構造（図３Ｂに最もよく見られる）と称される場合がある
一体封止２２２'を形成する例示的な実施形態による、キャリア２００と類似し、ツール
ポート２２２０に接合されている、キャリア２００'を示す。示される例示的な実施形態
では、キャリアの封止接合部分は、例示目的のために上面開口部に示されるが、キャリア
が複数の開口部（図１に示される開口部２０４と類似する）（例えば、上面および底面）
を有する別の実施形態では、それぞれの開口部に封止接合部分が提供されてもよい。理解
され得るように、略Ｘ構造は、封止接合部分表面の略描写のためだけのものであり、別の
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実施形態では、封止接合部分表面は、例えば封止接合部分表面が湾曲している、いかなる
適した配置であってもよい。略Ｘ形状の封止構造は、接合部分間に閉じ込められる容量が
実質的にゼロ（０）である、複数の封止接合部分（例えば、２２１'～２２２'）を画定す
る。したがって、いずれの封止された接合部分の開口は、汚染物質が封止接合部分の開口
により開かれる空間に解放されるという結果をもたらさない。さらに、その他の別の実施
形態では、封止は、いずれの所望の配向（例えば略＋パターンで水平または垂直に配向さ
れている封止接合部分）を有してもよい。例示的な実施形態では、例示目的のためにキャ
リア２００'は、上面開口型として図示され（壁２１６'は、図２Ａに図示される実施形態
と同様に上方に持ち上げることによって開口されるドアである）、ポート２２２０は、底
面積載（ツールポートをドックするためにリフタがキャリア２２０'を上方に持ち上げる
）するように構成される。本実施形態では、シェル２１４'は、封止接合部分２１４Ｉ'、
および一様に勾配のついた封止面２２１Ｃ'、２２２Ｃ'を有してもよい。シェル上の封止
面２２２Ｃ'、２２１Ｃ'は、実質的に平坦に示されるが、別の実施形態では、表面は一様
に傾斜しているが、略Ｘ形状の封止構造を生じるために、封止を向上するための包括的ま
たは排他的角度もしくはその他の形状が封止面に形成されてもよい。本実施形態では、キ
ャリアの壁２１６'は、一般的に封止面２２１ＣＤ'および２２４ＣＤ'を画定するように
配向される（図３Ａに示される例示的な実施形態では、勾配をつけて）封止接合部分２１
６Ｉ'を有する。図３Ａに見られるように、シェルおよび壁の封止面２２１Ｃ'、２２１Ｃ
Ｄ'のそれぞれは、壁およびシェルが閉締される際に、封止接合部分２２１'をほぼ補完的
に画定する。キャリアの接合部分２１４'上の面２２１Ｃ'は、シェル上に位置する場合、
壁２１６'にガイドを提供する略Ｖ字型を形成する（例えば図３Ｃ参照）。また、例示的
な実施形態では、キャリアの封止接合部分２２１'のキャリアドアは、壁２１６'の重量が
接合部分上の封止圧力を向上するように作用するように置かれてもよい。理解され得るよ
うに、本実施形態における壁２１６'で支持されるカセットおよび部品は、キャリアドア
とキャリアの封止を助長する。図３Ａ～３Ｂに見られるように、封止面２２２Ｃ'および
２２４ＣＤ'は、ポート２２２０およびポートドア２２１４上のそれぞれの封止面２２２
Ｐ'、２２４ＰＤ'を補完するために配置される。図３Ｂは、ポート２２２０にドックされ
、封止２２１'、２２４'が閉締されたキャリア２００'を示す。封止２２２'、２２４'の
閉締は、ツールおよびキャリアの内部／チャンバが汚染される可能性から、すべての露出
される表面（すなわちキャリアまたはツール内側の制御されたもしくは隔離されたチャン
バの外側の表面）を封止し、隔離する。図３Ｂに最もよく見られるように、概してＸ形状
の封止２２０'は、実質的に接合部分の容量損失ゼロと称される場合がある封止を形成す
ることから、最適な清浄度を提供する。前述したように、これは、キャリアドアまたはポ
ートドアのいずれかが開口される際に、封止２２０'の封止形状が露出される外側表面を
有する実質的なポケットまたは空間を生成しない（すなわち内部表面となる）ことを意味
する。これは図３Ｃに最もよく見られるが、ポートドア２２１４の取り外し、したがって
キャリアのドア２１６'の取り外しは、未封止／外部表面のいずれもキャリア／プロセス
ツールの内部に露出しない。
【００１５】
　図３Ｃに示されるように、本実施形態では、キャリアドアの上面開口により、結果とし
てキャリアのチャンバ２０２'は、壁２１６'で保持される、上げられたカセットの下に置
かれる。キャリアのチャンバ２０２'は、強制空気循環システム（図示せず）を有する場
合があるツールの内部と連通してもよく、これによってキャリアのチャンバ内に一般的な
ベンチュリ流が生じてもよい。本実施形態では、キャリアのチャンバ内の循環空気流は、
上げられたカセット（壁２１６'からぶら下がる）上の部品の下に位置し、循環により乱
された微粒子が堆積する可能性は最小である（上記部品から離れて落ち着く）。図３Ａ～
３Ｃに示される例示的な実施形態では、キャリア２００'は、適した持ち上げ装置ＬＤで
ポート２２２０に接合し、ドックするために、上げられてもよい。キャリアおよび持ち上
げ装置上に適した登録機構ＬＤＲが提供され、キャリアを該装置上に置き、したがってポ
ートに関連してキャリアを置いてもよい。別の実施形態では、キャリアは、いずれかの適
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した方法でポートに保持されてもよい。キャリアドア２１６'は、磁気固定、機械的連結
（例えばドア間の封止される接合部分に置かれる）またはドア間の封止される接合部分に
生成される真空吸引によってポートドア２２１４に固定されてもよい。ポートドア２２１
４は、所望のマッピングセンサ（図示せず）を通してカセット（図１のカセット２１０と
類似する）をインデクシングすることができる、適したデバイスによって開口／閉締され
る。
【００１６】
　ここで、図４を参照すると、別の例示的な実施形態によるキャリア３００が示されてお
り、キャリア３００は、概してキャリア２００と類似するが反対であり、壁３１６の上面
上にシェル３１４を有する。キャリア２００と同様に、キャリア３００は、上面開口型（
シェルがドアとして動作する）または底面開口型（壁がドアとして動作する）のいずれか
であってよい。示される例示的な実施形態では、キャリア３００は、一体型搬送機構成要
素３００Ｍを有してもよい。例えば、キャリアのシェル（または壁）３１４、３１６は、
ローラーまたは空気ベアリング、および駆動部またはモータによって駆動され得る反応部
材等の搬送機起動支持体を有してもよく、これによってＦＡＢ内のキャリアを自己搬送可
能（すなわち独立した搬送運搬車を使用することなく）にしてもよい。図４は、例示目的
のために積載ポート３０１０（概して前述されたポート２０１０に類似する）に置かれた
キャリア３００を図示する。示される例示的な実施形態では、キャリア３００は、ポート
接合部分上に上面積載されてもよい。キャリアドア３１６は、ポートドア３０１４に合わ
せてまたは隣接して（接合部分を形成するように）置かれてもよく、シェル３１４は、ポ
ート３０１２と接合してもよい。また、キャリア３００とポートの接合部分は、図３Ｂに
示される略Ｘ封止２２０'と類似する、３、４、または５方向"交差"型（または容量損失
なし）封止を有してもよい。図４Ａは、一実施形態による、封止３２０の断面図を示す。
例示的な実施形態では、封止３２０は、底面開口型構造の４方向封止であってもよいが、
その他の点では、封止２２０'と概して類似する。
【００１７】
　図４Ｂは、別の例示的な実施形態による、キャリアとポートとの間の接合部分の別の断
面、およびその間の封止を示す。本実施形態では、封止３２０'は、実質的に封止３２０
と類似する。図４Ｂは、シェルの接合部分３１４Ｉ'が支持フランジ／機構３２６'、３２
８'を有し得ることをさらに示す。本実施形態では、フランジ３２６'は、壁３１６'を操
作してもよく、例えば、フランジがキャリアドアの一部分に重なり合い（示される実施形
態では、機構はドア接触面を画定するが、別の実施形態では、機構はドアと接触しなくて
もよい）、キャリアドアが閉締される場合に壁３１６'をシェル３１４'に保持するための
磁気固定具３２６Ｍ'を位置付けてもよい。さらに、機構３２６'は、ポートドア３０１４
内の磁気固定具３０４０'に重なり合ってもよい。ポートドア内の磁気固定具３０４０'は
、キャリアドアを取り外すために、壁３１６'をポートドア３０１４'に固定するように動
作してもよい。キャリアのシェルの機構３２６'を置くことによって、ポートドア固定具
３０４０'（壁３１６'をポートドアに固定する）を有効化され、例えばほぼ同時に壁３１
６'のシェル３１４'への固定を、固定解除／無効化してもよい。反対に、ポートドア３０
１４'の閉締を受けて、ポートドア固定具３０４０'の固定解除／無効化により、壁３１６
'とシェル３１４'との間の磁気ラッチ３２６Ｍ'が固定されるようにしてもよい。例示的
な実施形態では、シェル上の外部機構３２８'は、置かれる際に、キャリアを位置付ける
ためにポート３０１０'の位置付け／センタリング機構３０１２Ｃ'と嵌合してもよい。図
４Ｂに図示される外部機構３２８'の形状は、例示に過ぎず、別の実施形態では、キャリ
アは、いかなる所望の位置付け機構を有してもよい。前述されたように、封止３２０'の
Ｘ構造は、封止接合部分のパージ容量は実質的にゼロであるため、キャリアドアを開口す
る前に封止接合部分をパージしなくてもよい。別の実施形態（例えば図４Ｂを参照）では
、ポートは、パージライン３０１０Ａを含んでもよい。パージライン３０１０Ａは、いか
なる封止接合部分の上またはその間にあってもよい。図４Ｃは、別の例示的な実施形態に
よる、キャリアとツールポートの接合部分の別の断面を示す。キャリアとポートの接合部
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分は、前述された封止３２０と概して類似する封止３２０''を有する。本実施形態では、
キャリアのシェル３１４''は、ポートドア３０１４''を積載することなくキャリア３００
''をポート上に置く（すなわち、キャリアの重量をポートドア３０１４''上に分散するこ
となく、キャリア３００''をポート上に支持する）ために、キャリアドア（壁）３１６''
を有する支持体３２８''を有してもよい。ポートドアでのキャリアドア封止３２１''との
封止接触は、キャリアドアを開口および閉締する際、依然としてほぼ一定である。
【００１８】
　図５Ａ～５Ｃは、別の例示的な実施形態による、ツールポートと結合された、キャリア
３００と類似するキャリア３００Ａを図示する。本実施形態ではキャリア３００Ａは、上
面開口型であり、底面積載されてもよい（図５Ａの矢印＋ｚで示される方向）。キャリア
のシェル３１６Ａは、キャリアドアとして動作してもよい。図５Ｂに最もよく見られる封
止接合部分３２０Ａは、３方向封止（パージまたは損失容量がほぼゼロであり、前述され
た封止３２０、２２０と類似する）と称される場合がある略Ｙ構造（壁とシェルの接合部
分３２１Ａ、壁とポートの接合部分３２２Ａ、ポート３０１２Ａとポートドア３０１４Ａ
の接合部分３２３Ａ）である。本実施形態では、ポートドア３０１４Ａは、シェル３１６
Ａに対してほぼ等角であってもよい。例えば、シェル３１６Ａは、ポートドア３０１４Ａ
に取り付けられてもよい。例示的な実施形態では、シェル３１６Ａおよびポートドア３０
１４Ａは、その間の接合部分の容量が最小化されるように嵌め込まれ、置かれる。封止（
図示せず）は、間の接合部分を封止するために、シェル３１６Ａとポートドアとの間に提
供されてもよい。図５Ｂに見られるように、本実施形態では３０１４Ａであるポートドア
は、ポートドアとキャリアドアの接合部分容量をパージするために真空ポート３０１０Ｖ
を有してもよい。
【００１９】
　再び図２Ａ～２Ｂを参照すると、さらに他の例示的構成による、キャリアとポートの接
合部分が示されている。接合部分２２０、２２０'は、図２Ａ、２Ｂに示される例示的な
実施形態とほぼ類似する（それぞれ、底面積載／上面開口型、上面積載／底面開口型）。
封止接合部分２２０、２２０'は略「交差」またはＸ構造（壁２１６とシェル２１４の接
合部分２２１、シェル２１４とポートの接合部分２２２、ポート２０１２とポートドア２
０１４の接合部分２２３、およびポートドアと壁２１６の接合部分２２４）を有する４方
向封止であってもよい。図２Ａに見られるように、本実施形態では、封止接合部分２２２
、２２４は、接合面の相対運動（キャリアを積載中、およびポートドアの閉締中）に対し
てほぼ平行な方向に（例えば垂直に）置かれてもよい。すなわち、キャリアまたはキャリ
アドアの閉締位置への移動は、封止閉締を生成しない。本実施形態では、封止接合部分２
２２、２２４を形成する面の１つ以上は、封止接合部分で実質的な摩擦接触なく封止セク
ションを作動し、封止接合部を閉締するために、例えば、可膨張式封止、圧力作動封止、
または形状記憶部材等の作動可能な封止とともに提供されてもよい。記載される封止構造
は、例示に過ぎない。
【００２０】
　再び図１を参照すると、キャリアのシェル２１４は、キャリアをハンドリングするため
に外部支持体２４０を有してもよい。支持体２４０は、例えばハンドルとして示されるが
、いかなる適した形状を有してもよい。例示的な実施形態では、支持体２４０は、キャリ
アのハンドリング安定性を最適化するために、所望するだけ離れたシェルの反対側に設置
されてもよい。別の実施形態では、より多い、またはより少ない支持体が提供されてもよ
い。ここで、図６Ａを参照すると、キャリアのシェル２２０Ａは、シェルの底面に隣接し
て位置するせん孔したまたは陥凹した部材、薄膜もしくはフィルタ２６０Ａを有して示さ
れている。部材中のせん孔または陥凹部は、キャリアドアが開口される際にシェル内に引
き起こされるベンチュリまたは渦流の強度を軽減するまたは低減するような寸法および形
状である。別の実施形態では、ベンチュリまたは渦流の軽減要素は、キャリア内のいかな
る他の適した場所に設置されてもよい。キャリア２００Ａは、例示目的のために、底面上
にシェルを有して示されるが、別の実施形態では、キャリアは上面上にあってもよい。実



(13) JP 5930985 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

質的に滑らか／層流を部品上に維持することを助長するために、さらなる流れ矯正空間お
よび／またはベーン（図示せず）がツールの内部に提供されてもよい。図６Ｂは、別の例
示的な実施形態によるキャリア２００Ｂを示す。キャリア２００Ｂは、チャンバ内の部品
を異なる温度、次いで周囲温度に維持するために、熱調整器２５０を有してもよい。例え
ば、キャリアのシェルまたは壁２１４Ｂ、２１６Ｂは、部品を周囲より高い温度に加熱す
る／上昇するために、例えばカセット支持体を介して熱的に部品に接続される熱電モジュ
ールを有してもよい。周囲より高い部品温度は、粒子を駆動し、熱泳動によって部品から
水分子が離れ、部品がキャリアの外にある場合、またはキャリアドアが開口されている場
合の汚染を防ぐ。別の実施形態では、マイクロ波エネルギー等のいずれかの他の所望の熱
調整器が使用されてもよい。その他の別の実施形態では、水分子および微粒子による汚染
を防ぐために、それぞれの部品の周りに静電界を生成してもよい。
【００２１】
　ここで、図１Ａ～１Ｂを参照すると、例示的な実施形態では、カセット２１０（図１も
参照）には、棚に３６０°の陽性保持で部品を支持するために、棚２１０Ｖが取り付けら
れていてもよい。それぞれの棚２１０Ｖは、１つ以上の棚席または支持体２１０Ｃによっ
て形成されてもよい。図１Ａに見られるように、例示的な実施形態では、カセット棚支持
体２１０Ｃは、支持体が部品をほぼまたぐように設置されてもよい。それぞれの棚２１０
Ｖは、棚に置かれた部品に対する周囲制限を形成するために、膨らんだ表面を有してもよ
い。膨らんだ表面には、部品Ｓを置くための位置付けガイド２１０Ｌを形成するために、
傾いていてもよい（垂直線に対して）。棚２１０Ｖの部品が置かれる表面に傾斜をつけ（
部品の底面に対、部品の底面に対して例えば約１°の傾斜角を形成するように）、例えば
周囲除外領域内で部品の底面と確実に接触するようにしてもよい。別の実施形態では、部
品棚は、受動的な部品抑制を画定するいかなる適した構成を有してもよい。その他の別の
実施形態では、棚は、受動的な部品抑制を有さなくてもよい。
【００２２】
　ここで、図７Ａ～７Ｂを参照すると、別の例示的な実施形態による、図１に示されるキ
ャリア２００と類似する、閉締および開口位置にあるキャリア２００Ｃがそれぞれ示され
ている。本実施形態では、カセット２１０Ｂは、高さを変えることができる。キャリア２
００Ｂが閉締している場合、カセット２１０Ｂは、最小の高さであってもよく、キャリア
ドア（例えば壁２１６Ｂ）が開口している場合、カセットは最大の高さまで伸張されても
よい。カセットが最小の高さから最大の高さに伸張する場合、カセットの部品／棚間の傾
斜が増加し、したがってアクセスされる場合のキャリアの高さが最小となり、部品間の空
間が最大となるようにすることができる。本実施形態では、カセットの支持体２１０ＳＢ
は、略ベローズ構造を有してもよい。支持体は、例えばアルミニウムシート、またはいず
れかの他の適した材料（例えば形状記憶材料）から作製されてもよく、連接接合部なく、
十分な柔軟性を与える。示されるように、カセットの支持体は、キャリアの壁２１６Ｂの
上面で支持されてもよい。キャリアの上面開口（図７Ｂに示されるように壁２１６Ｂを取
り外す）または底面開口（図２Ｂに示されるものと同様にシェル２１４Ｂを取り外す）は
、カセット（ベローズ）支持体２１０ＳＢを重力下で拡大する。カセットのベローズは、
キャリアドアを閉締することによって圧縮される。図７Ｃに見られるように、ベローズ２
１０ＳＢは、上に部品が乗る部品支持体２１０ＶＢを有してもよい。例示的な実施形態で
は、部品支持体２１０ＶＢは、ベローズが拡大する／潰れる際に、ベローズの隣接部分２
１０ＰＢに対してほぼ一定の半径位置に留まる（したがって部品と部品席との間の相対的
半径が移動するのを避ける）ように、成型されてもよい。理解され得るように、ベローズ
カセットは、カセット内の部品がベローズの隣接するプリーツセクション２１０ＰＢ間に
能動的にクランプされるように、潰されてもよい。理解され得るように、上側クランプ部
分は、部品の周辺端部に沿って部品と接触してもよい。図７Ｂに見られるように、例示的
な実施形態では、カセットが伸張される場合に部品Ｓの位置を判断するために、通過ビー
ムマッパー２０６０Ｂ、もしくはツールまたはキャリア内の他の適したデバイスが提供さ
れてもよい。また部品ロボット（図示せず）は、部品を掴むための適切な位置決めを保証
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するために、部品の近接を検出するためのセンサを有してもよい。
【００２３】
　前述したように、受動的なキャリアドアおよび封止を有するキャリアは、ロードロック
等の真空可能チャンバへの直接接合に適している。図８は、別の例示的な実施形態による
、真空可能チャンバ（簡便のためにロードロックと称される）４００のポートの接合部分
４０１０に直接結合されるキャリア２００'（上面開口型）を示す。図８に示されるキャ
リア２００'は、前述されたキャリア２００、３００と概して類似する。例示的な実施形
態では、ロードロックは、ポートドア４０１４を開口／閉締し、したがってキャリアドア
（本実施形態では上面壁２１６'）を開口／閉締し、カセット２１０'を上げる／下げるよ
うに動作するインデクサ４１０を有する。例示的な実施形態では、インデクサ４１０は、
Ｚ方向高さが低いまたは最小のロードロックチャンバを提供するように構成されてもよい
。例えば、インデクサ４１０は、ロードロックチャンバ４００Ｃの外側に置かれ、チャン
バおよびロードロックの全体の高さを減少するようにロードロックチャンバに沿って配置
されてもよい。例示的な実施形態では、インデクサ４１０は、駆動セクション４１２およ
び連結セクション４１４を有してもよい。示される実施形態では、駆動セクション４１２
は、例えばシャトル４１６を上げる／下げるためのモータ駆動ベルトまたはネジ駆動を有
する電気機械駆動システムを有してもよい。例示的な実施形態では、連結セクション４１
４は、駆動セクション上のシャトル４１６をポートドア４０１４に連結する磁気連結具で
あってもよい。ポートドアは、例えば磁石（永久または電磁石）またはその上に位置する
磁性体であってもよく、磁気連結具４１４の内側部分４１４Ｉを形成する。また、ドア４
０１４の磁石部分４１４Ｉは、ポートドアをポートフレーム４０１２に固定してもよい。
例えば、ポートフレーム４０１２は、ポートドア上の磁石部分／磁石４１４Ｉとともに動
作し、ドアが閉締位置にある場合にドアとポートを固定するように配置される適した磁石
（図２Ｂの磁石２０２８'と類似する）を有してもよい。例示的な実施形態では、ポート
フレーム内の磁気固定要素は、ドア４０１４上の磁気連結部分４１４Ｉとともに動作して
もよい。別の実施形態では、ドアと駆動部との間の磁気連結具およびドアとフレームとの
間の磁気固定具は、任意の適した構成を有してもよい。図８に見られるように、チャンバ
の壁４００Ｗは、駆動セクション４１２をチャンバ４００Ｃの内側から隔離する。その他
の例示的な実施形態（図１８～１９も参照）では、駆動セクション４１２'は、ポートド
ア４０１４'の反応部分４１４Ｉ'で動作し、ポートドアを移動するリニアモータ（例えば
線形誘導モータ、ＬＩＭ）であってもよい。ＬＩＭは、チャンバの壁の外側に位置し、チ
ャンバの内側から隔離されてもよい。図１８～１９に示される例示的な実施形態では、駆
動部は、チャンバへの電力が停止した場合に、ポートドア４０１４'を開口位置に保持す
るためのフェ－ルセーフ固定具を形成する磁性体セクション４１２２'、または永久磁石
を含んでもよい。別の実施形態では、ポートドアを閉締位置に下げるための所望の制御を
可能にするために、適した緩衝装置が駆動部に接続されてもよい。図８および１８～１９
から理解され得るように、例示的な実施形態では、ポートドアとポートフレームとの間の
封止は、ドアの重量が接合部分の封止を助長するように位置される。
【００２４】
　また、図８に示される例示的な実施形態では、磁気連結具のそれぞれのセクション４１
４Ｉは、ポートドア４０１４およびキャリアドア２１６'を互いに固定してもよい。例え
ば、キャリアドアは、ポートおよびキャリアドアを互いに固定するように作動される際に
、連結セクション４１４Ｉ（例えば可変磁場を有する電磁石、または磁石を含んでもよい
）と連動するように置かれる、適した磁石（例えば永久磁石）または磁性体２２８'を含
んでもよい。例示的な実施形態では、ポートドアの運動は、同様にチャンバから隔離され
るガイドによって誘導されてもよい。例えば、示される実施形態では、ベローズ４００Ｂ
は、ポートドアとチャンバの壁を接続し、ポートドアの移動ガイド４００６をチャンバか
ら隔離する。本実施形態では、一般的にガイドは、テレスコーピングセクションを有する
。テレスコーピングガイドは、例示目的のために中空円筒型テレスコーピングセクション
から作製されるように示されるが、別の実施形態では、任意の適した構成を有してもよい
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。その他の別の実施形態では、インデクサは、その他のあらゆる所望の構成を有してもよ
い。例えば、ポートドアへの機械的誘導なく、ポートドアの制御移動を可能にする、引用
することによりその全体が本明細書に組み込まれる２００３年７月２２日に出願された米
国特許出願第１０／６２４、９８７号に開示されるもの等、適したインデクシングモータ
がチャンバの壁内に位置してもよいが、チャンバの内側から隔離される。ベローズ４００
Ｂは、ポートドアの閉締を助長するために、加圧型であってもよい。また、ベローズは、
ポートドアに接続される真空ライン、および電力／信号ライン等のアンビリカルシステム
を収容してもよい。例示的な実施形態では、ポートドアは、以下にさらに記載されるよう
に、チャンバのポンプダウンポートを形成する真空源に接続されるポートＰＤ１０を有し
てもよい。
【００２５】
　ここで、図９を参照すると、別の例示的な実施形態による、真空チャンバ４００'上の
キャリア３００'が示されている。示される例示的な実施形態では、キャリア３００'は、
底面開口型キャリア（例えば前述されたキャリア３００と類似する、図３も参照）であっ
てもよい。例示的な実施形態では、ポートドア４０１４'は、開口される際、チャンバ内
に下げられてもよい。インデクサ（図示せず）は、図８、１８～１９に示されるものと類
似するが、ポートドアを下方に移動するように配置される。チャンバおよびポートドアは
、閉締位置にあるドアをチャンバフレームに固定するために、磁気固定具４０２８'、４
０２６'を有してもよい。例示的な実施形態では、ポートフレームは、１つ以上のコイル
要素４０２８'（磁気固定具のフレームの側部と称される場合があるものを画定する）を
有してもよい。コイル要素４０２８'は、所望の位置に置いてもよく、ドア固定具構成要
素４０２６'上で作用する磁場を生成してもよい。ドア上の磁気固定具構成要素４０２６'
は永久磁石であっても磁性体であってもよい。例示的な実施形態では、コイル要素４０２
８'は、例示目的のためにチャンバ内に位置するように示される。別の実施形態では、コ
イル要素は、外側に位置してもよい。チャンバの壁は、チャンバの内側から隔離される。
コイル要素は、フレームに対して固定または静止されてもよい。磁場強度は、磁気固定具
内の磁力を低減し、ポートドアの移動を容易にするために、所望により低減されてもよい
。別の実施形態では、コイル要素は、可動式であってもよく、例えば駆動システムのシャ
トルに搭載され、ポートドアとインデクサとの間の磁気連結具の一部を形成してもよい。
別の実施形態では、磁気固定具は、前述されたキャリアドアとキャリアを固定するための
ものと類似していてもよい。また、フレームに磁気固定するポートドア４０１４'上の永
久磁石または磁性体４０２６'は、図８に示されるものと同様にインデクサとの連結具を
提供してもよい。また、図９に示される実施形態のチャンバも、図８に示されるものと類
似するベローズおよびポートドアガイドを有してもよい。ベローズは、特にキャリアドア
およびカセットがポートドア上に置かれる場合、ポートドアの持ち上げを助長し、閉締位
置に維持するために、加圧型であってもよい。別の実施形態では、チャンバは、中にポー
トドアガイドのないベローズを有してもよい。真空器は、ポートドアとキャリアドアの接
合部分を通してチャンバをポンプダウンするように、ポートドアに接続されてもよい。し
たがって、図８に示される例示的な実施形態のように、例示的な実施形態では、チャンバ
ポンプダウンポートは、ポートドア内に置かれてもよい。
【００２６】
　再び図８を参照すると、例示的な実施形態では、ロードロックチャンバのポンプダウン
は、例えばチャンバポートに接合されるキャリアおよびインデクサ４１０によって閉締位
置から移動されるポートドアとともに機能してもよい。図８から理解され得るように、例
示的な実施形態では、ポートドア内の真空ポートＰＤ１０を介するロードロックチャンバ
のポンプダウンは、キャリアドア２１６'とポートドア４０１４の接合部分を通過しても
よい。キャリアドアとポートドアの接合部分を通るチャンバ／キャリアガスの吸引流は、
接合部分に負の圧力を生成し、汚染物質がチャンバ内に不慮に逃げ込むのを防ぐ。図１０
は、別の例示的な実施形態による、ポートドア５０１４を通るロードロックチャンバのポ
ンプダウンを図示する。本実施形態では、ポートドアとキャリアドアの空間５４３０、お
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よびキャリアのチャンバ２０２のパージは、ロードロックチャンバのポンプダウンの前に
行われてもよい。例えば、パージガスは、真空を適用し、ポートドアとポートの封止５２
２３に亀裂を入れる（または適した弁調整）ことによって、空間５４３０に導入されても
よい。キャリア２００は、キャリアドア２１６に亀裂を入れてロードロックチャンバ５４
００のガスがキャリアに入れるようにすることによって、またはこの場合もやはり適した
弁調整によって、パージされてもよい。例えば、所望のガス種をキャリア２００に導入す
るために、チャンバ（図１０のファントム内に示される）からのガス供給がキャリアに提
供されてもよい。ポートドアおよびキャリアドアが開口位置に移動されたロードロックチ
ャンバ５４００およびキャリア２００を図示する図１０Ａに見られるように、ロードロッ
クチャンバ５４００は、ロードロックチャンバを通気するために、所望によりロードロッ
クの壁に配置される通気口（またはガス種供給）５４４０を有してもよい。したがって、
例示的な実施形態では、パージラインは、パージングに使用されてもよく、チャンバの通
気は、キャリアドアとポートドアの接合部分から独立して実行されてもよい。
【００２７】
　図１１は、キャリアドア３１６Ａおよびポートドア６４１４のそれぞれが、キャリアド
アとキャリア３１４０、およびポートドアとポート６４１２またはチャンバ６４００Ｄを
それぞれ固定する機械的「フェ－ルセーフ」固定具を有する、例示的な実施形態を図示す
る。キャリア３１４Ｄ、キャリアドア３１６Ｄ、ポート６４１２、およびポートドア６４
１４は、受動的（連接固定パーツがない）であってもよい。本実施形態では、インデクサ
は、ポートドアおよびキャリアドア上の固定タブを嵌合／解放するために、ポートドアの
Ｚ軸インデクシングおよびポートドアの回転（例えばＺ軸の周囲で）の両方を行うことが
できてもよい。別の実施形態では、ポートドアのＺ軸移動および回転（回動）は、異なる
駆動軸を介して提供されてもよい。図１２Ａ～１２Ｂは、キャリアのシェル３１４Ｄおよ
びキャリアドア３１６Ｄの底面図をそれぞれ示す。図１３Ａ～１３Ｂは、（ロードロック
）チャンバ６４００およびポートドア６４１４内のポート６４１２の上平面図をそれぞれ
示す。例示的な実施形態では、キャリアのシェルの下面は、キャリアドア３１６Ｄ上の嵌
合面３６２Ｄによって嵌合される嵌合タブ／表面３６０Ｄを有する。理解され得るように
、嵌合面３６０Ｄ、３６２Ｄ間の嵌合／解放は、キャリア３１４Ｄに対するキャリアドア
の回転（回動）によって成立してもよい。キャリアドアの回転は、以下に記載されるよう
に、ポートドア６４１４によって与えられる。別の実施形態では、ドアとキャリアとの間
の嵌合面は、いかなる所望の構成を有してもよい。キャリアドア３１６Ｄは、キャリアド
ア６４１４Ｔ上のトルク連結部材を補う雄／雌トルク連結機構３６５Ｄを有してもよい。
示される例示的な実施形態では、ポート６４１２およびポートドア６４１４は、概してキ
ャリアおよびキャリアドアの嵌合機能と類似するインターロッキングまたは嵌合面を有し
てもよい。図１３Ａ、１３Ｂに最もよく見られるように、ポートは、嵌合面６４６０（例
えば内側に突き出る）を有してもよく、ポートドア６４１４は、ポート表面６４６０に重
なり、それと嵌合するために、補完嵌合面６４６２を有してもよい。理解され得るように
、例示的な実施形態では、キャリア上の嵌合面３６００、３６２０、およびポート上の嵌
合面６４６０、６４６２は、互いに関連して位置し、ポートドアが回転される際に、キャ
リアとキャリアドアおよびポートとポートドアとの間の嵌合／解放を同時に行えるように
する。
【００２８】
　図１４は、ロードロックチャンバ４００Ｅ、インデクサ６４１０Ｅ、およびキャリア３
００Ｅを図示する。例示的な実施形態では、インデクサは、ロードロックチャンバと直列
に実質的に軸方向に位置されてもよい。ポッド２００、３００、３０００と同様に、図４
に示される例示的な実施形態では、ポッド３００Ｅは、前述されたものと類似する機構を
有する、真空適合型の上面または底面開口ポッドであってもよい。チャンバ６４００Ｅは
、前述されたチャンバと類似してもよい。図１５は、低減ポンプダウン容量構成を有する
ロードロックチャンバおよびキャリア３００Ｆを示す。示される例示的な実施形態では、
キャリアドア３１６Ｆは、キャリアのシェル３１４Ｆを封止する上面３５０Ｆおよび底面
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３２１Ｆドアを有してもよい。底面封止３２７０Ｆ（例えば、封止２２１と類似する）は
、キャリアドアが閉締される際、図１５に示されるように、シェル３１４Ｆと嵌合する。
上面封止３５０Ｆは、キャリアドアが開口される際、キャリアのシェルを封止する（例え
ば、封止３５０Ｆは、キャリアシート表面３５１Ｆに置かれ、それを封止してもよい）。
上面封止３５０Ｆは、キャリアのチャンバをロードロックチャンバから隔離し、したがっ
てポンプでロードロックチャンバを真空にする際のポンプダウン容量を減少する。
【００２９】
　図１６Ａ～１６Ｂは、別の例示的な実施形態による、ドック位置および非ドック位置の
キャリア３００Ｇおよびロードロックチャンバ６４００Ｇをそれぞれ示す。キャリア３０
０Ｇは、底面壁３１６Ｇ、環状セクション３１４Ｇ、および上面壁３１４ＰＤを有する。
本実施形態では、環状セクション３１４Ｇまたはその１つ以上の部分は、キャリアドアと
して動作してもよい。上面および底面壁３１６Ｇ、３１４ＰＤは、互いに固定されてもよ
く、ドアを画定する可動式セクション３１４Ｇは、上面および底面壁３１６Ｇ、３１４Ｐ
Ｄをそれぞれ封止するための封止３５０Ｇ、３２１Ｇを上面および底面の両方に有しても
よい。ロードロックチャンバ６４００Ｇは、開口ポート６４０２Ｇを有してもよく、図１
６Ｂに見られるように、キャリア３００Ｇは、そこを通ってロードロックチャンバに置か
れてもよい。ロードロックチャンバ６４００Ｇは、キャリアへのアクセスを開くためにキ
ャリアドア３１４Ｇを下げるための陥凹部６４７０Ｇを有してもよい。キャリアの上面壁
３１４ＰＤは、ロードロックチャンバポートを封止し、それによってロードロックチャン
バを封止し、チャンバをポンプダウンできるようにしてもよい。キャリアドア３１４Ｇを
上げる／下げるために、適したエレベータが提供されてもよい。図１７～１７Ｃは、別の
例示的な実施形態による、別の上面封止キャリア３００Ｈおよびロードロックチャンバ６
４００Ｈを示す。キャリア３００Ｈは、上面封止フランジ３１４Ｈおよび側面開口部３０
４Ｈ（部品を積載／積卸するキャリア端部に沿って）を有してもよい。例示的な実施形態
では、キャリア上面封止フランジ３１４Ｈは、図１７Ｂに最もよく示されるように、チャ
ンバポートの縁６４１２Ｈに置かれ、それを封止する。キャリアドア３１４ＤＲは、図１
７の矢印０で示される、放射線状に外側に向かう回転運動によって開口されてもよい。キ
ャリア開口部は、ロードロックチャンバ内のスロット弁と並んで配置される。ロードロッ
クチャンバを参照して例示的な実施形態が記載されてきたが、記載される機構は、図１８
に示されるように、積載ポートチャンバに対しても同等に適用される。積載ポートチャン
バの内部は、制御雰囲気を有する場合があるが、分離不可能である場合がある。
【００３０】
　図２９Ａおよび２９Ｂを参照すると、別の例示的な実施形態による、自動材料ハンドリ
ングシステム１０、１０'の概略平面図が示されている。例えば図２９Ａおよび２９Ｂに
示される自動材料ハンドリングシステム１０、１０'は、一般的に、１つ以上のイントラ
ベイ搬送システムのセクション１５、１つ以上のインターベイ搬送システムのセクション
２０、ベイ待ち行列セクション３５、搬送サイディングまたはシャントセクション２５、
および部品キャリアまたは搬送機を含む。イントラベイおよびインターベイという用語は
、便宜上使用され、搬送システム１０１１０'の配置を制限するものではない（本明細書
で使用される場合、インターは、概して多数のグループにわたり延在するセクションを指
し、イントラは、概して例えばグループ内に延在するセクションを指す）。搬送システム
のセクション１５、２０、２５、３５は、互いにネスト化されてもよく（すなわち別の搬
送ループ内の１つの搬送ループ）、一般的に、例えば、２００ｍｍのウェハ、３００ｍｍ
のウェハ、フラットディスプレイパネル、および類似アイテム等の半導体部品の高速移動
、ならびに／または例えば処理設備内の処理ベイ４５および関連処理ツール３０へ、およ
びそこからのそれらのキャリアの高速移送を可能にするように配置される。別の実施形態
では、適した材料が自動材料ハンドリングシステムで運搬されてもよい。搬送システム１
０は、部品をある搬送セクションからいずれかの別の搬送セクションに向かせることもで
きる。インターベイおよびイントラベイの分岐を有する、部品を搬送するための自動材料
ハンドリングシステの一実施例は、その全体が本明細書に組み込まれる、発明の名称が「
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Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｈａｎｄｌｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」の米国特許
出願第１０／６９７，５２８号に見られる。
【００３１】
　図２９Ａおよび２９Ｂに示される自動材料ハンドリングシステム１０、１０'の構成は
、代表的な構成であり、自動材料ハンドリングシステム１０、１０'は、処理設備内の処
理ベイおよび／または処理ツールのいかなる所望のレイアウトにも対応するために、いか
なる適した構成で配置されてもよい。図２９Ａに見られるように、例示的な実施形態では
、インターベイ搬送セクション１５は、１つ以上の側面に位置し、いかなる数の搬送セク
ション２０によって互いに接続され、例えば１つ以上の処理ベイ４５に対応してもよい。
別の実施形態では、外側または側面搬送セクションは、イントラベイセクションであって
もよく、その間を縦走するセクションは、イントラベイセクションをベイ内の処理ツール
のグループまたはアレイにリンクしてもよい。例示的な実施形態では、また図２９Ａのイ
ンターベイ搬送セクション１５は、クロスシャント５０によって接続されてもよく、これ
は、処理または加工ベイ４５を通過することなく、部品搬送機が直接インターベイ搬送セ
クション１５間を移動できるようにする。さらに他の別の実施形態では、搬送セクション
１５は、追加のイントラベイ搬送セクション（図示せず）によって互いに接続されてもよ
い。その他の例示的な実施形態では、図２９Ｂに示されるように、インターベイ搬送セク
ション１５は、いかなる数の処理ベイ４５間に位置してもよく、したがって、分岐セクシ
ョン間に、ベイまたはツールのグループ４５としての役割をする、例えば概して中央の小
島または搬送中央経路を形成してもよい。その他の別の実施形態では、イントラベイ搬送
セクションは、周囲に境界線を形成し、いかなる数の処理ベイ４５を取り囲んでもよい。
さらに他の別の実施形態では、図２９Ａおよび２９Ｂに示されるようなシステム１０また
は１０'等のシステムをＮ個等、いかなる数のネスト化されたループセクションが存在し
もよく、それぞれのインターベイ搬送セクション１５を直接接続する搬送セクションによ
ってほぼ平行に接続されてもよい。さらに他の別の実施形態では、搬送セクション１５、
２０、および処理ツールは、いかなる適した構成を有してもよい。さらに、いかなる数の
イントラベイ／インターベイシステムがいかなる適した構成でともに結合され、ネスト化
された処理アレイを形成してもよい。
【００３２】
　例えば、インターベイ搬送セクション１５は、いかなる適した部品搬送機の移動を提供
するモジュラートラックシステムであってもよい。トラックシステムのそれぞれのモジュ
ールは、適した結合手段（例えばインターロッキングファセット、機械的ファスナー）と
ともに提供され、モジュールが、イントラベイ搬送セクション１５の取り付け中に互いの
端部と端部を結合できるようにしてもよい。レールモジュールは、取り付け中のハンドリ
ングおよび構成の柔軟性のために、数フィート等のいかなる適した長さ、または直線また
は曲線等のいかなる適した形状で提供されてもよい。トラックシステムは、下から部品搬
送機を支持してもよく、または別の実施形態では、トラックシステムは、吊るされたトラ
ックシステムであってもよい。部品搬送機がローラー上で大幅な抵抗を受けることなくト
ラックに沿って移動できるようにするために、トラックシステムは、ローラーベアリング
またはいずれかの他の適したベアリング面を有してもよい。部品コンテナがトラックに沿
って移動する際にさらなる方向安定性を提供するために、ローラーベアリングが先細にな
っていてもよく、またはタックが曲線の内側もしくはトラックの角に向かって角度が付い
ていてもよい。
【００３３】
　イントラベイ搬送セクション１５は、コンベヤ系搬送システム、ケーブルおよび滑車ま
たは鎖およびスプロケット系搬送システム、車輪駆動システム、もしくは磁気誘導系搬送
システムであってもよい。搬送システムを駆動するために使用されるモータは、イントラ
ベイ搬送セクション１５に沿って部品コンテナを移動することができ、無限に進行する、
いかなる適したリニアモータであってもよい。リニアモータは、移動パーツのない、ソリ
ッドステートのモータであってもよい。例えば、リニアモータは、ブラシ付またはブラシ
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レスＡＣもしくはＤＣモータ、線形誘導モータ、あるいは線形ステッパーモータであって
もよい。リニアモータは、イントラベイ搬送セクション１５または部品搬送機、もしくは
コンテナ自体に組み込まれてもよい。別の実施形態では、イントラベイ搬送システムを通
る部品搬送機を駆動するために、いかなる適した駆動手段が組み込まれてもよい。さらに
他の別の実施形態では、イントラベイ搬送システムは、トラックのない車輪付自立型搬送
運搬車の通路であってもよい。
【００３４】
　以下に記載されるように、一般的にイントラベイ搬送セクション１５は、待ち行列セク
ションおよびシャントを使用することによって、部品搬送機がイントラベイ搬送セクショ
ン１５の通路に沿って途切れることなく高速に移動するまたは流れることを可能にする。
これは、搬送コンテナが追加されるまたは搬送ラインから取り外される際に、材料の流れ
を停止しなければならない従来の搬送システムと比較し、非常に有利である。
【００３５】
　前述されたように、例示的な実施形態では、イントラベイ搬送セクション２０は、処理
または加工ベイ４５を画定してもよく、待ち行列セクション３５を通ってインターベイ搬
送セクション１５に接続されてもよい。待ち行列セクション３５は、例えばインターベイ
またはイントラベイ搬送セクション１５、２０のいずれかの側面に位置し、インターベイ
搬送セクション１５に沿った材料の流れまたはイントラベイ搬送セクション２０に沿った
材料の流れのいずれも停止もしくは減速することなく、部品または部品コンテナがイント
ラベイ搬送セクション２０に入る／から出ることができるようにしてもよい。例示的な実
施形態では、待ち行列セクション３５は、搬送セクション１５、２０からの不連続なセク
ションとして概略的に示される。別の実施形態では、待ち行列セクション、または搬送セ
クション１５、２０間の待ち行列通路は、搬送セクションと一体化して形成されてもよい
が、搬送セクション間の搬送通路に不連続な待ち行列を画定する。別の実施形態では、待
ち行列は、所望により、インターベイおよびイントラベイセクションに置かれてもよい。
進行レーンおよびアクセスまたは待ち行列レーンを有し、進行レーンに障害を与えること
なく、進行レーン内外に選択的にアクセスできるようにする搬送システムの一実施例は、
発明の名称「Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ」の米国特許出願第１１／２
１１，２３６号に記載され、その開示内容の全体は本明細書に組み込まれている。イント
ラベイ搬送セクション２０および待ち行列セクション３５は、上記のインターベイ搬送セ
クション１５で記載されたものとほぼ類似するトラックシステムを有してもよい。別の実
施形態では、イントラおよびインター搬送セクションを結ぶイントラベイ搬送セクション
ならびに待ち行列セクションは、いかなる適した構成、形状または形態を有してもよく、
いかなる適した方法で駆動されてもよい。図２９Ａに最もよく見られるように、例示的な
実施形態では、待ち行列セクション３５は、イントラベイおよびインターベイ搬送セクシ
ョン２０、１５の移動方向Ｒ１、Ｒ２に対応する投入セクション３５Ａならびに取出セク
ション３５Ｂを有してもよい。例示目的のために使用される本明細書の慣習上、セクショ
ン３５Ａをセクション２０への投入口（セクション１５から出る）として定義し、セクシ
ョン３５Ｂをセクション２０（セクション１５への投入口）からの出口／取出口として定
義する。別の実施形態では、所望により、待ち行列セクションの進行方向が確立されても
よい。以下に、より詳細に記載されるように、部品コンテナは、投入セクション３５Ａを
介してインターベイ搬送セクション１５から出て、取出セクション３５Ｂを介してインタ
ーベイ搬送セクション１５へ入ってもよい。待ち行列セクション３５は、搬送セクション
１５、２０内外での部品搬送機の出入を可能にする、いかなる適した長さであってもよい
。
【００３６】
 イントラベイ搬送セクション２０は、いかなる数のプロセスツール３０と搬送システム
１０、１０'を接続する通路または経路内に延在してもよい。また、イントラベイ搬送セ
クション２０は、図２９Ａに示され、上記に記載されるように、２つ以上のインターベイ
搬送セクション１５を互いに接続してもよい。イントラベイ搬送セクション２０は、閉締
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されたループ形状を有するように図２９Ａおよび２９Ｂに示されるが、しかしながら、別
の実施形態では、それらはいかなる適した構成または形状を有してもよく、いかなる製作
設備配置にも適用可能であり得る。例示的な実施形態では、イントラベイ搬送セクション
２０は、待ち行列セクション３５と類似してもよい搬送サイディングまたはシャント２５
によってプロセスツール３０に接続されてもよい。別の実施形態では、シャントは、同様
な方法でインターベイ搬送セクションに提供されてもよい。シャント２５は、部品搬送機
を効率的に「オフライン」にし、例えば、図２９Ａに見られるようなインターベイ搬送セ
クション２０の進行方向Ｒ２に対応する投入セクション２５Ａおよび取出セクション２５
Ｂを有する。シャント２５は、イントラベイ搬送セクション２０上の部品搬送機の実質的
に等速な流れをほぼ遮断することなく、投入および取出セクション２５Ａ、２５Ｂを通っ
て部品搬送機がイントラベイ搬送セクション２０を出る、およびそこに入ることを可能に
する。シャント２５内にある間、部品コンテナは、例えば、プロセスツールステーション
３０の位置に対応するツール接合ステーションで停止し、例えば、装置の前工程モジュー
ル、分類機、またはいずれかの他の適した移送ロボット等のいかなる適した移送手段によ
って、またはそれを介して部品および／またはコンテナ自体が処理ツール積載ポートまた
はいずれかの他の適した部品ステージングエリアに移送されてもよい。別の実施形態では
、部品搬送機は、任意の搬送セクションの搬送機の並べ替え（例えば入れ替え）を行うた
めに、所望のシャントに向けられてもよい。
【００３７】
　異なるセクション１５、２０、２５、３５から、およびその間での部品キャリアまたは
搬送機の交換は、コントローラ（図示せず）に接続された誘導システム（図示せず）によ
って制御されてもよい。誘導システムは、セクション１５、２０、２５、３５に沿って移
動する搬送機の位置を明確にする位置付けデバイスを含んでもよい。位置付けデバイスは
、セクション１５、２０、２５、３５に沿って、またはそれにわたり延在する光学、磁気
、バーコード、または基準ストリップ等の連続または分散デバイス等、いかなる適した種
類であってもよい。分散デバイスは、コントローラが搬送機の運動状態の確認に加え、セ
クション１５、２０、２５、３５上の搬送機の位置を定めることができるようにするため
に、搬送機に設置される適した読み取りデバイスによって読まれる、または調べられても
よい。あるいは、デバイスは、位置／運動を識別するために、搬送機、部品キャリア、ま
たは部品上のＲＦＩＤ（高周波認識デバイス：ｒａｐｉｄ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｄｅｖｉｃｅ）等の感知アイテムを感知および／または調べて
もよい。また、位置付けデバイスは、移動する搬送機の位置を感知することができる分散
デバイス、別個の位置付けデバイス（例えばレーザー測距デバイス、超音波測距デバイス
、または内部ＧＰＳと同種の内部位置付けシステム、もしくは内部逆ＧＰＳ）の単体、ま
たはこれらの組み合わせを含んでもよい。コントローラは、搬送機からの位置フィードバ
ック情報と誘導システムからの情報を組み合わせ、セクション１５、２０、２５、３５に
沿う、またはその間の搬送機の搬送経路を確立し、維持してもよい。
【００３８】
　別の実施形態では、誘導システムは、溝、レール、トラック、または部品搬送機の機械
的誘導機能と連動するための構造的または機械的誘導表面を形成するいずれかの他の適し
た構造体を含む、もしくは有してもよい。さらに他の別の実施形態では、またセクション
１５、２０、２５、３５は、部品搬送機に電子誘導を提供する印刷ストリップまたは導線
（例えば、搬送機の適した誘導システムによって検出される適した電磁信号を送信する送
電線）等の送電線を含んでもよい。
【００３９】
　さらに図２９Ａおよび２９Ｂを参照すると、搬送システム１０、１０'の例示的な動作
が記載されている。例えばシャント２５内に置かれた部品コンテナは、搬送システム１０
、１０'に入ってもよい。実質的に途切れのない、概して等速で進行するイントラベイ搬
送セクション２０の流れを維持するために、部品コンテナは、シャント２５を介してイン
ターベイ搬送セクション２０にアクセスしてもよい。部品搬送機は、搬送機がイントラベ
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イ搬送セクション２０内の材料の流れと同一速度で進行するように、シャント２５内で加
速する。シャント２５は、部品搬送機が加速できるようにし、したがって、流れを妨げる
、またはインターベイ搬送セクション２０内を進行するいずれかの他の搬送機と衝突する
ことなく、搬送機がイントラベイ搬送セクション２０の流れに合流することができる。イ
ントラベイ搬送セクション２０との合流において、部品搬送機は、いずれかの他の部品キ
ャリアまたは搬送機と衝突することなく、またはイントラベイセクションを縦走する搬送
機の速度を減速させることなく、イントラベイ搬送セクションの流れに自由に入れるよう
に、適した運転間隔だけシャント２５内で待機してもよい。部品搬送機は、実質的に等速
でイントラベイ搬送セクション２０（例えば）に沿って稼動し続け、優先権を持って取出
待ち行列エリアまたはセクション３５Ｂ、例えばインターベイセクション１５にスウィッ
チする。一実施形態では、取出待ち行列セクション３５Ｂ内にスペースが無い場合、搬送
機は、取出待ち行列セクション３５Ｂが使用可能になるまで、優先権を持ってイントラベ
イ搬送セクション２０の周囲を進行し続けてもよい。別の実施形態では、例えば、搬送セ
クションのループ全体を進行することなく迂回されたステーションに戻るために、搬送セ
クションの対向する進行通路を接続するためにクロスシャントが提供され、搬送機が搬送
通路間を行き来できるようにしてもよい。搬送機は、取出待ち行列セクション３５Ｂのベ
イで適した運転間隔だけ待機し、次いで加速し、上記に記載されるイントラベイ搬送セク
ション２０の合流と実質的に同様な方法でインターベイ搬送セクション１５の概して連続
的かつ等速な流れに合流してもよい。搬送機は、例えば概して連続的な速度でインターベ
イ搬送セクション１５に沿って続き、所望のイントラベイセクション２０に入るために、
繋がった待ち行列投入セクション３５Ａに移ってもよい。一実施形態では、投入待ち行列
セクション３５Ａ内にスペースがない場合、搬送機は、前述されたものと同様な方法で、
投入待ち行列セクション３５Ａが使用可能になるまで、イントラベイ搬送セクション１５
の周囲を進行し続けてもよい。搬送機は、投入待ち行列セクション３５Ａで適した運転間
隔だけ待機し、第２のイントラベイ搬送セクション２０に合流するために加速してもよく
、この場合もやはり第２のイントラベイ搬送セクション２０は、連続的な等速の流れを有
する。搬送機は、第２のイントラベイ搬送セクション２０から搬送機がプロセスツール３
０と接合する搬送シャント２５に移される。シャント２５内の他の搬送機により、シャン
ト２５に搬送機のためのスペースがない場合、搬送機は、シャント２５が使用可能になる
まで、優先権を持ってイントラベイ搬送セクション２０の周囲に沿って進行し続けてもよ
い。インターベイ搬送セクション１５およびイントラベイ搬送セクション２０内の材料の
流れには実質的に途切れがなく、概して等速で進行するため、システムは、処理ベイと処
理ツールとの間の部品搬送機の高処理量を維持することができる。
【００４０】
　図２９Ａに示される例示的な実施形態では、搬送機は、待ち行列セクション３５、処理
ツール、イントラベイ搬送セクション２０、またはインターベイ搬送セクション１５を互
いに直接接続することができるエクステンション４０を介して、処理ベイ間を直接進行し
てもよい。例えば、図２９Ａおよび２９Ｂに示されるように、エクステンション４０は、
待ち行列セクション３５をともに接続する。別の実施形態では、エクステンション４０は
、シャント２５と同様にそれぞれのツールの搬送シャントを接続することによって、ある
処理ツールから別の処理ツールへのアクセスを提供してもよい。さらに他の別の実施形態
では、エクステンションは、自動材料ハンドリングシステムの要素のいかなる数またはい
かなる組み合わせをもともに直接接続し、短いアクセスルートを提供してもよい。より大
きなネスト化されたネットワークでは、エクステンション４０によって搬送機の目的地間
の通路がより短くなるため、搬送機の進行時間を削減し、さらにシステムの生産性を向上
する可能性がある。
【００４１】
　さらに他の別の実施形態では、自動材料ハンドリングシステム１０、１０'の流れは、
２方向であってもよい。搬送セクション１５、２０、２５、３５、４０、５０は、それぞ
れが対向する方向に移動する、対向する進行レーンの周囲をループし、接続する出口ラン
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プおよび入口ランプを有する、並んだ平行レーンを有してもよい。搬送セクションのそれ
ぞれの平行レーンは、任意の進行方向専用であってもよく、個々の平行レーンのそれぞれ
の進行が搬送積載条件に適合するために、それぞれの平行レーンが搬送アルゴリズムにし
たがって反転されるように、別々にまたは同時に切り替えられてもよい。例えば、搬送セ
クション１５、２０、２５、３５、４０、５０の平行レーンに沿う材料の流れまたは搬送
は、それらの別個の方向に流れてもよい。しかしながら、後に、いくつかの部品搬送機が
設備内に位置し、現行の流れ方向に対向する方向のこれらの平行レーンに沿って動くため
により効率的な位置に向かい、次いで平行レーンの進行方向が反転される場合があること
が予測される。
【００４２】
　別の実施形態では、２方向進行レーンが積み重ねられて置かれてもよい（すなわち片方
がもう一方の上にある）。プロセスツールと搬送シャント２５との間の接合部分は、例え
ば、時計回りの材料の流れを有するシャントが反時計回りの材料の流れの上に位置するよ
うな場合にシャントからプロセスツールの積載ポート（ロードポート）に搬送機を上げる
または下げるために、エレベータ型構成を有してもよい。別の実施形態では、２方向シャ
ントおよびその他の搬送セクションは、いかなる適した構成を有してもよい。
【００４３】
　図２０は、別の例示的な実施形態による、ツールステーション間でキャリアを搬送する
ための搬送システムの搬送システムトラック５００の部分を示す。トラックは、参照する
ことにより前述のように組み込まれる米国特許出願シリアル番号第１０／６９７，５２８
号に記載されるものと類似する、ソリッドステートのコンベヤシステムを有してもよい。
トラックは、キャリアのシェル／ケーシングと一体の反応部分と連動する静止フォーサー
セグメントを有してもよい。その結果キャリアは、コンベヤによって直接搬送されてもよ
い。示される搬送システム５００は、非同期搬送システム内にあり、キャリアの搬送機は
、その中で搬送システム上の他のキャリアの動きから実質的に分断される。トラックシス
テムは、その他のキャリアの動きが任意のキャリアの搬送速度に影響を与える決定的因子
を削除するように構成される。コンベヤのトラック５００は、主搬送通路上の搬送機を妨
害することなくルーティング変更および／またはツールステーション（緩衝装置、ストッ
カー等）と接合するために、主搬送通路から離れてキャリアを送るオン／オフ分岐通路（
図２９７～２９８も参照）を有する主搬送通路を採用する。分岐オン／オフ通路を有する
搬送システムの適した実施例は、前述のように本明細書に組み込まれる米国特許出願第１
１／２１１，２３６号に開示される。本実施形態では、セグメント５００Ａ、Ｃ、Ｄは、
Ａ１－Ｄリニアモータのための巻線セットを有し、主進行通路５００Ｍ（これは、図２０
Ａに示される）に沿って移動してもよい。セグメント５００Ｂは、アクセス通路５００Ｓ
と称される場合がある通路へのオフ／出口として、例えば図２０に示される。このセグメ
ント内のフォーサーの巻線は、主通路５００Ｍに沿った運動、および望ましい場合は、通
路５００Ｓ（図２０Ｂ参照）に沿ったキャリアの移動の両方を可能にするために、実際の
二次元平面モータを提供するように配置される。モータコントローラは、その全体が本明
細書に組み込まれる２００５年７月１１日に出願された米国特許出願第１１／１７８，６
１５号に記載される分散制御構造と類似する、領域型コントローラであってもよい。本実
施形態では、駆動部／モータは、領域型であり、領域間で適切な引渡しを行う領域コント
ローラによって効率的に制御されてもよい。コンベヤ５００は、移動可能にキャリアを支
持するために、適したベアリングを有してもよい。例えば、セグメント５００Ａ、５００
Ｃ、および５００Ｄでは、ベアリング（例えばローラー、ボール）は、通路５００Ｍに沿
ったキャリアの１度の移動自由度を許容してもよい。
【００４４】
　セグメント５００Ｂ内のベアリングは、キャリアの２度の移動自由度を許容してもよい
。その他の実施形態では、ベアリングは、キャリア上に提供されてもよい。さらに他の実
施形態では、空気ベアリングは、トラック上のキャリアを移動可能に支持するために使用
されてもよい。通路５００Ｍ間のキャリアの誘導および通路５００Ｓへの方向は、図２０
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Ｂに示されるようなキャリア上の可動または連接車輪、トラック上の連接ガイドレール、
または磁気操縦等の適した誘導システムによってもたらされてもよい。
【００４５】
　図２０Ａは、システム５００の例示的な搬送要素５００Ａを図示する。示される例示的
な実施形態は、シングル進行レーンまたは通路（例えば通路５００Ｍ）を有するセグメン
トを図示する。図２０Ａに見られるように、例示的な実施形態では、セグメントは、搬送
機上の起動支持体のためのリニアモータ部分またはフォーサー５０２Ａおよび支持表面５
０４（Ａ）を有する。前述されたように、別の実施形態では、搬送セグメントは、いかな
る他の所望の構成を有してもよい。例示的な実施形態では、ガイドレール５０６Ａは、搬
送機を誘導するために使用されてもよい。別の実施形態では、搬送セグメントは、搬送機
を誘導するレールの代わりに、磁石または磁気ベアリングを有してもよい。キャリア上の
電磁石は、キャリアをトラックから分断するのを助長するために使用されてもよい。図２
０Ｂは、別の例示的な実施形態による、搬送システム５００の別の搬送セグメントを図示
する。セグメント５００Ａ'は、複数の進行レーン（例えば図２０に示されるセグメント
５００Ｂと類似する交差レーン）または間で切り替わるほぼ平行な主進行レーン（通路５
００Ｍと類似する）を有してもよい。図２０Ｂに見られるように、例示的な実施形態では
、進行レーン（通路５００Ｍ、５００Ｓと類似する）は、一般的に１－Ｄモータセクショ
ン５０２Ａ１および対応するキャリア駆動支持表面／エリア５０４Ａ'によって画定され
る。進行レーン間の交差または切り替えは、進行レーン５００Ｍ'、５００Ｓ'間を縦走す
るのに望ましい２－Ｄ力を搬送機に生成することができる２－Ｄモータ要素のアレイによ
って形成される。
【００４６】
　図２１は、別の例示的な実施形態による搬送システムの交差点またはコンベヤの回転セ
グメントを示す。示される例示的な実施形態では、搬送セグメント５００Ａ''は、交差す
る複数の進行レーン５００Ｍ''、５００Ｓ''を画定する。進行レーンは、概してレーン５
００Ｍ（図２０Ａ参照）と類似する。例示的な実施形態では、搬送運搬車は、交差するレ
ーンとほぼ一直線に並ぶまで、任意のレーン５００Ｓ''、５００Ｍ''を縦走してもよい。
一直線に並ぶ際、所望のレーンの１－Ｄモータは、交差するレーンに沿って搬送機の移動
を開始する。別の実施形態では、交差点は、９０°の配向でなくてもよい。図２０Ｃは、
キャリア１２００の底面およびその中の反応要素を示す。理解され得るように、反応要素
は、交差点でそれぞれのフォーサーセクション（例えば図２１参照）の配向と一致するよ
うに配置されてもよい。これは、実質的に停止することなくキャリアがトラックを変更で
きるようにする。図２０Ｄは、別の例示的な実施形態による、キャリア１２００Ａの枢軸
セクション上に置かれた反応要素１２０２ＦＡを示し、該反応要素は、所望の位置に回転
されてもよい。図２２は、トラック脇のストレージ位置５００Ｓ'''を有する、概して図
２１の交差点と類似するトラックセグメント５００Ｈ'''を示す。図２３～２３Ａは、さ
らに以下に記載されるキャリアリフトまたはシャトルのリフトアーム（図示せず）のため
のカットアウトまたは開口部１５００Ｏを有するトラックセグメント５００を示す。例示
的な実施形態では、開口部１５００Ｏは、コンベヤのトラックからキャリアを底面に掴む
ために、キャリアに横方からアクセスできるようにする。図２４は、フォーサー（リニア
モータ等の）２５０２Ａが矢印２５００Ｍによって示されるキャリア／トラックの中心線
からずれた位置にあるトラックセグメント２５００Ａを示す。
【００４７】
　図２５Ａ～２５Ｂは、半導体ＦＡＢ内で基板を搬送するためのリニアモータコンベヤ３
５００（キャリア３２００内に設置されたフォーサーセグメントおよび組み込まれた反応
要素を有する）を示す。示される例示的な実施形態では、コンベヤ３５００は、直下から
キャリアにアクセスできるように反転されてもよい（例えばキャリアは、コンベヤの下か
ら吊り下げられ、コンベヤの下に位置する）。その他の点では、コンベヤ３５００は、前
述された搬送システムのセグメント５００Ａ、５００Ａ''、５００Ａ'''と類似してもよ
い。例示的な実施形態では、コンベヤ３５００とキャリア３２００との間の連結を維持す
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るために、磁気保持フォーサー３５０２が採用されてもよい。この力は、特にこの目的の
ために提供されるリニアモータコイル（例えばリニア同期設計のもの）から、ならびに／
または別個の電磁石および／もしくは永久磁石（図示せず）を介して発生してもよい。キ
ャリアとコンベヤの連結および分断は、迅速であり、パーツ（例えば、電磁石スイッチ）
を動かすことなく達成されてもよい。フェ－ルセーフの動作は、キャリアとコンベヤとの
間の磁路および／または受動的な機械的保持機構を介して保証されてもよい。
【００４８】
　例示的な実施形態では、交差点および分岐点（すなわち、例えば図２０のセグメント５
００Ｂと類似する合流－分化位置）は、コイルの切り替えによって達成されてもよい。別
の実施形態では、コンベヤ３２００の進行通路間でキャリアを移送するために、回転台ま
たはその他の回転デバイス（経路決定装置、経路制御装置）が使用されてもよい。
【００４９】
　例示的な実施形態では、キャリア３２００は、反応要素が上面上にあり、基板がキャリ
アの底面からアクセスされるように配置されてもよい。例示的な実施形態では、キャリア
３２００は、コンベヤ３５００のフォーサーと連動するように置かれた磁気プラテンを有
してもよい。キャリアのプラテン、またはプラテンセクションは、ローラー、ベアリング
、または他の起動支持表面（例えばコンベヤ内の空気ベアリングに対する反応表面）を含
んでもよい。また、プラテンは、部品コンテナ部分が処理ツール３０３０に積載される際
に、コンベヤと接続されたままでもよいプラテン部分からキャリアのコンテナ部分を分断
できるようにする電磁石連結具を含んでもよい。
【００５０】
　例示的な実施形態では、ツールを積載するために、コンベヤ３２００は、キャリアをツ
ール積載ポートに置き、キャリアをコンベヤの高度からツール３０３０の（制御環境）積
載接合部分３０３２に下げるために、例えば垂直移送専用メカニズム３０４０が使用され
てもよい（図２６Ａ～２６Ｂ参照）。また、垂直移送デバイスがインデクサとして使用さ
れ、それによってウェハハンドリングロボットでアクセスするためにウェハを置いてもよ
い。垂直移送デバイスの好適な実施例は、参照することにより前述のように本明細書に組
み込まれる、２００５年８月２５日に出願された米国特許出願シリアル番号第１１／２１
０，９１８号に記載される。
【００５１】
　別の実施形態では、コンベヤは、反転配置に置かれたコンベヤを積み上げるエンジン付
き車輪であり、コンベヤの車輪上にキャリアを保持するために適した磁気引力を有しても
よい。その他の別の実施形態では、コンベヤが積載ポートの下になり、キャリアが上面上
に反応機構を有するように、全体配置が反転されてもよい。
【００５２】
　図２６Ａ～２６Ｂは、直接キャリアを搬送システムから積載ポート／ツール接合部分に
下げる／上げる、その他の実施例を示す。図２６Ａ～２６Ｂに示される例示的な実施形態
では、キャリアは、キャリアと一体化する反応プラテンを有してもよい。その他の実施形
態では、前述されたように、プラテンは、キャリアから着脱可能であってもよく、例えば
、キャリアが取り外される際にコンベヤ上に残留する／コンベヤに連結されたままであっ
てもよい。このような場合では、搬送システム内のそれぞれのプラテンは、ＦＡＢ内のキ
ャリアと実質的に１：１の関係で対応する。
【００５３】
　図２７は、別の例示的な実施形態による、コンベヤ運搬車複合型構成を有するキャリア
４２００を図示する。ペイロード（半導体基板を含むキャリア等）の輸送を自動化するた
めに、キャリア運搬車４２００が提供されてもよい。運搬車は、自己推進のための蓄積エ
ネルギー、操舵システム、少なくとも１つのモータエンジン付き駆動車輪、走行距離計測
および障害物検出のためのセンサ、ならびに関連する制御電子機器を備えてもよい。さら
に、運搬車は、コンベヤシステム５００（図２０も参照）と類似する、コンベヤ４５００
の静止リニアモータのフォーサーセグメントと連動することができる反応要素（前述され
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た磁気プラテンと類似する）を１つ以上装備してもよい。
【００５４】
　例示的な実施形態では、１つ以上のフォーサーセグメントによって画定される通路（通
路５００Ｍ、５００Ｊと類似する）に沿って運搬車４２００が進行する場合、駆動モータ
が駆動車輪から切断され、運搬車は、コンベヤ４５００内の反応要素を有する電磁石連結
具によって通路に沿って受動的に促されてもよい。運搬車内の蓄積エネルギーデバイス（
例えばバッテリ、超蓄電器、フライホイール等）の充電が必要な場合、リニアモータから
のエネルギーを運搬車蓄電に変換するために、軌道に沿ったトラクションホイールの運動
が使用されてもよい。電気エネルギー蓄電の場合、これは、適したモニタリングおよび調
節電子機器を有するジェネレータとして使用される運搬車駆動モータを再接続することに
よって達成されてもよい。このような「オンザフライ」充電は、容易化および耐久性の利
点を有し、該配置は、大幅な柔軟性および耐障害性をもたらす。例えば、運搬車４２００
は、自発的に機能していないコンベヤセグメント、障害物の周囲、またはコンベヤが使用
できない作業エリア間を通り過ぎて進むことが可能であってもよい（図２７Ａ、２８Ｂ参
照）。コンベヤのフォーサーセグメントの数および長さは、インターベイ搬送機のための
コンベヤ等の動作計画に合わせて調整してもよく、例えば、ベイと運搬車の自立運動を使
用してもよい。柔軟にルートを選択するために、自立操舵が使用されてもよい。湾曲した
フォーサーセグメントを除去するために、自立コーナリングを使用することができる。コ
ンベヤの走行に沿って高速進行が作動してもよく、所望により、安全障壁によって操作者
から隔てられてもよい。コンベヤセクションは、隣接ＦＡＢへのリンク等の長距離走行の
ために使用されてもよい。コンベヤは、グレード変更に使用され、専用の蓄積エネルギー
を使用して、運搬車が直面する問題を軽減してもよい。
【００５５】
　図２８は、一体化されたキャリアおよび搬送運搬車の別の実施例を示す。運搬車がＦＡ
Ｂ内で搬送部品キャリアに送り出される従来の運搬車系の半導体自動化と比較し、例示的
な実施形態では、それぞれのキャリア５２００が運搬車である。例示的な実施形態では、
一体化キャリア／運搬車５２００は、前述された運搬車４２００と類似してもよい。別の
実施形態では、キャリア運搬車は、所望の運搬車機構を有してもよい。例示的な実施形態
では、運搬車５２００は、一体キャリア５２０２と運搬車５２０４の一体化部分を含んで
もよい。キャリア５２０２は、例示目的のために、前面／側面開口型として図２８に示さ
れる。別の実施形態では、キャリアは、上面開口型であってもよく、またはいずれかの他
の適した部品移送開口部を有してもよい。運搬車は、部品が移送される積載ポートに直接
進んでもよく、または別のツール緩衝装置等の別の自動化構成要素と嵌合してもよい。キ
ャリア５２０２および運搬車５２０４をほぼ永久的に固定することによって、ロット移送
が望ましい場合に、遊離運搬車が送り出されるのを待つ時間ならびに関連する配送時間差
異が削除される。さらに、キャリア運搬車５２００は、「空の車」の移動をなくし、した
がって搬送ネットワーク上の総交通量を低減し、システム容量を向上することができる。
別の実施形態では、キャリアおよび運搬車は、運搬車からキャリアを分離するための連結
を有してもよい。システム内の運搬車は、運搬車を待つキャリア搬送における遅延を削除
するために、１：１の関係でキャリアに割り当てられてもよいが、限定事象（例えば運搬
車または部品キャリアセクションのいずれかの修理／メンテナンス）において分離できる
ようにするために、適したコントローラのシステム知識を使用してもよい。それ以外では
、キャリアおよび運搬車は、搬送中またはＦＡＢのツール積載ステーションもしくは他の
自動化構成要素と嵌合する際、一体型ユニットのままである。
【００５６】
　図２９Ｃは、別の例示的な実施形態による、コンベヤシステム５００（またはいずれか
の他の所望のキャリア搬送システム）とツールステーション１０００との間を接合しても
よい、水平に配列された緩衝システム６０００の平面図を示す。緩衝システムは、ツール
ステーションの下方またはその一部、もしくはツールステーションの上方に位置してもよ
い。緩衝システムは、操作者の進入路から離れて（すなわち下方または上方）置かれても
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よい。図３０は、緩衝システムの正面図である。図２９Ｃ～３０は、例示目的のためにコ
ンベヤ５００の片側に位置する緩衝システムを示す。緩衝システムは、ＦＡＢフロアを所
望する大きさの部分だけ披覆するために、延在してもよい。示される例示的な実施形態で
は、操作者の通路は、緩衝システムの上方に持ち上げられてもよい。同様に、緩衝システ
ムは、ＦＡＢのオーバーヘッド内のどこに延在してもよい。図２９Ｃ～３０に見られるよ
うに、例示的な実施形態では、緩衝システム６０００は、少なくとも３次元移動が可能な
シャトルシステム６１００（適したキャリアリフトまたはインデクサを有してもよい）お
よび緩衝ステーションＳＴのアレイを含んでもよい。一般的に、シャトルシステムは、誘
導システム上で少なくとも２次元移動が可能な１つ以上のシャトル６１０４に対する誘導
システム６１０２（例えばレール）を含んでもよい。図２９Ｃ～３０に図示されるシャト
ルシステムの配置は、例示に過ぎず、別の実施形態では、シャトルシステムは、いかなる
他の所望の配置を有してもよい。例示的な実施形態では、シャトルシステムは、コンベヤ
５００と、緩衝ステーションＳＴと、ツール積載ステーションＬＰとの間を往復または接
合する（図２９Ｃ参照）。シャトル６１０２は、水平に配置されたコンベヤ５００（例え
ばコンベヤのセグメント６００間のアクセスレーン６０２を介して）とツールステーショ
ン上の緩衝ストレージＳＴまたは積載位置ＬＰとの間を縦走してキャリア２００を往復さ
せることができる。図３０に最もよく見られるように、例示的な実施形態では、シャトル
６１０４は、キャリアを掴む／コンベヤ６００上に置くためのインデクサ６１０６、また
は緩衝ステーションＳＴもしくはツール積載ポートＬＰを含んでもよい。緩衝システムは
、モジュラー形態で構成され、システムが容易に拡張または縮小できるようにしてもよい
。例えば、それぞれのモジュールは、対応するストレージ位置ＳＴおよびシャトルレール
、ならびに緩衝システムのその他の取り付けられたモジュールを接合するための連結接合
部を有してもよい。別の実施形態では、システムは、緩衝ステーションモジュール（一体
緩衝ステーションを１つ以上有する）およびシャトルレールにモジュラーを取り付けられ
るようにするシャトルレールモジュールを有してもよい。図２９Ｃに見られるように、コ
ンベヤ５００のアクセスレーン６０Ｌは、シャトルインデクサがコンベヤレーンを通って
キャリアにアクセスできるようにするシャトル進入路を有してもよい。図３１は、コンベ
ヤ５００の合流／分化レーンに通じる緩衝システム６０００の断面を示す。例示的な実施
形態では、緩衝システムのシャトル６１０４は、コンベヤのアクセスレーンに向けられた
キャリアにアクセスしてもよい。停止（または図２９Ｃに示されるレーン６０２と類似す
る進入路の不足）は、シャトルがコンベヤの進行レーンにアクセスする、または干渉する
のを制限してもよい。図３２は、緩衝ステーションの複数の列を示す、さらに別の断面で
ある。緩衝システムは、いかなる所望の列数の所望の数の緩衝ステーションを有してもよ
い。シャトルの縦走（図３２に矢印Ｙで示される方向への）は、所望により、縦走ガイド
６１０８７のモジュラー交換によって調節されてもよい。その他の別の実施形態では、緩
衝ステーションは、複数の水平な平面または階層（すなわち、垂直方向に分離された２つ
以上の階層（キャリアの高さが階層間を通過することができる））で配列されてもよい。
低減容量キャリアとともに多層緩衝が使用されてもよい。図３３は、誘導された運搬車キ
ャリアＶとの接合部分を有する緩衝システムの別の平面図を示す。図３４は、他の点では
前述されたツール下緩衝システム６０００と類似する、オーバーヘッド緩衝システム７０
００の正面図を示す。オーバーヘッド緩衝システム７０００は、ツール下緩衝システム（
システム６０００と類似する）とともに使用されてもよい。オーバーヘッドコンベヤ５０
０と接合するオーバーヘッド緩衝システムが示される。別の実施形態では、オーバーヘッ
ドシステムは、フロアコンベヤシステムまたはフロアを基部とする運搬車と接合してもよ
い。ペイロードの少ないシャトルが水平に縦走するのを防ぐために、適した制御連結（例
えば硬い）が提供され、通路の垂直隙間に作用してもよい。吊るされた積載物が通路空間
を横切ることを防ぐために、通路上の上部シールドが使用されてもよい。
【００５７】
　図３５は、環状緩衝システム８０００を示す。システムの緩衝ステーションＳＴは、可
動式であってもよく、キャリアがツール接合部分の緩衝ステーションＳＴおよび積載ステ
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ーションＬＰに積載され得る（例えばオーバーヘッド積載で）積載位置Ｒ間の緩衝ステー
ションＳＴを動かすトラック８１００（例示的な実施形態では、閉じた環状として示され
る）上に搭載されてもよい。ツール接合部分は、キャリアをツールステーションに積載す
るためのインデクサを有してもよい。
【００５８】
　ここで、図３６Ａ～３６Ｃを参照すると、さらに別の例示的な実施形態による、基板キ
ャリア２０００の斜視図、側面図、および底面図がそれぞれ示されている。キャリア２０
００は、代表的なキャリアであり、例示的構成を有するように示される。示される実施形
態におけるキャリア２０００は、例示目的のために、底面開口型キャリアとして図示され
るが、別の実施形態では、キャリアは、上面開口型、または側面開口型等のいかなる他の
所望の構成を有してもよい。図３６Ａ～３６Ｃに示される例示的な実施形態におけるキャ
リア２０００は、図１～３に示されるキャリア２００、２００'、３００と概して類似し
てもよく、類似する機構には、類似番号が付けられる。したがってキャリア２０００は、
開口部２００４（例示目的のために、１つの開口部のみが図３６Ａ～３６Ｃに示される）
を１つ以上有するシェルまたはケーシング２０１２を有し、該開口部を通してウェハがキ
ャリアに／キャリアから搬送されてもよい。キャリアのシェルは、個々の開口部２００４
を閉締する開口部の閉締ドアを形成してもよい移動可能な壁またはセクション２０１６を
有してもよい。前述されたように、示される例示的な実施形態では、シェル２０１２は、
開口部２００４を開口および閉締するために移動可能である底面壁２０１６を有してもよ
い。別の実施形態では、キャリアのシェルのいずれかの他のセクションまたは壁は、キャ
リアの内および外へのウェハの搬送を可能にするために、移動可能であってもよい。移動
可能なセクション２０１６は、示され、前述されたものと同様な方法で、残りのケーシン
グ２０１４に封止されてもよく、ケーシングは、例えば、不活性ガス、周囲雰囲気と異な
る圧力または真空の高清浄度の空気等の隔離された雰囲気を保持可能であってもよい。シ
ェル２０１４および移動可能な壁２０１６は、前述された壁２１６およびシェル２１４と
類似する受動的な構造体であってもよく、例えば磁気またはいかなる他の所望の受動的な
固定具で互いに固定されてもよい。例示的な実施形態では、壁２０１６は、磁気要素２０
１６Ｃ（例えば鉄鋼材）を含んでもよく、シェル２０１４は、壁およびシェルを固定なら
びに解放するために作動される磁気スイッチ２０１４Ｓを有してもよい。壁内の磁気要素
およびシェル内の動作可能な磁石２０１４Ｓは、キャリアドア（壁またはシェルのいずれ
か、図３６Ａ、３６Ｃ参照）をポートドアに固定し、キャリアドアをキャリアの他の部分
から固定解除するように、ポートドア接合部分（以下にさらに記載されるような）内の磁
気固定具と連動できるように構成されてもよい。別の実施形態では、壁とシェルとの間の
磁気固定具は、いかなる他の所望の構成を有してもよい。受動的な金属キャリア２０００
およびキャリアドア２０１６、２０１４は、真空に適合する清潔かつ洗浄可能なキャリア
を提供する。
【００５９】
　図３６Ａ～３６Ｃに示される例示的な実施形態では、キャリア２０００は、複数のウェ
ハを運搬するための構成で図示される。別の実施形態では、キャリアは、一体ウェハ緩衝
装置を有するまたは有さないシングルウェハ、もしくはいかなる所望の数のウェハを運搬
するための所望の寸法であってもよい。前述された例示的な実施形態のキャリア２００、
２００'、３００と同様に、キャリア２０００は、従来の１３～２５ウェハキャリアと比
較し、低減または小さなロットサイズのキャリアであってもよい。図３６Ａ～３６Ｂに最
もよく見られるように、キャリアのシェルは、搬送システム接合部分セクション２０６０
を有してもよい。キャリア２０００の搬送システム接合部分セクション２０６０は、図２
０～３０に示されるものと類似するコンベヤシステム等のいかなる所望の搬送システムと
接合するように配置されてもよい。例えば、キャリアは、キャリアケーシングに配置また
は接続され、キャリアをコンベヤに沿って推進するために、コンベヤシステムの搬送機の
リニアまたは平面モータのフォーサーセクションと連動することができる、鉄鋼磁性体パ
ッドまたは部材等の反応要素を含んでもよい。キャリアケーシングに接続されるリニアま
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たは平面モータの反応要素の適した構成の一例は、前述のように本明細書に組み込まれる
２００３年１０月３０日に出願された米国特許出願第１０／６９７，５２８号に記載され
る。また、図３６Ａ～３６Ｃに示される例示的な実施形態では、キャリアの接合部分セク
ション２０６０は、キャリアが搬送システム上を移動するおよび／またはそこに静止して
いる場合に、キャリアを搬送システムから支持するために、搬送システムと接合してもよ
い、キャリア支持体部材または表面２０６２を有してもよい。支持表面は、非接触型また
は接触型支持表面であってもよく、キャリアを搬送システムから安定して支持するために
、側面（例えば表面２０６２Ｓ）または底面（例えば表面２０６２Ｂ）上に、もしくはこ
れらと対向して配置されてもよく、あるいはいずれかの他の所望の位置または対向位置に
配置されてもよい。非接触型支持表面は、例えば、実質的に平坦なエリア、表面、または
パッドであってもよく、ケーシングに接続またはその上に配置され、いかなる適した手段
で形成され、安定してキャリアを保持できるように（空気ベアリング単独または搬送シス
テムモータによって付与される起動力（例えば磁力）との組み合わせのいずれかに基づい
て）、搬送システムの空気ベアリング（図示せず）と相互作用することができる。別の実
施形態では、キャリアケーシングは、浮いている（例えば非接触）が、安定してキャリア
を搬送システム構造体から支持するために、空気（またはいずれかの他の所望のガス）を
（受動的な）搬送システム構造体に向ける（能動的な）空気ベアリングを１つ以上有して
もよい。本実施形態では、キャリアの空気ベアリングに送り込むための空気／ガスの適し
た供給源（例えばファンまたはガスポンプ）がキャリアに接続されてもよい。その他の別
の実施形態では、キャリアケーシングおよび搬送システムは、能動的な空気ベアリング面
および受動的な空気ベアリング面の両方（例えば搬送システム内の持ち上げ空気ベアリン
グおよびキャリア内の水平誘導空気ベアリング）を有してもよい。キャリア２０００は、
その他のハンドリング部材、例えば図３６Ｂに示されるようなハンドリングフランジ２０
６８等のフランジまたは表面を有してもよい。
【００６０】
　例示的な実施形態では、キャリア２０００は、キャリアを処理ツールの積載セクション
（例えば積載ポート）と接合可能にするツール接合部分セクション２０７０を有してもよ
い。処理ツールは、いかなる種類のものであってもよい。例示的な実施形態では、接合部
分２０７０は、キャリアの底面上に位置してもよい。別の実施形態では、キャリアは、キ
ャリアのいずれかの他の所望の側面上にツール接合部分を有してもよい。さらに他の別の
実施形態では、キャリアは、キャリアを異なる構成でツールと接合できるようにする、複
数のツール接合部分（例えば底面および側面）を有してもよい。例示的な実施形態におけ
るキャリア２０００のツール接合部分セクション２０７０は、図３６Ｃに最もよく見られ
る。図３６Ｃに示されるツール接合部分セクション２０７０の構成は、例示に過ぎず、別
の実施形態では、キャリアは、いかなる他の所望の構成を有するツール接合セクションを
有してもよい。例示的な実施形態では、接合部分セクション２０７０は、機構を有し、キ
ャリアの適切なＳＥＭＩ標準（ＳＥＭＩ　Ｅ．４７．１およびＥ５７、ならびにいずれか
の他の適切なＳＥＭＩまたは他の標準）と概して適合してもよく、これらすべての標準は
、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる。したがって、例示的な実施形
態では、キャリアの接合部分セクション２０７０は、従来の積載ポート接合部分に位置す
る一次および／または二次ＫＣピン（図示せず）を受け入れるために、ＳＥＭＩ標準Ｅ．
４７．１およびＥ５７に準拠して配置される運動学的連結（ＫＣ）受け器を含んでもよい
。また、キャリアの接合部分２０７０は、キャリアのＳＥＭＩ標準に準拠するインフォメ
ーションパッドを１つ以上有するセクションを有してもよい。別の実施形態では、キャリ
ア接合セクションには、１つ以上のＳＥＭＩ指定の機構が提供されなくてもよい（例えば
、接合セクションには、運動学的連結機構が提供されなくてもよい）が、それにもかかわ
らず、該機構に対応する予備エリアをケーシングの側面接合部分上に有してもよい。した
がって、例示的な実施形態では、キャリアの接合部分セクション２０７０は、従来の処理
ツールの従来の積載接合部分にキャリア２０００を接合可能であってもよい。理解され得
るように、および前述された実施形態に関して記載されるように、キャリアをプロセス環
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境に連結する積載ポートにキャリアを結合するため（または例えば処理装置内の真空を維
持するため）に、キャリア内部が処理環境に対して実質的に封止され、キャリア上の汚れ
た表面と称される場合がある表面が、処理環境から実質的に隔離され、切り離されるよう
に、キャリアを結合することが望ましい。理解され得るように、キャリア／積載ポートは
、前述されたように、キャリアを封止するために接合部分と接触し、キャリアと積載ポー
トとの間の運動学的連結具は、キャリアと積載ポートとの間に過剰な拘束条件を生じても
よい。過剰な拘束を緩和するために、キャリアと積載ポートとの間の運動学的連結具がコ
ンプライアンスを有し、積載ポート接合部分にキャリアを繰り返し位置付け可能であって
もよい。連結コンプライアンスは、積載ポート接合部分からの先行荷重によって起動され
てもよい。ここで、図３６Ｅを参照すると、例示的な実施形態による、コンプライアント
運動学的連結具２０７２の代表的な接合部分２２７２の概略断面図が示されている。一般
的に連結接合部分２０７２には、ピン２２７４および溝またはデテント２２７６が配置さ
れてもよく、キャリア上の過剰な拘束をいかなる所望の自由度（例えばキャリアの傾斜、
転がり、揺れ）に緩和するために、１つ以上の所望の方向（矢印Ｘ、Ｚで示されるような
）におけるコンプライアンスまたは柔軟性が提供されてもよい。一例として、連結ピン２
２７４は、コンプライアンスを有してもよい（バネ荷重、例えば屈曲して搭載された概し
て球体のピン、弾性的な可撓性材料等から作製されたピンによって等）。また、連結溝２
２７６も整合性を有してもよい（屈曲して搭載する、弾性的な可撓性材料内に溝を形成す
ることによって、先行荷重下で圧縮される場合に溝表面が屈曲するようにする等）。
【００６１】
　さらに、例示的な実施形態では、キャリアの接合部分セクション２０７０は、キャリア
と処理ツールの積載接合部分との非接触型連結接合を可能にするために、以下でより詳細
に記載されるように、さらに構成されてもよい。
【００６２】
　理解され得るように、キャリア２０００等のウェハキャリアは、通常、処理するための
プロセスツールに関連して置かれてもよい。ウェハをツールに自動で搬送するために、ウ
ェハキャリアとツールの積載ポートとを近接して配置することが望ましい。従来の位置付
け方法は、通常、キャリアの底面と接触する、従来の機械的連結具を使用することができ
る。例えば、これらの従来の機械的連結は、全位置ズレを補正し、ウェハキャリアを位置
合わせした位置に誘導することを助長するリードインまたはカムを提供する。あいにく、
この機構は、積載ポートの結合ピンと滑り接触するために、キャリアのリードイン表面に
依存し、その結果、摩耗する、および汚染物質を生成する可能性が生じる。従来の機械的
連結具の使用における第２の問題は、正常に機能するために、従来の結合の捕捉範囲内に
おいてキャリアをまばらに置くことが望まれるということである。キャリア搬送システム
は、搬送システムの複雑性および／または適切な配置にかかる時間（例えば再試行）のい
ずれかを負荷する原因となる。したがって、キャリア搬送システムは、従来の機械的連結
具の捕捉範囲内、または従来の用途では、摩耗を防ぐための名目上位置合わせした位置に
キャリアを配置するために、十分繰り返し可能に設計されるべきである。必然的に、キャ
リア搬送システムは、多数のサイクルにわたり繰り返し性を達成できず、結果的に粒子を
生成する滑り接触が生じる。キャリア２０００の接合部分は、ウェハキャリアのプロセス
ツールへの位置付けにおいて同一の繰り返し性を提供し得るが、非接触（例えば磁気）連
結を使用する。この機能は、配置許容を緩和し、結果としてキャリアの積載／積卸ステッ
プの速度を向上するリードイン機構を搬送システムが完全に認識できるようにする。第２
に、配置誤差を補正するためのすべての運動は、清浄度のために関連するいかなる滑り運
動をも除去し、キャリアと積載ポートとの間の物理的接触なく実行されてもよい。
【００６３】
　図３６Ｃに見られるように、例示的な実施形態では、キャリアの接合部分セクション２
０７０は、非接触型接合でキャリアと積載ポートを連結するための非接触型連結具２０７
１を有してもよい。非接触型連結具２０７１は、通常、非接触型支持体またはリフトエリ
ア２０７２、および非接触型連結セクション２０７４を含んでもよい。例示的な実施形態
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では、リフトエリア２０７２は、積載ポートの空気ベアリング（以下に記載される）と連
動し、積載ポート内の空気ベアリングによって制御され、安定してキャリアを上げられる
ように配置される、実質的に平坦かつ滑らかな表面であってもよい。例示的な実施形態で
は、キャリアリフトエリアは、受動的であるが、別の実施形態では、キャリアは、キャリ
アを持ち上げるために、１つ以上の能動的空気／ガスベアリングを有してもよい。再び図
３６Ｃを参照すると、例示的な実施形態では、リフトエリア２０７２は、互いに類似し、
積載ポートの空気ベアリングからキャリアを持ち上げる動作が実質的にリフトエリアセク
ションに作用する空気ベアリングからの圧力によって行われ、結果として生じる持ち上げ
がキャリアの重心（ＣＧ）と実質的に一致するように、キャリアケーシングの接合（例え
ば底面）側面に分散する３つのセクションを有してもよい。図３６Ｃに示されるリフトエ
リアセクション２０７２の形状および数は、例示に過ぎず、別の実施形態では、リフトエ
リアは、いかなる所望の形状および数を有してもよい。例えば、リフトエリアは、単一の
連続するもの（またはキャリアの接合部分の周囲の周りに延在する実質的に途切れのない
セクション）であってもよい。例示的な実施形態では、リフトエリアは、ＳＥＭＩ準拠接
合機構（例えば運動学的連結受け器、インフォパッド等）を妨げないように、キャリアの
接合部分２０７０上に置かれる。リフトエリア２０７２は、接合の拘束内で可能な限りＣ
Ｇから離れて置かれてもよく、所望の圧力分布を生成し、キャリアと積載ポートとの間の
所望の大きさの並進運動上の（すなわちｘ－ｙ平面）位置ズレに適合するために所望の寸
法であってもよい。例示的な実施形態では、リフトエリア２０７２は、単一軸（図３６Ｃ
で軸Ｘで示される、例えば２軸間基準軸）に対して対象に配置されるが、キャリア接合部
分のいずれの他の軸に対しては対象ではない。したがって、キャリアの接合部分２０７０
は、ツール積載接合部分との非接触型接合部分が１つの適切な配向でのみ達成されるよう
に、分裂される。不正な配向でキャリアを配置すると、結果としてキャリアリフトの不安
定が生じ、これは、キャリアを配置する搬送システムの適したセンサ、またはキャリア自
身もしくは積載ポートによって検出され、不正な配置を呈するために信号が送信されても
よい。また、積載ポートへのキャリアの適切な位置合わせを助長するために、リフトエリ
ア２０７２は、所望の傾斜またはバイアスを有してもよい。別の実施形態では、キャリア
と積載ポートとの間に位置合わせするために空気ベアリングが作用する際、可変の強度お
よび可変の方向の所望の水平合力をキャリアに生成するために、リフトエリアは、機械、
電気、圧電、熱、またはいずれかの他の適した手段等によって移動可能または傾斜変更可
能であってもよい。
【００６４】
　さらに図３６Ｃを参照すると、例示的な実施形態では、非接触型連結セクション０７４
は、１つ以上の永久磁石２０７４Ａ～２０７４Ｃ（例示目的のために、３つの磁石２０７
４Ａ～２０７４Ｃが示されるが、別の実施形態では、より多くまたはより少ない磁石が提
供されてもよい）を有してもよい。連結磁石２０７４Ａ～２０７４Ｃは、搬送システムの
リニア／平面モータの反応セクションの一部であってもよく、モータ反応セクションから
独立してもよい。連結磁石２０７４Ａ～２０７４Ｃは、キャリアと積載ポートとの間の所
望の位置ズレのため、積載ポートの連結磁石（以下に記載される）を披覆するのに十分な
寸法であってもよい。示される例示的な実施形態では、連結磁石２０７４Ａ～２０７４Ｃ
は、単一軸（図３６Ｃの軸Ｘ等）に対して対象に配置されてもよいが、キャリアの接合部
分のすべての他の軸に対しては非対称である。したがって、キャリアの非接触型連結セク
ションは、積載ポートに対してキャリアが所望の配向では無い場合に、キャリアが積載ポ
ートに連結するのを防ぐために、分離される。つまり、キャリアの非接触型連結具は、正
しい配向のために、それでもなお積載ポートに「鍵かけ（ｋｅｙｅｄ）」されてもよく、
すべての他の配向は、連結具によって嵌合されず、したがって積載を試みない。積載ポー
ト上にキャリアが不正に置かれ、適切に連結できない場合に、それを検出し、搬送システ
ムに移動させるのに適した信号を送信し、可能な場合、キャリアを適切な配向に置き直す
ために、積載ポートまたはキャリアに適したセンサが提供されてもよい。別の実施形態で
は、非接触型連結セクション、および／またはリフトエリアは、キャリアの接合部分の複
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数の軸に対して対称に配置されてもよい。
【００６５】
　ここで、図３６Ｄを参照すると、別の例示的な実施形態による、キャリア２０００'の
底面図が示されており、キャリア２０００'は、前述されたキャリア２０００とほぼ類似
し、類似機構には、類似番号が付けられている。キャリア２０００'は、図３６Ａ～３６
Ｃを参照して前述された非接触型連結具２０７１と概して類似する非接触型連結具２０７
１'を有するキャリアの接合部分セクション２０７０'を有してもよい。図３６Ｄに示され
る例示的な実施形態では、非接触型連結セクション２０７４'は、永久磁石の代わりに、
鉄鋼磁性体セクション２０７４Ａ'、２０７４Ｂ'、２０７４Ｃ'（キャリア内の搬送シス
テムのモータ反応構成要素の一部であっても、それから独立していてもよい）を有しても
よい。鉄鋼材セクション２０７４Ａ'、２０７４Ｂ'、２０７４Ｃ'は、長方形、丸い円筒
形、または球体等のいかなる所望の形状であってもよい。２０７４Ａ'～２０７４Ｃ'のそ
れぞれは、互いに類似してもよいが、別の実施形態では、所望の磁気連結具を画定する異
なる共有セクションおよび方向特性がそれぞれのセクションで使用されてもよい。セクシ
ョンは、積載ポート連結点の磁場内に収まり、キャリアが最初に積載ポート上に置かれる
際のキャリアと積載ポートとの間の所望の初期位置ズレに適合するために、十分な寸法で
あってもよい。連結セクション２０７４Ａ'、２０７４Ｂ'、２０７４Ｃ'は、キャリア上
の磁力がキャリアを積載ポートに対して位置合わせした位置に偏らせるような大きさで、
キャリアの接合部分上に配置されてもよい。図３６Ｄに見られるように、例示的な実施形
態では、連結セクション２０７４Ａ'、２０７４Ｂ'、２０７４Ｃ'は、対称な単一軸（軸
Ｘ）を画定するためにキャリアの接合部分上に分布し、したがってキャリアの非接触型連
結２０７１'を鍵かけし、１つの配向においてのみ積載ポートへの連結を可能にしてもよ
い。別の実施形態では、連結セクションは、いずれかの他の所望の配置を有してもよい。
【００６６】
　ここで、図３７Ａ～Ｄを参照すると、別の例示的な実施形態による、ツール積載ステー
ションまたは積載ポート２３００の斜視図、端部断面図、側面断面図、および上平面図が
それぞれ示されている。示される例示的な実施形態では、積載ポートは、ウェハと接合し
、前述されたキャリア２０００、２００、２００'、３００と類似する底面開口型キャリ
アからそれを積載する、およびそこへ積載するための構成を有してもよい。別の実施形態
では、積載ポートは、いかなる他の所望の構成を有してもよい。積載ポート２３００は、
ＳＥＭＩ標準を例とし、適した搭載接合部分を有してもよい。ＢＯＬＴＳ接合部分を備え
、積載ポートがいかなる所望の処理ツールまたは作業ステーションと結合できるようにす
る。例えば、積載ポートは、処理ツールのＥＦＥＭ等（より詳細に記載される）の制御雰
囲気セクションに搭載／結合されてもよく、または処理ツール（図１４に示される方法と
類似した方法で）の雰囲気から隔離されたチャンバ（例えば真空移送チャンバ）または処
理ツールの雰囲気に解放されたチャンバに結合されてもよい。本例示的な実施形態におけ
る積載ポートは、前述された積載ポートと類似する。積載ポート２３００は、通常、キャ
リア積載接合部分２３０２、および積載空洞またはチャンバ２３０４（ウェハが個別にま
たはカセットでキャリアから受け取られる、またはキャリアに戻される）を有してもよい
。チャンバ２３０４は、隔離された雰囲気または制御（高清浄度）空気雰囲気を保持可能
であってもよい（したがって積載ポートが処理ツールのロードロックとして機能できるよ
うにする）。キャリア積載接合部分２３０２は、従来の積載ポートとは異なり、積載ポー
トに接合する際、キャリア配置領域内に実質的に突起がない、キャリアを支持する積載面
２３０２Ｌを有してもよい。図３７Ａに見られるように、積載面は、キャリアと積載ポー
トとの間の相互位置ズレの場合にキャリア移動を抑制するために、キャリア配置領域の外
側にバンパーまたはスナバを有してもよい。積載ポートの積載接合部分２３０２は、積載
開口部（またはポート２３０８）（積載チャンバ２３０４に通じる）、および前述された
積載ポートと類似するポートを閉締するポートドアを有してもよい。例示的な実施形態で
は、ポートドア２３１０は、実質的に平坦であり、積載接合部分の積載面と水平であって
もよい。ポートドア２３１０は、図４Ａ～４Ｂに示されるものと類似する封止配置におい
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てポート縁で封止されてもよい。理解され得るように、積載ポートの積載ポート接合部分
２３０２に接合および連結される場合、キャリアケーシングおよびキャリアドアは、積載
ポート縁２３０８Ｒおよびポートドア２３１０のそれぞれで、「ゼロ容量パージ」封止と
称される場合があり、図４Ａ～４Ｂに示されるものと類似する配置を有する封止で封止さ
れる。別の実施形態では、ポート縁と、ポートドアと、キャリアケーシングと、キャリア
ドアとの間の封止は、いかなる他の所望の構成を有してもよい。例示的な実施形態では、
ポートドア２３１０は、受動的な磁気連結具またはラッチを用いて、前述されたものとも
同様な方法で、ポートに連結されてもよい。例示的な実施形態では、ポートドアとポート
との間の磁気連結／ラッチ要素は、ポートドアとポートとの間のラッチの作動と同時に、
キャリアドアとケーシングとの間の受動的な磁気ラッチを作動するように置かれ、構成さ
れてもよい。したがって、例えば、ポートからポートドアを固定解除すると、キャリアか
らキャリアドアが固定解除され、キャリアドアとキャリアを固定するポートドアが固定さ
れる。例示的な実施形態では、積載ポートは、図８～１４に示されるものと類似する、イ
ンデクサ２３０６およびパージ／通気システム２３１４を含んでもよい。
【００６７】
　また、図３７Ｄを参照すると、例示的な実施形態の積載ポートのキャリア積載接合部分
は、例えばキャリア２０００を積載ポート２３００に接合および連結するために、キャリ
ア２０００の非接触型接合部分セクション２０７１と連動してもよい、実質的に非接触型
接合部分セクション２３７１を有してもよい。図３７１０に示されるように、例示的な実
施形態では、接合部分セクション２３７１は、１つ以上の空気ベアリング２３７２および
非接触型連結セクション２３７４を有してもよい。積載ポートの空気ベアリング２３７２
は、いかなる適した種類および構成であってもよく、例えば「鍵かけ」配置内に置かれ、
通常、キャリアの接合部分上のリフティングエリア２０７２の配置に対応してもよい。し
たがって、空気ベアリング２３７２は、積載ポートに連結される際のキャリア２０００の
配置を定める参照基準Ｘに対して対象に配置されてもよい。適した空気／ガスの供給源（
図示せず）が空気ベアリングに供給を行う。空気ベアリングへの所望のガスの流れを維持
するために、適した調整器（図示せず）を使用してもよい。所望により、空気ベアリング
へのガス供給元および調整器が置かれてもよい。例えば、積載ポートの積載チャンバ２３
０４の外部または内部だが、チャンバの内部雰囲気から隔離されてもよい、例えば空気ベ
アリング２３７２（図３７Ｃ参照）へのガス供給源２３７２Ｓは、ベローズまたは他の可
撓性の封止されたスリーブ内からガス供給源を積載チャンバから隔離する空気ベアリング
に延在してもよい。さらなる実施例として、空気ベアリングへのガス供給源は、図１４に
示されるパージおよび通気ラインと同様な方法でインデクシングデバイスを隔離するベロ
ーズ封止内に延在してもよい。例示的な実施形態では、キャリアの空気／リフトエリアは
、キャリアドア上であってもよく、したがって例示的な実施形態では、積載ポート（実質
的にリフトエリアの下方に位置する）の空気ベアリング２３７２は、ポートドア２３１０
の境界内に置かれてもよい。別の実施形態では、空気ベアリングは、ポートフレームまた
はポート縁上に置かれてもよく、空気ベアリングへのガス供給は、積載ポートの積載チャ
ンバの完全に外部に置かれてもよい。例示的な実施形態では、空気ベアリング２３７２は
、オリフィスベアリング（実質的に局限された排気を有する）であってもよく、または分
散したほぼ均一な排気を有する多孔質媒体空気ベアリングであってもよい。それぞれの空
気ベアリング２３７２からの排気流量は、圧力、質量流量、および方向（一例として、図
３７ＣのＡＢによって実質的に垂直に示される）の点から、固定されてもよい（実質的に
一定であり続けてもよい）。別の実施形態では、空気ベアリングは、可変の排気流量を有
し、積載ポートに対するキャリアの移動をオフセットするため、およびキャリアを積載ポ
ートに位置合わせすることを促進するために、例えば排気流量特性（例えば圧力、質量、
または方向）を変更できるようにしてもよい。理解され得るように、キャリア上の空気ベ
アリング２３７２およびリフトパッド２０７２は、所望の位置ズレ許容帯またはキャリア
を積載ポート上に初回配置する際の配置領域を提供するような大きさであってもよい。
【００６８】
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　ここで、図３７Ｅを参照すると、別の例示的な実施形態による積載ポート２３００'の
平面図が示されており、積載ポート２３００'は、積載ポート２３００と類似し、類似機
構には、類似番号が付けられている。本例示的な実施形態では、１つ以上の空気ベアリン
グ２３７２'は、ノズルのアレイを有してもよい。ノズルのアレイからの排気ＡＢ１～Ａ
Ｂ４は、方向付け可能な合成排気を提供するために、組み合わせられてもよい。一例とし
て、アレイのそれぞれのノズルは、その他のノズルの排気に対して排気角度を有してもよ
い。１つ以上のノズルからの排気流量は、固定されてもよく、または可変であってもよい
。アレイの空気ノズルが最大流量で動作している場合、合成排気は、第１の所望の方向（
例えば実質的に垂直）を有する。アレイの１つ以上のノズルを通る流量の停止または減少
は、合成排気方向に変化が生じ、結果として積載面における方向成分となる。別の実施形
態では、空気ベアリングのノズルは、排気の方向を制御するために可動式（例えば、傾斜
変更可能な基盤上に搭載された空気ベアリングのノズル）であってもよく、または形状変
更可能（例えば圧電材料または形状記憶材料を使用することによって）であってもよい。
理解され得るように、積載面内の空気ベアリング排気の方向成分は、積載面内の空気ベア
リングに乗っているキャリアに、排気の方向成分と対向する方向の起動力を付与し、積載
面内のキャリアの横運動を生じる。
【００６９】
　再び図３７Ａ～３７Ｄを参照すると、積載ポートの非接触型連結セクション２３７４は
、キャリアと積載ポートとの間（キャリアドア２０１６とポートドア２３１０との間、お
よび所望により、キャリアケーシングと積載ポートフレームとの間等）の磁気固定可能／
固定不可能な連結を画定するために、磁石２０７４Ａ～２０７４Ｃ（図３６Ｃ参照）また
はキャリアの磁性体セクション２０７４Ａ'～２０７４Ｃ'と連動するように置かれた磁石
セクション２３７４Ａ～２３７４Ｃを備えてもよい。また、例示的な実施形態では、キャ
リアの磁石２０７４Ａ～２０７４Ｃ、または磁性体セクション２０７４Ａ'～２０７４Ｃ'
１と連動する積載ポートの磁石セクション２３７４Ａ～２３７４Ｃは、以下に記載される
所望の位置合わせを達成するために、積載部分のキャリアの位置を調整することができる
、キャリア位置補正デバイスを形成してもよい。図に示される磁石セクション２３７４Ａ
～２３７４Ｃの配置は、例示に過ぎず、別の実施形態では、積載ポートの非接触型キャリ
ア連結セクションの磁石セクションは、いかなる所望の方法で配置／構成されてもよい。
磁石セクション２３７４Ａ～２３７４Ｃは、作動された場合に、キャリア内の磁石または
磁気セクションに所望の方向にバイアスをかける所望の磁場（キャリアと積載ポートの固
定／連結を生じるため、および／またはキャリア上に補正力を付与するため等）を生成す
る磁気スイッチとなる動作可能な磁石であってもよい。図３７Ａおよび３７Ｄに見られる
ように、例示的な実施形態では、積載ポート接合部分は、キャリア搬送システムに積載ポ
ートの位置／場所を教え、キャリアの積載ポート接合部分上への初回配置を可能にする、
非接触型位置合わせシステム２３８０を有してもよい。前述されたように、積載ポートの
配置領域には、実質的に突起がなく、例示的な実施形態では、キャリアを配置領域に初期
配置する際、キャリアと積載ポートとの間に実質的な接触がない（すなわち摩擦接触がな
い）。示される例示的な実施形態では、位置合わせシステム２３８０は、適したセンサが
像を取得することができるレジストレーションマスクのアレイまたはパターンを有しても
よい。図３７Ｄに示されるマスクのパターンは、例示に過ぎず、別の実施形態では、適し
たセンサが像を取得できる、いかなる適したマスキングパターンが使用されてもよく、す
べての所望の自由度を定める。例えば搬送システム（例えば図２６Ｂ参照）のキャリア保
持部分上に置かれてもよいセンサ（図示せず）は、パターンおよびその空間特性の画像を
取得することができる、例えばＣＣＤまたはＣＭＯＳ画像センサであってもよい。パター
ンを具象化する画像データは、キャリア搬送機に対する積載ポート配置領域の位置を判断
し、キャリア搬送機に該位置を教えるために、キャリア搬送機とパターンの位置データを
同様に登録し、関連付ける、適したプロセッサに伝達されてもよい。
【００７０】
　例示的な実施形態では、キャリア２０００は、搬送システムによって配置領域２３０２
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Ｐ内に突起のない積載面に置かれてもよい。例示的な実施形態では、配置領域は、積載ポ
ートの位置合わせ軸に対して、キャリア＋／－例えば約２０ｍｍの大きさに形成されるエ
リアであってもよい。実際の配置誤差は、いかなる値であってもよく、記載される値によ
って決まるわけではなく、キャリアを配置後に位置付けるために使用される補正メカニズ
ムに対する比率で指定されてもよい。したがって、本連結の位置合わせ繰り返し性は、実
質的に従来の連結方法と同一であると同時に、許容できるキャリア搬送機の配置誤差を増
大する。積載ポートによって一度キャリアが検知されると、空気のフィルム（空気ベアリ
ング）が起動され、キャリアを持ち上げ、キャリアと積載ポートとの間の接合部分の摩擦
をなくす。この時点では、キャリア上の力は、その質量、水平基準平面に対する重心の相
対位置、およびそれ自体の持ち上げ力である。キャリアリフトエリアは、キャリアを持ち
上げ、キャリアの積載ポートへの繰り返し可能な位置決め（角度および横軸の両方）を確
立するために、積載ポート上の空気パッドと接合する。ここで、空気のフィルム上に浮遊
するキャリアは、積載ポートと一直線に置かれてもよい。前述されたように、磁気連結具
は、キャリアを並進し、回転するために、キャリアに力を付与するために使用することが
できる。十分なストロークであり、対象位置を予測できる限り、磁気以外のいかなる方法
を使用してキャリアに力を付与してもよい。キャリアと積載ポートの連結の完了とは、２
つの対象をともに保持位置にクランプすることである。
【００７１】
　一例として、および特に図３６Ａ～３６Ｃで図示される例示的な実施形態を参照し、キ
ャリア２０００が配置領域にある場合、永久磁石２０７４Ａ～２０７４Ｃは、積載ポート
接合部分上の磁石２３７４Ａ～２３７４Ｃと重なり合う。空気ベアリングは、励起されて
もよく、積載ポートの磁気は、対向する磁極をキャリアの磁石に提示するために、電気的
または機械的手段によって作動される。接合部分に摩擦がないことによって、磁極が自然
に位置合わせするまでＸ、Ｙ、およびθＺ軸上をキャリアが自由に移動できるようにする
が、物理的接触を生成しない。本ステップ全体を通して、空気ベアリングには、キャリア
および積載ポート内の磁力によってあらかじめ荷重が加えられる。先行荷重は、キャリア
の制御の維持、および空気ベアリングの硬度の向上において有用である。例えば所定の時
間経過後、またはセンサフィードバック手段によって空気ベアリングの動作が停止し、キ
ャリアを積載ポートのポートドア上まで下げられるようにする。ここで、磁石は完全に接
触し、キャリアをポートドアに保持するためのクランプ力を提供する。
【００７２】
　図３６Ｄに示される例示的な実施形態では、キャリア２０００は、（キャリア搬送シス
テムによって）配置された後の積載ポート連結点の磁場内に収まる大きさの鉄鋼材パッド
２０７４Ａおよび２０７４Ｃ（図３６Ｄ参照）を有する。空気ベアリングが作動され、積
載ポート上の磁石が電気的または機械的手段のいずれかによって作動され、キャリアの鉄
鋼パッドに磁場を導入してもよい。接合部分に摩擦がないことにより、磁石と鉄剛パッド
との間の引力がキャリアを位置合わせした位置に並進または回転できるようになる。空気
ベアリングは、磁力によってあらかじめ荷重が加えられる。先行荷重は、キャリアの制御
の維持、および空気ベアリングの硬度の向上において有用である。例えば所定の時間経過
後、またはセンサフィードバック手段によって空気ベアリングの動作が停止し、例えばキ
ャリアを積載ポートのポートドア上まで下げられるようにする。鉄鋼パッド上の磁力は、
キャリアをポートドアに保持するためのクランプ力を提供する。
【００７３】
　さらに別の実施例によると、キャリアは、図３７Ｅに示される例示的な実施形態のもの
等、空気ベアリング面に一体化された、方向付けられた空気ノズル２３７２'（図３７Ｅ
参照）によって駆動されてもよい。該実施形態では、空気ノズル２３７２は、キャリアに
運動を付与する、横方向に印加される圧力を底面に提供してもよい。運動は、キャリア上
の磁石が積載ポートと一直線になるまで、キャリアをＸまたはＹ軸に向けるために、ノズ
ルの適切なセットにエネルギーを供給するコントローラによって制御することができる。
ノズルのアレイがプラテンに搭載され、回転／傾斜する別の実施形態では、プラテンは、
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ノズルに所望の方向を提供するためのエネルギーが供給されてもよい。ノズルは、キャリ
アの意図される運動方向と対向する方向に排気を向ける。この動きは、磁石のアライメン
トまでキャリアを並進するための横力を付与する。キャリアの実際の位置を検出し、位置
合わせした位置と比較するために、例えば磁気連結具からのフィードバックを含む、セン
サフィードバックのいくつかの形式が使用されてもよい。この情報は、どの方向にキャリ
アが並進されるべきか、および空気ノズルによってどのような力がキャリアに印加される
べきかを決定してもよい。別の実施形態では、キャリアを所望の位置に位置合わせするた
めに、ノズルおよび磁気連結具が併用して使用されてもよい。
【００７４】
　図３７Ｆは、別の例示的な実施形態による、積載ポート接合部分の平面図を示す。本実
施形態では、積載ポート２３００''は、積載ポート内に置かれる磁石２３７４''が図３７
Ｅの矢印によって示される移動方向に移動可能なＸ－Ｙステージに取り付けられているこ
とを除き、前述されたものと類似する。本実施形態では、キャリアは、積載ポートに置か
れ、空気ベアリングが作動され、キャリアの磁石は、Ｘ－Ｙステージ２３７４Ｓ''に連結
される積載ポートの磁石に引きつけられる。Ｘ－Ｙステージ２３７４Ｓ''は、例えば空気
シリンダ、ネジ山のないネジ、または電気ソレノイドであってもよく、並進した位置を報
告するためにリニアエンコードされる。連結されたキャリアの磁石および積載ポートの磁
石は、教えられた（位置合わせした）位置に戻るように駆動される。目的地に到着する際
、空気ベアリングの動作が停止され、キャリアがポートドアまで下がり、クランプされて
もよい。同様に、この方法は、使用される既存の運動学的連結アプローチに適応すること
ができ、それによってそれぞれの運動ピンがＸ－Ｙステージに連結される。本実施例では
、運動ピンの２つがＸ、Ｙ、およびθＺと位置を合わせるために駆動される。これは、非
接触を前提として動作しないが、最小摩擦でキャリアの配置許容を向上するための実行可
能な方法である。
【００７５】
　図３７Ｇは、キャリアを配置し、キャリアの連結点を積載ポートと位置合わせするため
に、キャリアがプッシャーアーム２３７４Ｍによって駆動されてもよいことを除き、類似
する積載ポート２３００Ａの別の例示的な実施形態を示す。示される例示的な実施形態で
は、積載面は、θＸおよびθＹを中心に回転可能に搭載されてもよい（矢印Ｒ、Ｐに示さ
れるように）。積載平面を傾斜してキャリアの重心を移動するために、空気ベアリングと
組み合わせた自由度を使用し、回転角方向への並進を付与することができる。この方法は
、キャリアと積載ポートの磁石を位置合わせするために適切なキャリア方向に積載平面を
理知的に動かすために、位置フィードバックを使用する。一度キャリアが位置につくと、
空気ベアリングの動作が停止され、キャリアがポートドアにクランプされてもよい。最終
的に、ドアの取り外しに適切なポートとの位置合わせを達成するために、積載平面が回転
され、元の位置に戻される。
【００７６】
　前述されたように、キャリア内の環境は、例えばウェハおよびキャリア内部に施された
前プロセスならびに環境により、様々であってもよい。したがって、積載ポートまたは積
載ステーションに連結されるキャリアは、現在のプロセスとは異なる環境をその中に有し
てもよい（例えばガス種、清浄度、または圧力）。例えば、キャリアのウェハの任意のプ
ロセスは、不活性ガスを採用してもよい。したがって、任意のツールのキャリアと積載ポ
ートとの間の接合部分は、キャリア開口中の圧力差または望ましくないガス種の導入を最
小化するために、所望により、適したガス種が投入または排出されるようにしてもよい。
別の実施例として、ツール環境が真空であり、接合部分を介してツールの積載ポートに結
合されるキャリアの空気が抜かれて低圧力となり、ウェハがキャリアから直接真空ロード
ロックに積載されるようにしてもよい。キャリアと積載ポートとの間の接合部分およびキ
ャリアとツールとの間の環境を適合できるようにする環境制御システムは、図１０～１０
Ａおよび１４に前述され、示されるものと実質的に類似してもよい。キャリア積載ポート
接合および環境適合システムの別の適した実施例は、本明細書に前述のように組み込まれ
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る２００５年８月２５日に出願された米国特許出願第１１／２１０，９１８号に記載され
る。ここで、図３８Ａを参照すると、キャリア内の環境を、異なる制御環境を有してもよ
い積載ポートに適合するためのプロセスを図示するフローチャートが示されている。図３
８Ａの例示的な実施形態では、キャリアおよび積載ポートの両方は、同一ガス種（例えば
同一種の不活性ガス）を保持してもよい。本実施形態では、キャリアと積載ポート／ツー
ルとの間の環境の平衡が達成されるまで、キャリアの圧力がプロセス圧力より高い場合は
、キャリアから例えば積載ポートチャンバ（または他の適したプレナム）への排気（接合
部分を介して）を行い、キャリアの圧力が低い場合は、積載ポートまたはその他の適した
供給元からキャリアにガスが挿入（接合部分を介して）されてもよい。図３８Ｂの例示的
な実施形態では、積載ポートが大気環境（例えば清浄度の高い空気）を有し、例えば図３
８Ａに関連して前述されたものと同様な方法で、キャリアと積載ポートとの間の平衡が確
立されてもよい。図３８Ｃは、積載ポートが真空環境を有する例示的な実施形態における
プロセスを図示する。キャリアおよび積載ポートが初期に異なるガス種を有する場合があ
る別の実施形態では、キャリアの初期環境は真空にされ、ドアが開口される前に、積載ポ
ート内のガス種等がキャリアに投入（例えば積載ポートから）されてもよい。
【００７７】
　再び図３７Ａを参照すると、前述されたように、例示的な実施形態における積載ポート
は、ポートドア２３１０（ポートを開口および閉締するために）を上げるおよび下げる、
ならびにウェハを処理するためにウェハのカセットをキャリアから積載ポートチャンバ内
の所望の高さに上げることができるインデクサ２３０６を有する。インデクサ２３０６は
、前述され、図８、９、１０～１０Ａ、１４および１８に示される、ウェハによって占有
される容量／環境から隔離されるインデクシングメカニズムを有する例示的な実施形態の
ものと類似してもよい。要約すると、インデクシングメカニズムの好適な実施例は、以下
の配置を有してもよい：
・　ベローズを有する主ネジ－このメカニズムは、積載ポートのポートプレートに取り付
けられた電気モータによって駆動される主ネジを採用する。清浄エリアに入る主ネジの一
部分は、ベローズに封入される。ベローズは、動作中に概して清浄であり、疲労なく可撓
性を維持することができる限り、金属、プラスチック、または繊維等のいかなる材料であ
ってもよい。ベローズは、汚染物質生成メカニズムとウェハが置かれる清浄エリアとの間
に障壁を提供する。ベローズの可撓性性質は、作動装置のストローク全体にわたり、本隔
離を提供する。メカニズムのフィードバックは、モータまたは主ネジ上のロータリーエン
コーダによるものであってもよく、運動の通路に沿ったリニアエンコーダからのものであ
ってもよい。（図１４参照）
・　ベローズを有する空気圧シリンダ－駆動メカニズムが、空気圧シリンダによるもので
あることを除き、前述実施形態類（１）と類似する。例えば２つの位置間を移動するため
に使用されてもよい；例えば閉締され、下げられたポッド。（図９参照）
・　空気圧シリンダ遠隔駆動部の主ネジ－駆動メカニズムがウェハ容量の外側の離れた位
置に置かれることを除き、前述実施形態と類似する（図１０参照）。積載ポートのポート
プレートは、支持構造体で駆動部に取り付けられる。駆動部は、清浄エリアに露出されて
もよいが、汚染物質は、空気流通路またはラビリンス封止によって制御される。空気流の
使用は、生成され得る汚染物質をウェハの下にし、下方に押しやり、ウェハから離れるよ
うに、駆動部をウェハの下流に置く必要がある。ラビリンスまたはその他の「非摩擦」封
止は、駆動部と清浄エリアとの間に固体障壁を提供することによって、粒子の導入をさら
に制限することができる。第２に、駆動部は、処理ツール環境全体の外側に離れて置くこ
とができる。これは、あまり清浄ではないＦＡＢ環境内の汚れている可能性のあるメカニ
ズム内に置くが、あまり清浄ではないＦＡＢからプロセスツール環境を保護するために、
ラビリンス封止を使用する。
・　ポートプレートに磁気で連結される駆動メカニズム－本実施形態は、ポートプレート
と駆動メカニズムとの間に磁気連結具を採用する（例えば図８を参照、ただし反転されて
いる）。磁気連結具は、駆動部を清浄エリアの外側に隔離できるようにする、空気ギャッ
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プにわたる非鉄鋼壁を介して動作してもよい。駆動方法は、主ネジ、空気圧シリンダ、ま
たはリニアモータ等の前述されたいずれの種類であってもよい。後者は、運動の方向を抑
制するために、空気ベアリングガイドと併用して清浄に動作できるため、清浄エリアの内
側に存在してもよい。
【００７８】
　ここで、図３９を参照すると、別の例示的な実施形態による、積載ポート２３００Ａお
よびそこに接合されるキャリア２０００Ａ、ならびにウェハ空気流管理システムの断面図
が示されている。キャリア２０００Ａおよび積載ポート２３００Ａはそれぞれ、前述され
た例示的な実施形態のキャリアおよび積載ポートに類似してもよい。図３９に示される実
施形態では、例示目的のために、ポートドアが開口され、処理のためにカセットが積載ポ
ートチャンバにインデックスされ、置かれている。キャリアが開口され、処理のためにウ
ェハが置かれる際、ウェハの周囲の空気流は、ウェハの清浄度を維持することを助長して
もよい。例えば、プロセスによっては、長時間にわたりウェハが下方位置に維持され、環
境内の粒子がウェハ表面に堆積するリスクを増大する。さらに、適切な空気流がないと、
積載ポートメカニズムによって生成されるいかなる汚染物質がウェハ表面上に堆積し得る
。示される例示的な実施形態では、プロセス環境内の空気流の少なくとも一部分が「捕獲
」され、ウェハにわたり流れるように方向を変更されてもよい。次いで空気は、ウェハ配
送平面（ＷＴＰ）の処理環境下流の背面に排気される。例示的な実施形態では、空気流パ
ターンは、ウェハ上面と平行な方向に水平に通過し、ウェハカセットの背面を出る。排気
ルーティングは、空気がカセットから出た後、垂直に引き寄せ、フロアに向けられた排気
ポートから出るように向ける。このアプローチは、解放ループまたは封止環境内で動作中
、ウェハ表面にわたり、清浄で一定の流れまたは空気を維持することができる。例えば、
積載ポートが窒素またはアルゴンのようなプロセス依存ガス種を有する環境内で動作する
場合、示されるように既存の空気流の方向を変えて主流に戻すことは、制御ガス種に使用
される閉締されたループ環境を支持する。
【００７９】
　図３９に見られるように、例示的な実施形態では、例えばウェハがアクセスされる領域
の上方に、プロセスミニ環境の垂直表面に対して供給エアフォイルが搭載される。この場
所は、ＳＥＭＩ　Ｅ６３標準にあるＦＯＵＰドアオープナーのための予約空間である。エ
アフォイルは、ミニ環境からの既存の層流の容量を捕獲し、空気ストリームを垂直方向か
ら水平方向に曲げる。例示的な実施形態では、ウェハカセットが積載ポートの外側表面の
内部に下げられる際、拡散要素は、ウェハカセットの背面に置かれる。ディフュ－ザは、
流れ特性により、例えば部分的に開く固体パネルから構成されてもよい。ディフュ－ザは
、空気がダクトの排気側に入る前に、圧力の差を提供しながらウェハ上を通過する水平空
気流の均一性を管理するように構成される。例示的な実施形態では、巡回の排気側は、ウ
ェハにわたる空気の流れが確実に安定かつ均一なものとなるように、力誘起型であっても
よい。例えば、プロセスツールのミニ環境ポートに向けられた出力口を有する排気側ダク
トの内側に搭載される軸方向ファン等。あるいは、ユニットは、ファンおよび供給エアフ
ォイルの構成なく使用されてもよく、ディフュ－ザおよび排気ダクトは、ウェハにわたる
空気流が確実に安定した均一なものになるように配置されてもよい。
【００８０】
　ここで、図４０Ａ～４０Ｄを参照すると、個々の例示的な実施形態による、例示的キャ
リアのウェハ抑制の概略断面図が示されている。図４０Ａに示される例示的な実施形態は
、ラジアルクランプウェハ抑制を図示する。クランピングは、カセットの並進側の壁によ
って提供されてもよい。メカニズムは、カセット内に存在し、積載ポートまたはポッドシ
ェルとカセットの接合部分（Ｚ軸）のいずれかによって作動され動かされる（Ｚ軸）。別
の実施形態では、ポッドシェルの内部に並進側壁があってもよい。メカニズムは、ポッド
シェルを有して備えられ、積載ポート、ポートドア（ＯＨＴのＺ軸）へのポッドシェル、
またはカセット（積載ポートのＺ軸）へのポッドのいずれかによって作動される。作動に
先端材料（すなわち形状記憶材料または磁気拘束材料等）を使用する。図４０Ｂに示され
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る例示的な実施形態は、ウェハ上面に対して実質的に垂直に向いたクランプ力を採用する
、ウェハ制御体を図示する。例示的な実施形態では、カセットと一体の垂直に並進するフ
ィンガーである。メカニズムは、カセット内に備えられる。メカニズムは、積載ポート、
ポートドア（ＯＨＴのＺ軸）へのポッド、またはカセット（積載ポートのＺ軸）へのポッ
ドのいずれかによって作動される。別の実施形態では、ポッドシェルまたはカセットと一
体の軸外並進フィンガーである。メカニズムは、カセットまたはポッドシェルのいずれか
に備えることができる。フィンガーは、ウェハに対して水平外角度で並進する（図４０Ｃ
参照）。メカニズムは、積載ポート、ポートドア（ＯＨＴのＺ軸）へのポッドシェル、ま
たはカセット（積載ポートのＺ軸）へのポッドシェルのいずれかによって作動される。別
の例示的な実施形態では、ポッドシェルまたはカセットと一体である２ＤＯＦフィンガー
である。フィンガーは回転し、次いでウェハと嵌合するために、垂直に並進する（図４０
Ｄ参照）。メカニズムは、ポートドア（ＯＨＴのＺ軸）へのポッドシェル、またはカセッ
ト（積載ポートのＺ軸）へのポッドシェルのいずれかによって作動される。別の実施形態
では、キャリア内のウェハ抑制は、いかなる他の適した構成を有してもよい。例えば、ウ
ェハは、ウェハエッジ接触が支持される、例えばウェハと線形エッジ接触を形成するカセ
ット上の支持体フィンガー間でＶ字型であってもよい。
【００８１】
　ここで、図４１～４１Ｂを参照すると、別の例示的な実施形態による、処理ツールＰＴ
および処理配置搬送システムを有する代表的な処理配置の概略斜視図、端部正面図、およ
び上平面図がそれぞれ示されている。処理ツールＰＴは、ＦＡＢの処理ベイに配列された
ツール等の例示的アレイで図示される。例示的な実施形態では、例えば搬送システム３０
００は、処理ベイのツールを提供してもよく、搬送システム３０００は、ＦＡＢ全体搬送
システムのイントラベイ部分であってもよい。例示的な実施形態では、搬送システム３０
００は、前述され、図２９Ａ～２９Ｄに示される例示的な実施形態のＡＭＨＳシステムの
セクションと概して類似してもよい。搬送システム３０００は、図４１に見られる適した
搬送接合部分を介して、ＦＡＢ　ＡＭＨＳシステムの別の（例えばインターベイ）部分３
１０２と連通してもよい。前述されたように、示されるツールアレイ内の処理ツールＰＴ
の配置は、複数のツールの列を有する例示に過ぎない（実施例では、２つの列Ｒ１、Ｒ２
が示されるが、別の実施形態では、より多いまたはより少ないツールの列を有してもよい
）。示される実施例では、ツールの列は、実質的に平行に配置されてもよく（幾何学的で
はあるが、互いに対して角度を付けられてもよい）、実質的に平行なプロセス方向を定め
てもよい。異なるツールの列に沿ったプロセス方向は、互いと同一であっても対向しても
よい。また、任意の列に沿ったプロセス方向は、ツールの列の一部分または領域に沿った
プロセス方向が１方通行となり、同一のツールの列の別の部分または領域のプロセス方向
が対向通行となるように反転されてもよい。列Ｒ１、Ｒ２のプロセスツールは、異なるプ
ロセス領域ＺＡ－ＺＣを画定するために、分散されてもよい（例えば図４１参照）。それ
ぞれのプロセス領域ＺＡ－ＺＣは、列Ｒ１、Ｒ２内に１つ以上のプロセスツールを含んで
もよい。別の実施形態では、プロセス領域にツールが置かれてもよいが、単一列である。
理解され得るように、任意の領域内のプロセスツールは、補完プロセスを有する、および
／または同様のツール処理率を有する等、プロセスに関連してもよい。例えばツール領域
ＺＡは、高処理量（例えば１時間当たり約５００ウェハ（ＷＰＨ））のツールを有しても
よいが、中処理量（例えばおよそ７５ＷＰＨ～５００ＷＰＨ未満）のツールが領域ＺＢに
置かれてもよく、低処理量（例えばおよそ１５ＷＰＨ～１００ＷＰＨ）のツールが領域Ｚ
Ｃに置かれてもよい。理解され得るように、いずれかの任意の領域を確定するツールは、
同一でなくてもよく、任意の領域内の１つ以上のツールは、任意の領域内の他のツールと
は異なる処理量またはプロセスを有してもよいが、それでもなお、領域内のツールが、少
なくとも搬送の観点から組織的に適切であり、ある領域内でツールが組織化されるように
、ツール間に関係が存在してもよい。図４１に図示されるツール領域は、例示に過ぎず、
別の実施形態では、ツール領域は、いかなる他の所望の配置を有してもよい。
【００８２】
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　図４１に見られるように、搬送システム３０００は、キャリアをツールへ／ツールから
搬送することができる。搬送システム３０００は、前述された例示的な実施形態および図
２９～３５に示される搬送システムと概して類似してもよい。図４１～４１Ｂに示される
例示的な実施形態では、搬送システム３０００は、オーバーヘッド構成（例えば搬送シス
テムがツールの上方／上に置かれる）を有してもよい。別の実施形態では、搬送システム
は、下部構成（例えば図３０～３３に図示される搬送システムと類似する、例えば搬送シ
ステムがツールの下部に置かれる）等、いかなる他の適した構成を有してもよい。図４１
～４１Ｂに見られるように、搬送システムは、一般的に多数の搬送サブシステムまたはセ
クションを有してもよい。例示的な実施形態では、搬送システム３０００は、コンベヤセ
クション（例えば前述され、図２０～２５Ｂに示されるソリッドステートのコンベヤと類
似するもの、またはいずれかの他の適したコンベヤ）等、一般的にバルク材料／高速搬送
セクション３１００を有してもよい。コンベヤセクションは、すべてのツール領域にわた
り延在してもよく、例えばコンベヤセクションにキャリアが置かれる／から移動される際
に停止／減速することなく、実質的に等速な搬送速度でキャリアを搬送してもよい。また
、例示的な実施形態では、搬送システム３０００は、ストレージステーション／位置３０
００Ｓ（図４１Ｂも参照）、１つ以上のストレージステーション／位置（図４２も参照）
にアクセスできるシャトル３２０２を有するシャトルシステムセクション３２００、およ
び接合する搬送システムセクション３３００を含んでもよい。例示的な実施形態では、接
合する搬送システムセクションは、バルク搬送コンベヤセクション３１００によって搬送
されたキャリア、またはストレージステーションのキャリアにアクセス可能であり、キャ
リアを処理ツールの積載セクションに移送可能であってもよい。例示的な実施形態では、
ストレージステーション、シャトルシステムセクション３２００、および接合する搬送シ
ステムセクションは、搬送システムに沿って選択的に設置することが可能な選択設置可能
部分に形成されてもよい。例示的な実施形態では、搬送システムセクション３１００、３
３００、３２００は、搬送システムに設置するよう選択されたシステムセクションの一部
分を容易に設置できるようにするためのモジュラーであってもよい。搬送システムに沿っ
て設置するよう選択された搬送システムシャトルシステム、接合システム、およびストレ
ージシステムセクションの一部分は、処理ツールの領域ＺＡ～ＺＣに対応してもよい。理
解され得るように、搬送システム３０００は、処理ツールまたは処理ツール領域に対応す
るように構成可能であってもよい。さらに、例示的な実施形態では、搬送システムは、領
域ＴＡ～ＴＣ内に構成可能であってもよく、一般的に処理ツール領域ＺＡ～ＺＣと連通し
、それらに対応する。したがって、搬送システムは、異なるシステムセクション構成を有
する異なる領域を有してもよい。例示的な実施形態では、ストレージシステムおよびシャ
トルシステムセクションは、搬送システムの領域ＴＡ～ＴＣのそれぞれに構成可能であっ
てもよい。また、例示的な実施形態では、接合部分搬送システムセクションは、それぞれ
の領域に構成可能であってもよい。例示的な実施形態では、接合部分搬送システムは、選
択設置可能な接合トランスポータ（図４１に示される実施例の構台）部分３３１０、３３
２０を有してもよく、これらは、追加され、取り外されてもよく、搬送システムの領域Ｔ
Ａ～ＴＣのそれぞれに多数の異なる配向で設置されてもよい。所望の接合部分搬送システ
ム部分は、所望のツール接合部分および例えばツール領域ＺＡ～ＺＣに対応するプロセス
ツールの処理速度に相応するアクセス速度を提供するために、搬送システムの領域内に設
置されてもよい。図４１Ａに最もよくみられるように、接合部分搬送システムセクション
は、選択可変数のトランスポータ進行平面を有してもよい（例えば領域ＴＣのいくつかは
、単一接合トランスポータ進行平面（図４８参照）を有してもよく、その他の領域ＴＡ、
ＴＢは、１つ以上のトランスポータ進行平面ＩＴＣ１、ＩＴＣ２（図４１Ａ、４６参照）
を有してもよい）。複数の平面を有する領域では、トランスポータは、互いを通過して縦
走できてもよい。２つの平面が示されるが、より多くまたはより少ないトランスポータ平
面が提供されてもよい。例示的な実施形態では、搬送システムは、実質的に水平な進行平
面を有して配置されるが、別の実施形態では、搬送システムは、接合トランスポータバイ
パスのための垂直な進行平面を有するものを含む、いかなる他の所望の配置を有してもよ
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い。
【００８３】
　低、中、高処理量のためにオーバーヘッドガントリーシステム（ＯＧＳ）を構成するこ
とができる。因子または処理を変更する能力は、フィールドの再構成が可能なモジュラー
アセンブリによって行うことができる。これらのモジュラーアセンブリは、例えば３つの
カテゴリ、低処理量、中処理量、高処理量に分類することができる。様々なモジュールの
配置は、所望の移動側、ストレージ容量、および所望の処理量のベイへの分散等、多くの
因子に依存してもよい。
【００８４】
　低処理量：一例として、低処理量のツールまたはツール領域は、単一ガントリー３３１
０に十分に収容することができる。この構成は、「フィーダ」ロボット３３２０またはシ
ャトルシステム３２００を使用することなく、すべての所望の移動を提供してもよい。ガ
ントリーは、キャリアをストレージからツールに移送することに加え、キャリアをイント
ラベイのコンベヤから掴み、ストレージ位置に移送する。キャリアを隣接するガントリー
領域に移動するために、キャリアは、隣接するガントリーによる取り出しのために、イン
トラベイのコンベヤ上に置かれてもよく、またはストレージネスト内に置かれてもよい。
本構成を用いて、間にあるガントリーが移動するまで、あるガントリーが別のガントリー
を横断する。２つ以上のガントリーが並んで作業しており、１つに障害が発生した場合、
隣接するガントリーが障害の発生したユニットの作業を引き受ける。作業量は減少するが
、完全に中断されない。
【００８５】
　中処理量：例えば、中処理量ツールまたはツール領域は、「フィーダ」ロボット３３２
０（例えば追加ガントリー／トランスポータレベル）を追加することによって満たされる
。本構成は、フィーダロボット３３２０および分類機／シャトル３３２００が追加された
低処理量の配置と概して類似する。例示的な実施形態では、フィーダロボットおよび分類
機／シャトルは、イントラベイのコンベヤからストレージへの移動のみを実行するための
専用のデバイスであってもよい。すべてのフィーダロボットが、フィーダの片側（図４４
参照）に２つのガントリーローダロボット３３１０、３３１２を採用することが望ましい
場合がある。しかしながら、別の実施形態では、フィーダは、１つのローダロボットと対
にされてもよい。分類機／シャトルの目的は、フィーダからキャリアを受け入れ、ストレ
ージのための列を作ることである。本構成を用いることによって、「ローダ」ロボットは
、イントラベイのコンベヤからキャリアを掴むという付加が追加されることなく、ストレ
ージからツールへの移動およびその逆の移動にのみ集中することができる。システムは、
隣接する低、中、または高処理量モジュールとともに動作することができる。ローダロボ
ットに障害が発生した場合、隣接するローダロボットが、障害が発生したロボットの領域
に移動し、作業する。（図４６および４７参照）。フィーダメカニズムに障害が発生した
場合、個々のローダロボットが低処理量構成と同一の方法で動作する。両方の障害例にお
いて、システムは、容量は低減するが、動作中であり続ける。
【００８６】
　高処理量：一例として、高処理量用途では、特定のツールまたはツール領域の需要を満
たすようにガントリーモジュールを構成することができる。高処理量の配置は、ローダロ
ボットをベイのそれぞれの側に、中処理量領域のものと類似するフィーダロボット配置、
およびストレージにキャリアの列を作るための類似分類機／シャトルを有してもよい。（
図４５参照）。ローダロボットは、より短い距離の移動を可能にするベイの側に置かれる
ツールに関与する。キャリアは、イントラベイのコンベヤシステムを介して高処理領域に
出入りする。高処理量の構成は、ローダロボットの障害および／またはフィーダロボット
の障害の両方に対する耐障害性を有する。ローダロボットに障害が発生した場合、障害の
発生したロボットが領域から移動された後に、その他のローダロボットがベイの両側で作
業してもよい。フィーダに障害が発生した場合、ローダロボットがイントラベイのコンベ
ヤシステムからキャリアを掴む責任を負うようになる。ローダロボットおよびフィーダロ
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ボットの両方に障害が発生した場合、１つのローダロボットがすべての所望の移動に対す
る責任を負うようになる。
【００８７】
　低、中、および高のそれぞれの構成は、所望の移動速度により、単一体として、または
３つの配置のいずれかに隣接して動作することができる。システムは、システムにわたる
キャリアの流れを完全に不能にするいかなる単一障害点も有さない。個々または複数の構
成要素の障害に対する耐障害性に加え、システムは、複数の使用可能なキャリアの移動通
路を活用することができる。ホストコントローラは、通常の動作条件下で、特定のキャリ
アの重要な移動に続くレベルを含む移動の標準セットを採用する。一時的なキャリア交通
量の急増、ツール障害、または上流制限を克服するために、ホストの制御論理は、問題の
あるエリアから離れてキャリアの流れのルートを再設定し、反転するためのスキームを開
始することができる。図５０は、例示的な実施形態による、キャリアを点ＡからＢに移動
する多くの方法を示す。
【００８８】
　例示的な実施形態では、「フィーダ」ロボットは、イントラベイのコンベヤシステムか
らキャリアを取り出し、それらを適切なストレージ位置に置いてもよい。所望により、フ
ィーダロボットは、ツールローダロボットがストレージからツールへの移動にだけ集中で
きるようにし、システムの全移動量を向上する。フィーダは、イントラベイのコンベヤが
限られた障害または障害なく（例えば図２０のものと類似するアクセスレーンからキャリ
アにアクセスする際のコンベヤの障害が存在しない場合がある）移動できるようにする迅
速な短距離移動を利用する。フィーダメカニズムは、ガントリーシステムの作業負荷を軽
減する。様々な運動を支援するための予想される駆動メカニズムには、リニアモータ、ボ
ールネジ、空圧駆動、ベルト駆動、摩擦駆動、および磁気推進が含まれる。以下の実施形
態は、前述された前提に基づき、実施することができる。
【００８９】
　１．フィーダロボットは、ｘ方向（ベイの長手）に固定され、ｙ（ベイの横軸）および
ｚ（垂直）方向における自由度を有することを除き、ガントリーローダロボットと類似す
る。フィーダメカニズムは、ローダロボットがペイロードなく通過できるように、ツール
ローダロボットの下方の平面上に置かれる。積載ポート領域の上方のエリアは、ローダロ
ボットがペイロードを有するフィーダにわたり移動できるように解放されている。フィー
ダシステムは、運搬車が上昇位置にある場合に、イントラベイのコンベヤを通過し、キャ
リア上を移動し、掴むために十分な空間を有するように、垂直に置かれる。フィーダは、
上方からキャリアにアクセスし、短距離垂直ストロークを使用してイントラベイのコンベ
ヤシステムからキャリアを掴み、所望のストレージフランジに置く。本構成では、ストレ
ージレーンは、イントラベイのコンベヤと同一平面上に存在する。ストレージレーンは、
ストレージ列に沿う次の位置にキャリアを往復させるために使用される２方向分類機／シ
ャトルメカニズムを所有する。シャトル駆動メカニズムは、例えば、ベイの長手に沿うピ
ッチ間隔の少なくとも１つにキャリアを移動できるように設計される。ピッチ間隔は、ガ
ントリーツールローダロボットがフィーダロボットに隣接して進行し、障害なくキャリア
を掴むことができる距離として定義することができる。また、所望により、分類機／シャ
トルも、隣接するローダロボット領域とストレージレーンとの間でキャリアを搬送するた
めに使用される。例えば、キャリアの一連の動きは、以下である。
・　イントラベイのコンベヤは、ベイの長手に沿うフィーダロボットの固定Ｘ位置で一瞬
停止する。
・　フィーダロボットは、以前のＹ位置からイントラベイのコンベヤ上のキャリアの直上
まで進行する。
・　フィーダロボットがキャリアを掴む。
・　フィーダロボットは、特定のシャトルレーンまでＹ方向（ベイの横軸）に進行する。
・　フィーダロボットは、キャリアをシャトル上に置き、次の移動に進む。
・　シャトル／分類機メカニズムがキャリアをＸ方向に推進する。
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・　ガントリーツールローダロボットは、ストレージ位置に移動し、次いでキャリアを掴
み、適切なツールに置く。
【００９０】
　例示的な実施形態によるシステムのいくつかの利点の例には、従来のシステムを上回る
向上したウェハ処理量、キャリアの移動を完了するための複数の移動通路、および向上し
た耐障害性が含まれる。図４８に示される別の例示的な実施形態によると、フィーダロボ
ットは、シャトルおよびイントラベイのコンベヤシステムの直下にある平面上にある線形
ステージとして実装される。ステージは、実施形態１と同一の自由度を有し、上方という
よりは、下方からキャリアを掴む。一度キャリアがイントラベイのコンベヤから捕獲され
ると、ベイと逆に推進され、適切なシャトル上に開放する。本構造は、コンベヤレーンを
装置境界間のどこにでも置くことができるという利益を有する。例えば、イントラベイの
コンベヤは、実施形態１のように、外側というよりは中心にあってもよい。本構成のその
他の利点は、実施形態１では、ローダがこの移動を実行できるのは、積載ポート領域内に
位置する場合のみに制限されているのに対して、ローダロボットは今、ベイ内のいかなる
Ｙ位置においてペイロードを有するフィーダメカニズムを通過することができるというこ
とである。さらに、ローダロボットは、衝突を回避するためにフィーダジオメトリと通信
する必要がない。フィーダおよびローダロボットの両方は、ペイロードを有し、互いに接
合せずに同一の垂直空間を占有することができる。本構成の一連の動きは、上方というよ
りは下方からキャリアを掴むことを除き、実施形態１と同一である。
【００９１】
　別の実施形態では、下方からのオーバーヘッドまたはメカニズムは、Ｘ（ベイの長手）
、Ｙ（ベイの横軸）、およびＺ（垂直）方向に移動することができる。本構成では、３軸
フィーダが必要に応じて特定のストレージレーンおよびスロットに移動できるため、シャ
トル／分類機が使用されなくてもよい。例えば、キャリアは、イントラベイのコンベヤか
ら移動され、適切なストレージレーンに置かれ、次いでストレージ内のキャリアの初期待
ち行列に向かって垂直に並進される。図４９に最もよく見られるように、その他の例示的
な実施形態によると、ＦＡＢフロアからＯＨＴシステムが到達可能な最高点に延在するキ
ャリアジオメトリと一致する容量のキャリアストレージを可能にし、ベイの長手方向全体
にわたり配置することができる、垂直ストレージコラムを提供することによって向上した
ストレージ容量が生成されてもよい。
【００９２】
　理解され得るように、図４１に図示されるような例示的な実施形態では、搬送システム
３０００によって提供されるプロセスツールＰＴの接合部分または積載および積卸ステー
ション（例えば、図３７Ａ～３７Ｃおよび３９をさらに参照のこと）は、互いに対して異
なる向きを有してもよい。以後に記載されるように、積載ステーションおよび／またはプ
ロセスツールの向きは、積載ステーションまたはプロセスツールのいかなる側部あるいは
表面部の位置または配向も特に示さなくてもよいが、むしろ、キャリアからプロセスツー
ルへ積載する積載ステーションおよび／またはウェハに結合されるキャリアに対し、積載
ステーションおよび／またはプロセスツールの所定の配向を特定する積載ステーションま
たはプロセスツールの特性（どのようなものであってもよい）を示す。搬送システム３０
００によってプロセスツールＰＴへ、およびそこから搬送されるキャリアは、異なる向き
で、異なるツールの積載ステーションに結合される際、それぞれの積載ステーションの向
きに対応する異なる配向で結合することができる。したがって、搬送システム３０００に
よって提供される、異なるプロセスツールの積載ステーションに結合されるキャリアは、
互いに対して異なる配向を有してもよい。プロセスツールの積載ステーションに結合する
キャリアが置かれる接合部分は、所望の配向で、例えば、積載ステーションの向きに対応
して、キャリアと結合することができるように分裂されてもよい。キャリア（図１～５、
および３６Ａ～３６Ｄのキャリア２００に概して類似してもよい）は、プロセスツールＰ
Ｔの積載ステーションへの結合に関して、同型の構成を有さなくてもよい。一例として、
キャリアは、ケーシングまたは筐体を有してもよく、それは、外見または形状が概して同
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型であってもよいが（例えば、図１および３６Ａを参照のこと）、プロセスツールの基準
座標系に対して所望の配向で、基板を伴い積載されてもよい。したがって、プロセスツー
ルＰＴの積載ステーションに結合される際、キャリアは、内部の基板が処理ツールのため
に指定される所望の配向であるように、積載されてもよい。代替の実施形態では、キャリ
アケーシングは、キャリアをプロセスツール積載ステーションに結合するための所望の配
向を画定する非同型の形状を有してもよい（例えば、キャリアは、ＦＯＵＰに類似であっ
てもよく、ケーシングの一所望の側部または表面部で基板移送開口部を伴うようなケーシ
ングを有する）。例示的な実施形態では、キャリアＣＡＲ２００は、キャリアの配向を示
すための適した識別子または記号（例えば構造的または電子的な）を有してもよい。理解
され得るように、搬送システム３０００の制御システム（図示せず）は、ツールＰＴ間で
搬送されるキャリアとして、搬送システム３０００によってＦＡＢを通り、キャリアＣＡ
Ｒ２００の配向をキャリアの識別子または記号から識別および／またはトラックするよう
に、適して構成またはプログラムされてもよい。制御システムは、キャリアが搬送システ
ム３０００によって、積載ステーションの所与の向きに対応する配向で積載ステーション
に積載され結合されるように、キャリアＣＡＲ２００の配向を積載ステーションの向きに
関連付けるために構成されるか、またはプログラムされてもよい。図４１および５０に図
示される例示的な実施形態では、搬送システム３０００は、独立するθ運動（例えば、図
４１Ａに示されるような、キャリア配向を変更するためのキャリアの回転）を搬送される
キャリアに提供するように配置されるθ駆動システム３６００のような、描写目的のため
に示されてもよいものを含んでもよい。搬送システム３０００の駆動システム３６００は
、以下にさらに記載されるように、任意の他の方向（図４１を参照してｘ、ｙ、ｚ方向な
ど）へのキャリア移動に無関係である、キャリアのθ運動または回転を生じてもよい。し
たがって、例示的な実施形態の搬送システム３０００は、キャリアをプロセスツールへ、
およびそこから搬送するための４自由度移動（ｘ、ｙ、ｚ、θ）を可能にしてもよい。代
替の実施形態では、搬送システムは、より多い、またはより少ない自由度で、キャリア搬
送移動を有してもよい。例示的な実施形態では、θ駆動システム３６００は、また、以下
にさらに記載されるように、「オンザフライ」のキャリアで、キャリアの独立するθ運動
を生じるように配置されてもよい。
【００９３】
　前述されてきたように、プロセスツールＰＴは、互いに対して異なる向きで、積載ステ
ーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２を有してもよく、搬送システム３０００によって、異なる積
載配向で（積載ステーションの向きに対応する）、キャリアを積載ステーション上に置い
てもよい。図４１および５０を再び参照すると、図示される例示的な実施形態では、搬送
システム３０００によって提供されるプロセスツールＰＴは、列Ｒ１、Ｒ２で配置されて
もよい（前述されたが、代替の実施形態では、プロセスツール、およびそれらに対応する
積載ステーションは、列または行を使用しても使用しなくてもよく、および任意の所望の
アレイまたは連続的な配置を有してもよい任意の所望の配置で位置されてもよい）。図４
１Ａに最も良く見られるように、例示的な実施形態では、それぞれの列Ｒ１、Ｒ２でプロ
セスツールＰＴは、プロセスツールの対応する積載ステーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２が概
して互いに向き合うことができるように置かれてもよい。したがって、図４１Ａから理解
され得るように、積載ステーションＬＳＲ１または列Ｒ１のプロセスツールは、列Ｒ２の
積載ステーションＬＳＲ２の向く方向（矢印ＬＳＡ２によって示される）よりも、実質的
に反対（例えば、約１８０°離れる）になる方向（図４１Ａで矢印ＬＳＡ１によって示さ
れる）に向いてもよい。積載ステーションの向く方向は、各列で類似してもよいが（例え
ば、積載ステーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２は、ツールの列Ｒ１、Ｒ２に対応して、それぞ
れ、方向ＬＳＲ１、ＬＳＲ２に概して向いてもよい）、代替の実施形態では、１つ以上の
列の１つ以上のツールは、同様のツールの列でのツールの他の積載ステーションと異なる
向きで、積載ステーションを有してもよい。他の代替の実施形態では、積載ステーション
は、１８０°よりも多く、またはそれより少なく離れた異なる方向に向いていてもよい。
さらに他の代替の実施形態では、搬送システムによって提供されるツールの積載ステーシ
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ョンは、類似の向き方向を有してもよい。図４１Ａは、例示目的で、積載ステーションＬ
ＳＲ１に結合されたＣＡＲ２００を示す。積載ステーションＬＳＲ１上のキャリアＣＡＲ
２００は、示される実施形態では、積載ステーションＬＳＲ１の向き（矢印ＬＳＡ１によ
って示される）に対応するように配向されてもよい（例示目的で概略的に描写される、配
向機構ＣＡＲ　Ａによって示されるように）。図４１Ａは、さらに、積載ステーションＬ
ＳＲ２の向き（ＬＳＡ２によって示される）に対応するように配向される（機構ＣＡＲ　
Ａ'によって示されるように）積載ステーションＬＳＲ２に結合される際のキャリアＣＡ
Ｒ２００'（ファントムによって示される）を示す。図４１Ａから理解され得るように、
例示的な実施形態では、積載ステーションＬＳＲ２に結合されるキャリアＣＡＲ２００の
配向は、積載ステーションＬＳＲ１に結合される際、キャリアの配向から、約１８０°で
あってもよい。代替の実施形態では、異なる向きを有する積載ステーションに結合される
キャリアの配向の差異は、１８０°よりも多くてもよく、または少なくてもよい。例示的
な実施形態では、例えばθ駆動システム３６００を使用する搬送システム３０００は、キ
ャリアを所望の積載ステーションと結合するために、キャリアを所望の配向ＣＡＲ　Ａ、
ＣＡＲ　Ａ'に配向するためにキャリアＣＡＲ２００（θ回転など）を回転することが可
能である。図４１Ａから理解され得るように、搬送システム３０００のθ駆動システム３
６００は、約１８０oのキャリアのθ回転を生じることが可能であってもよく、例示的な
実施形態では、θ駆動システム３６００によるキャリアＣＡＲ２００のθ回転は、以下に
さらに記載されるように、約２７０°であってもよい。代替の実施形態では、θ駆動シス
テムは、任意の所望の量で、キャリアのθ回転を生じることが可能であってもよい。
【００９４】
　さらに図４１を参照すると、例示的な実施形態では、搬送システム３０００は、以前に
記載されるように、概して、高速搬送セクション３１００（搬送運搬車の有無を問わない
、コンベヤまたは他の適した質量あるいはバルク材料搬送部など）と、接合部分搬送シス
テムセクション３３００（搬送セクション３１００が、動作中、実質的に連続的に、コン
テナの積載ステーションへの積載および積卸に無関係である実質的に一定の搬送速度を維
持することができるように、高速搬送セクションとツール積載ステーションとの間でキャ
リアを接合する）と、を備えてもよい。図４２では、接合搬送セクション３３００は、例
示目的で、オーバーヘッドガントリー３３１０構成を有するように図示され、代替の実施
形態では、接合部分搬送セクションは、任意の他の適した構成を有してもよい。図４２に
示される例示的な実施形態では、ガントリー３３１０（接合部分搬送システムは、所望の
数のガントリーを伴い、モジュール構成されてもよい）は、概して、２つの軸の進行（例
えば、ｘ、ｙ軸、図４１をさらに参照のこと）を提供するように配置されたトラバーサー
３３１４を伴う並進基盤３３１２を備えてもよい。トラバーサー３３１４は、ガントリー
のキャリアグリップが、キャリアＣＡＲ２００を捕獲し保持するために、例えば、上げら
れ、および下げられて、つまりＺ軸の進行を生じることができるように、任意の適した構
成を有してもよく、ホイストデバイスを含んでもよい。トラバーサー運搬車の適した例は
、米国ブルックスオートメーション社（Ｂｒｏｏｋｓ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ，　Ｉｎｃ
．）から入手可能であるＡｅｒｏｌｏａｄｅｒＴＭ搬送運搬車であってもよい。前述され
たように、ガントリー３３１０は、キャリアをコンベヤセクション３１００から拾い上げ
るか、またはそこに置くように、およびキャリアを拾いプロセスツールの積載ステーショ
ンに置くように配置されてもよい（図４３～４５をさらに参照のこと）。例示的な実施形
態では、ストレージステーション３０００Ｓをさらに提供してもよく（例えば、図４１Ｂ
を参照のこと）、接合部分搬送セクション（例えば、ガントリー３３１０）は、あらゆる
搬送コンベヤセクション３１００上で、またはプロセスツールのストレージステーション
３０００Ｓ、あるいは積載ステーションで、コンテナにアクセスしてもよく、前述された
ように、その間のキャリアＣＡＲ２００を、任意の所望の順で移動してもよい。前述され
るように、図５０は、いずれのコンベヤセクション３１００Ｒ１、３１００Ｒ２とツール
の列Ｒ１、Ｒ２のいずれかにおける任意の積載ステーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２との間で
、または同様または異なるツールの列における任意の２つの積載ステーションＬＳＲ１、
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ＬＳＲ２の間で、または任意の積載ステーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２とストレージステー
ション３０００Ｓとの間でなど、接合部分搬送セクション３３００のガントリー３３１０
によって生じさせてもよい、いくつかのキャリアの移動のそれぞれの例を図示する。
【００９５】
　例示的な実施形態では、ガントリー３３１０は、以下にさらに記載されるように、θ駆
動システム３６００を含んでもよい。図５０で見られるように、例示的な実施形態では、
キャリアＣＡＲ２００は、接合部分搬送セクション３３００による搬送の間など、所望通
りにキャリア配向を変更するために回転されてもよい（矢印θによって示されるように）
。例として、コンベヤセクション３１００Ｒ１、３１００Ｒ２、によって運ばれる際、キ
ャリアＣＡＲ２００は、任意の配向を有してもよい。言い換えれば、コンベヤ搬送部のキ
ャリアＣＡＲ２００の配向は、積載ステーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２で、キャリアが置か
れる配向と異なってもよい。例えば、キャリアＣＡＲ２００は、その目的地である積載ス
テーションに結合される際、コンベヤ搬送部３１００Ｒ２上で、キャリアの所望の配向（
機構ＣＡＲ　Ａ'によって示される）から約２７０°（時計回りに）であってもよい配向
（図５０で示される機構ＣＡＲ　Ａによって示されるように）で、置かれてもよい。キャ
リアＣＡＲ２００は、接合部分搬送セクション３３００のガントリー３３１０によって、
概して、図５０で矢印Ｃ２Ｌ１によって示されるように、コンベヤ３１００Ｒ２から所望
の積載ステーションＬＳＲ１へ移動してもよい。例示的な実施形態では、キャリアの配向
は、キャリアＣＡＲ２００を積載ステーションＬＳＲ１に結合するために、搬送セクショ
ンによって、移動の間（例えば、時計回りに約２７０°のθ回転）、初期配向（機構ＣＡ
Ｒ　Ａによって示される）から、コンベヤ上で、所望の積載配向（機構ＣＡＲ　Ａ'によ
って示される）に変更されてもよい。図４２Ａは、代表的な積載ステーションＬＳＲ２に
近接であるトラバーサー３３１４によって保持されるキャリアＣＡＲ２００を伴う、例示
的な位置の、接合部分搬送セクション３３００のガントリー３３１０の部分概略斜視図で
ある。積載ステーションＬＳＲ２に近接するガントリーによってホイストされ、積載ステ
ーションの向きに対応するように配向される、キャリアＣＡＲ２００が示される。示され
る位置は、キャリアを積載ステーションに結合する前またはそれから離した後の代表的な
位置であることができる。理解され得るように、搬送システム３０００によって搬送され
るキャリアは、図５０に示される移動通路に沿ってなど、（例えば、移動通路Ｃ２Ｌ１）
、積載ステーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２の積載および積卸のために、図４２Ａに示される
ように、ガントリー３３１０によって置かれてもよい。例示的な実施形態では、配向を変
更するためのキャリアＣＡＲ２００のθ回転は、積載ステーションに結合することを可能
にするためなど、ガントリーがキャリアを積載ステーションに移動する際に「オンザフラ
イ」で生じてもよい。キャリアのθ回転は、ガントリーによってキャリアが移動する間、
任意の所望の時間で生じてもよい。代替の実施形態では、キャリアのθ回転は、「オンザ
フライ」では行われなくてもよい。例示的な実施形態では、ガントリーは、キャリアを積
載ステーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２から積卸し、キャリアを所望のコンベヤ３１００Ｒ１
、３１００Ｒ２に移動してもよく、移動の間のθ回転によって、キャリアの配向を変更し
てもよい。例えば、キャリアは、その次の期待される目的地または積載ステーションに対
応する配向などの所望の配向でキャリアを事前に置くように回転してもよい（次の期待さ
れる目的地およびその対応するキャリア配向の両方は、搬送システムコントローラによっ
て識別されてもよい）。前述されるように、キャリアＣＡＲ２００は、コンベヤ搬送部３
１００Ｒ１、３１００Ｒ２と積載ステーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２との間、または同様ま
たは異なるツールの列Ｒ１とＲ２との積載ステーション間で、移動する際、少なくとも一
時的に、１つ以上のキャリアストレージステーション３０００Ｓで、設置されてもよい。
キャリアの配向は、ストレージステーション内に置かれる際、さらに、積載ステーション
に結合される際の所望のキャリア配向と異なってもよい。例えば、キャリアは、接合部分
搬送セクション３３００（例えば、ガントリー３３１０またはフィーダロボット３３２０
、図４２、４４をさらに参照のこと）によってなど、ストレージステーション３０００Ｓ
に置かれる際、いくつかの前の基準に対応する配向を有してもよい（例えば、キャリアが
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最後に積卸された積載ステーションに対応する配向であってもよい）。本配向は、キャリ
アが結合される次の積載ステーションに対応するものと異なるものであってもよい。した
がって、例示的な実施形態では、ガントリーは、キャリアをストレージステーション３０
００Ｓから積載ステーションに移動する際（図５０の矢印ＳＬ１によって示される通路に
沿ってなど）、所望通りにその配向を変更するために、キャリアのθ回転を生じてもよい
。キャリアのθ回転は、以前に記載されたものと類似である「オンザフライ」で行われて
もよい。キャリアは、さらに、ガントリーによって、ストレージステーション３０００Ｓ
へ、後続の接合部分に関して所望の配向で置かれてもよい（例えば、キャリアを積載ステ
ーションから積卸する際の、前述されたものと類似する方法で）。ガントリーは、キャリ
アの配向を、θ回転によって、キャリアを積載ステーションからストレージステーション
に移動する際、変更してもよい。例示的な実施形態では、ガントリーは、さらに、キャリ
アをコンベヤ搬送部からストレージステーションに移動する際、キャリアを事前に配向す
るためにキャリアを回転してもよい。例示的な実施形態では、異なる列Ｒ１、Ｒ２の積載
ステーションＬＳＲ１、ＬＳＲ２へ、キャリアの搬送を生じるように置かれたガントリー
３３１０は、キャリアを、１つの列Ｒ１、Ｒ２の積載ステーションから他の列Ｒ１、Ｒ２
の積載ステーションへ移動してもよく（１つの移動または一連の移動で）、移動の間のθ
回転によって、キャリア配向を変更してもよい（キャリアが除去される積載ステーション
に対応する初期配向から目的地である積載ステーションに対応する最終配向へ）。
【００９６】
　図４２Ｂ～Ｄをさらに参照すると、例示的な実施形態では、ガントリー３３１０のθ駆
動システム３６００は、トラバーサー運搬車３３１４に含まれてもよい。図に示され、以
下に記載されるθ駆動システムの構成は、例示目的のみであり、代替の実施形態では、θ
駆動システムは、任意の他の適した構成をも有してもよい。例示的な実施形態では、トラ
バーサー運搬車３３１４は、概して、ベース運搬車セクション３３４０、ホイストメカニ
ズム３３４２およびキャリアグリッパーセクション３３４４を有してもよい。ベース運搬
車セクション３３４０は、例示的な実施形態では、移動可能に、ガントリーの並進基盤で
支持される（図４２を参照のこと）。ホイストメカニズム３３４２は、キャリアグリッパ
ーセクション３３４４をベース運搬車セクション３３４０に取り付ける。ホイストメカニ
ズム３３４２は、ベース運搬車セクション対してキャリアグリッパーセクションを上げ下
げするために、上げ下げされてもよい。キャリアグリッパーセクションは、キャリアに接
合しそれをグリップし解放するように構成されてもよい。ここで、図４２Ｃ～４２Ｄを参
照すると、それぞれ、キャリアグリッパーセクション３３４４の概略斜視図および上面図
が示される。例示的な実施形態では、θ駆動システム３６００は、キャリアグリッパーセ
クション３３４４に含まれてもよい。代替の実施形態では、θ駆動システムは、任意の他
の所望の方法で、ガントリートラバーサーに組み込まれてもよい。例示的な実施形態では
、キャリアグリッパーセクション３３４４は、互いに枢動可能に接合される上側および下
側パーツ３３４４Ｆ、３３４４Ｒを含んでもよく（回転シャフトなど）、パーツ間の相対
的回転（図４２Ｃの矢印θによって示される方向で）を可能にする。例示的な実施形態で
は、上側パーツ３３４４Ｆは、ホイストバンドまたは部材３３４２Ｈ（図４２Ｂを参照の
こと）に接合されてもよい。下側パーツ３３４４Ｒは、キャリアを嵌合するためのキャリ
アグリッパーメカニズムを有してもよい。理解され得るように、グリップメカニズムによ
ってグリップされる際、キャリアは、トラバーサーキャリアグリッパーセクショの下側パ
ーツ３３４４Ｒに対してロックされてもよい。図４２Ｂ～Ｄで示される例示的な実施形態
では、θ駆動システム３６００は、概して、モータ３６０２（適したサーボまたはステッ
パーモータなど）、シャフト３６０４およびエンコーダ３６０６を備える。モータ３６０
２は、キャリアグリッパーセクションの上側パーツ３３４４Ｆに固定される、およびシャ
フト３６０４に搭載されるロータを有してもよい。シャフト３６０２は、キャリアグリッ
パーセクションの下側パーツ３３４４Ｒに固定されてもよい。したがってモータは、下側
パーツ３３４４Ｒを回転させることが可能であってもよく、つまりキャリアは、キャリア
グリッパーによってグリップされる。エンコーダ３６０（任意の適した種類であってもよ
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い）は、制御システム（図示せず）に対してシャフトの絶対的なおよび進行的な位置の両
方を識別してもよい。前述のように、例示的な実施形態では、θ駆動システムは、約２７
０°または、θ回転を提供するように配置されてもよい。したがって、このことは、搬送
システムが、キャリアを、あらゆる初期配向から少なくとも約＋９０°回転させることを
可能にする。代替の実施形態では、θ駆動システムは、任意の所望の構成を有し得、任意
の所望の範囲の回転を通じてキャリアを回転することが可能であり得る。
【００９７】
　別の実施形態では、所望により、ＦＡＢ内のストレージ密度を向上するための円筒型キ
ャリアネストを置くことができる。円筒型ストレージネストは、キャリアを重ねて保持し
、キャリアを指定の高さまで上げるまたは下げるメカニズムを提供することができる。垂
直運動のメカニズムは、空気圧式、機械式、または磁気式であってもよい。
【００９８】
　ここで、図５１を参照すると、さらに別の例示的な実施形態による、搬送システム４０
００の概略平面図が示されている。図５１に図示される例示的な実施形態では、搬送シス
テムは、例えばＦＡＢ全体搬送システムのインターベイ部分等の代表的なセクションであ
り、別の実施形態では、搬送システムは、いかなる所望の寸法および構成を有してもよい
。図５１に示される例示的な実施形態では、搬送システム４０００は、前述され、図４１
～５０に図示される搬送システム３０００と概して類似してもよい。類似機構には、類似
番号が付けられている。搬送システム３０００と同様に、図５１に示される例示的な実施
形態では、搬送システム４０００は、バルクまたは高速大量搬送セクション４１００（例
えばコンベヤ）および接合セクション４２００を有してもよい。示される本実施形態の接
合セクション４２００は、例示に過ぎず、別の実施形態では、いかなる所望の数のサブセ
クション（例えば前述されたものと類似するストレージセクション、シャトルセクション
）を有するいかなる所望の構成を有してもよい。一般的に、接合セクション４２００は、
バルク搬送システムセクション４１００とプロセスツールとの間のキャリアを接合できる
多数のフィーダロボットを有してもよい。バルク搬送システムセクション４１００は、前
述され、一部分が図２０に示される搬送システム５００と概して類似してもよい。図５１
に示される例示的な実施形態では、バルク搬送システムセクション４１００は、ソリッド
ステートのコンベヤシステムを有するトラックを備えてもよい。トラックは、参照するこ
とによりその全体が本明細書に前述のように組み込まれる、米国特許出願シリアル番号第
１０／６９７，５２８号に記載されるものと類似する、ソリッドステートのコンベヤシス
テムを有してもよい。図５１に示される例示的な実施形態では、搬送システム４１００は
、搬送システムによるキャリアの搬送が、搬送されているその他のキャリアの動きから実
質的に分断される、非同期搬送システム（搬送システム５００と類似する）であってもよ
い。したがって、１つ以上のキャリアは、搬送中に搬送システムのキャリア搬送ストリー
ム内のその他の隣または近接キャリアの搬送速度に影響を与えることなく、独立して動作
する（例えば加速／減速、停止、積載／積卸）ことが可能であってもよい。
【００９９】
　図５１に示される例示的な実施形態では、以後バルク搬送機４１００と称するバルク搬
送システムセクションは、一般的に主搬送トラック４１００Ｍを備える。また、バルク搬
送機４１００は、多数のサイディングトラック４１００Ｓを有してもよい。例示目的のた
めにループとして図５１に示され、別の実施形態では、いかなる他の所望の形状を有して
もよい主搬送トラック４１００Ｍは、バルク搬送機によって搬送されているキャリアの主
搬送通路（またはストリーム）を画定する。例示的な実施形態の説明は、特にキャリアを
参照するが、本明細書に記載される機構は、バルク搬送機によって搬送されるペイロード
のプラテンまたはその他の起動デバイス上に（基板）キャリアが置かれる場合がある別の
実施形態にも同様に適用することができる。例示的な実施形態では、主搬送通路は、連続
的かつ実質的に等速であってもよい。したがって、主搬送トラック４１００Ｍ上で搬送さ
れるキャリアは、搬送システム上で停止したキャリアからの障害なく、主通路上の搬送機
全体にわたり、持続的かつ高速に進行することが可能である。採用されたサイディングま
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たは分岐トラック４１００Ｓは、搬送速度を決定するバルク搬送上のキャリアの動作を主
搬送通路から分断できるようにする。前述されたように、速度を決定する動作は、主搬送
通路に障害を与えることなく、サイディングトラックから実行されてもよい。したがって
、サイディングトラック４１００Ｓは、例えばキャリア緩衝装置、積載／積卸位置または
通路切り替えデバイスを画定してもよい。例示的な実施形態では、１つのサイディングト
ラックが示されるが、例えば、および別の実施形態では、いかなる所望の数のサイディン
グトラックがあってもよい。また、二股に分かれ、実質的に直線状のセグメントで再度合
流する、示される例示的な実施形態におけるサイディングの構成も、例示に過ぎず、別の
実施形態では、サイディングトラックは、いかなる他の所望の構成を有してもよい。例え
ば、サイディングトラックは、主トラックループの対向側間（任意のベイ内）で分岐して
もよく、または例えば図２９Ａ、２９Ｂに示されるような異なるインターベイ（例えばイ
ンター－インター）搬送セクション、もしくはインター－イントラ（あるいはその逆）搬
送セクションの主トラック間で分岐してもよい。別の実施形態では、サイディングは、主
トラックと異なる配向を有してもよく、主トラックの上または下を横断してもよい。その
他の別の実施形態では、所望により、実質的に直角の交差点または切り替え等が主トラッ
クとサイディングトラックとの間の交差点に配置されてもよい。
【０１００】
　例示的な実施形態では、主およびサイディングトラック４１００Ｍ、４１００Ｓは、バ
ルク搬送機のトラックを組み合わせるためにモジュールで接続されるモジュラートラック
セグメントＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｌを備えてもよい。キャリアは、例えばリニアモータによっ
てバルク搬送機のトラック４１００Ｓ、４１００Ｍ上で駆動されてもよい。前述されたト
ラック５００と同様に、リニアモータのフォーサーは、トラック４１００Ｍ、４１００Ｓ
内／上に置かれてもよく、リニアモータの反応部分は、キャリア上にあってもよい。キャ
リアは、キャリアの適したソリッドステートの支持体部材上で作用する非接触型または滑
らかなベアリング（例えば空気／ガスベアリング）磁気浮上システム、または接触型ベア
リング（例えばローラー、ボール／ローラーベアリング等）のトラック内の適したデバイ
スによって、トラック上で移動可能に支持されてもよい。別の実施形態では、キャリアは
、車輪、ローラー、ガス／空気ベアリング等、そこに一体化された起動支持体を有しても
よい。理解され得るように、主およびサイディングトラック上でキャリアを支持する起動
支持体は、それぞれのキャリアをトラックにわたり安定して支持するために、トラック上
でいかなる所望の配置を有してもよく、キャリアがトラックに沿って自由に移動できるよ
うに、主およびサイディングトラックに沿って分布されてもよい。例示的な実施形態では
、リニアモータは、例えば線形誘導モータ（ＬＩＭ）、リニアブラシレスＤＣモータ（等
）である場合があるが、別の実施形態では、バルク搬送機の主およびサイディングトラッ
クに沿ってキャリアを促すために、いかなる所望のリニアモータまたはいずれかの他の種
類のモータ／駆動部が使用されてもよい。前述されたように、例示的な実施形態では、Ｌ
ＩＭのフォーサー（または相巻線）４１２０、４１２０Ｍ、４１２０Ｓは、搬送機の主お
よびサイディングトラックを形成するトラックモジュールＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｌ内に置かれ
、キャリアは、以下にさらに詳細に記載されるＬＩＭの反応速度／部材を有する。別の実
施形態では、キャリアまたは運搬車プラテンにモータコイルが搭載されてもよく、トラッ
クに磁気反応要素が搭載されてもよい。
【０１０１】
　さらに図５１を参照すると、示される例示的な実施形態の主４１００Ｍおよびサイディ
ング４１００ＳトラックのモジュラーセグメントＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｌは、代表的なもので
あり、別の実施形態では、いかなる所望の構成を有してもよい。トラックセグメントＡ、
Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｌは、指示がない限り、概して類似する。図５１に見られるように、例示的
な実施形態では、トラックセグメント（モジュール）は、一般的にシングルトラックセグ
メント（例えばＡ、Ｃ、Ｄ、Ｌ）および接合部（トラック切り替え）セグメントを含んで
もよい。別の実施形態では、いずれかの他の所望のモジュラートラックセクションが使用
されてもよい。例えば、別の実施形態では、任意のトラックモジュールは、非接合マルチ
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トラックモジュールと称される場合がある、一般的に互いに平行して延在する、複数のト
ラック（それぞれが異なるキャリア搬送通路を形成する）を含んでもよい。例示的な実施
形態では、シングルトラックセグメントは、実質的に直線状のセグメントＡ、Ｄ、Ｌおよ
び湾曲状のセグメントＣを含んでもよいが、別の実施形態では、シングルトラックセグメ
ントは、いかなる他の所望の形状を有してもよい。示される例示的な実施形態では、トラ
ックセクションは、描写目的のために、実質的に共通高度に描画される。別の実施形態で
は、主およびサイディングトラックは、異なる高度のセクションを含んでもよい。例えば
、サイディングは、主トラックおよび／またはその他のサイディングとは異なる高度（例
えばより低いまたはより高い）に位置してもよい。また、主トラックおよび／またはサイ
ディングトラックは、より高いまたはより低いトラック部分等、トラックに沿って異なる
高度にトラックセクションを有してもよい。適したランプ（図示せず）が異なる高度のト
ラックセクションを接合し、トラックを進行するキャリアが間を移行できるようにしても
よい。図５１から理解され得るように、接合セグメントＢ、４１０２、４１０２'は、サ
イディングまたは分岐トラック４１００Ｓが主トラック４１００Ｍと合流する場所、また
は接合が望ましい場所に置くことができる。図５１に示される例示的な実施形態では、例
示目的のために、２つの接合トラックセグメント４１０２、４１０２'が示される。図５
１に示される接合セグメント４１０２、４１０２'の構成は、主トラック４１００Ｍの片
側に合流／分化するシングル分岐トラック（例えば図５１の軸Ｘで示される方向に対して
左側）を有する例示に過ぎない。別の実施形態では、接合セグメントは、主トラックの右
に分岐してもよい。その他の別の実施形態では、接合セグメントは、主トラックの反対側
にある分岐であって、実質的に直接互いに対向するまたは交代する分岐を有する１つのセ
グメント内の複数分岐、または主トラックの片側（例えば左および／または右）上での複
数分岐等、いかなる所望の構成を有してもよい。例示的な実施形態では、シングルトラッ
クセグメントＡ、Ｃ、Ｄ、Ｌは、異なる形状（例えば直線状、湾曲状等）を有するが、そ
の他の点では概して類似する。トラックセグメントＡ、Ｃ、Ｄ、Ｌのそれぞれは、モータ
のフォーサー４１２０内に対応するセクションを含んでもよい。理解され得るように、お
よび図５１に示されるように、モジュラートラックセグメントが組み立てられる場合、モ
ータのフォーサーセクション（様々なトラックセクションの）は、動作可能に統合される
（適したコントローラを使用して）場合に、キャリア／プラテン内の反応プレートを操作
し、主およびサイディングトラックの長手方向にわたりキャリア／プラテンを駆動するた
めに、主およびサイディングトラックに実質的に連続的なモータのフォーサー４１２０Ｍ
、４１２０Ｓを画定してもよい。別の実施形態では、トラックは、一体化フォーサーセク
ションなく、１つ以上のセグメントを含んでもよい。
【０１０２】
　理解され得るように、フォーサー４１２０またはリニアモータの一次コイルアセンブリ
と称される場合があるものは、例えばＬＩＭ配置の場合、一般的にスチール積層体および
相巻線を備え、それらは、トラックセグメントと一体化して形成されてもよく、またはト
ラックセグメントに接合されるフォーサー筐体に収容されてもよい。別の実施形態では、
トラックセグメントに一体化されるリニアモータのフォーサーの相巻線は、いかなる他の
適した配置を有してもよい。それぞれのセグメントＡ、Ｃ、Ｄ、Ｌ内のフォーサーセクシ
ョン（例えば図５２のセグメントＣ参照）は、それ自体がセグメント化されてもよく、ま
たは連続していてもよい。湾曲状のトラックセグメントＣは、フォーサーセクション４１
２０Ｃを有してもよく、その中で相巻線は、コイルアセンブリがトラックの湾曲に相応す
る曲線を画定するように配置されてもよく、概して湾曲状のフォーサーセクションを画定
するために配置されたセグメントを有するフォーサーセクションを有してもよい。別の実
施形態では、トラックセグメントのフォーサーセクションは、いかなる他の所望の形状を
有してもよい。トラックセグメントＡ、Ｃ、Ｄ、Ｌのフォーサーセクションは、トラック
および該トラックに乗るキャリアに対して対称に配置されてもよい。別の実施形態では、
フォーサーは、トラックおよびその上のキャリアに対して非対称に置かれてもよい。
【０１０３】
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　図５４は、代表的なトラックセグメントＡおよびその上に移動可能に支持される代表的
なキャリア５０００の概略端面図を示す。前述したように、一般的にトラック（主および
サイディング４１００Ｍ、４１００Ｓ）は、トラックに沿ったキャリアの制御移動をもた
らすために、起動力／推進力、起動支持体、およびキャリア５０００の誘導を提供する。
また、前述されたように、例示的な実施形態では、例えばＬＩＭ等のキャリアを駆動する
リニアモータは、キャリア上の反応プレート／要素５１００を操作する、トラック内のフ
ォーサー４１２０Ｍ、４１２０Ｓにバイアスをかける。また、図５３を参照すると、代表
的なキャリア５０００およびキャリアの反応プレート５１００の概略底面図が示されてい
る。図５３に示されるキャリア上の反応プレート５１００の配置は、例示に過ぎず、別の
実施形態では、キャリア上の反応プレートは、いかなる他の適した配置を有してもよい。
別の実施形態では、反応プレートは、より多くてもより少なくてもよい。例示的な実施形
態では、反応プレート５１００は、キャリアの底面上に示されるが、別の実施形態では、
反応プレートは、キャリアのいずれかの他の所望の側面または部分に置かれてもよい。例
示的な実施形態では、ＬＩＭを画定するもの等、反応プレート５１００は、スチールまた
はアルミニウム等の金属から作製されてもよいが、いずれかの他の適した材料が使用され
てもよい。反応プレートの１つ以上は、以下に記載されるように、鉄鋼（磁気）材料から
作製されてもよい。別の実施形態では、反応要素は、リニアブラシレスＤＣモータの相巻
線等のモータ相巻線で動作するように配列された永久磁石を含んでもよい。キャリア上の
反応プレートは、トラック４１００Ｍ、４１００Ｓ内のフォーサー４１２０Ｍ、４１２０
Ｓに対応し、主またはサイディングトラックに沿う推進力を提供するプレート５１０２を
１つ以上含んでもよい。これは、図５４に概略的に図示される。反応プレート５１０２は
、１つのプレートとして図５３に概略的に示されるが、例えば図２０Ｃ、２０Ｄに示され
るような配置を有する、いかなる所望の数のプレートを含んでもよい。前述されたように
、トラック内のフォーサー４１２０（およびしたがってフォーサーセクション４１２０Ａ
、４１２０Ｃ、個々のセグメントの図５２、５４参照）および対応する反応プレート５１
０２は、キャリアならびにトラックに対して実質的に対称に配置されてもよい。別の実施
形態では、モータのフォーサーは、非対称であってもよい。
【０１０４】
　図５４に示される例示的な実施形態では、キャリア５０００は、適した空気ベアリング
４２００によって、トラック上に移動可能に支持される。図５４に示されるガス／空気／
液体ベアリングの分布は、例示に過ぎず、別の実施形態では、トラックからキャリアを安
定して支持する、いずれかの他の所望のガス圧力分布を提供するために、排気ポートが配
置されてもよい。別の実施形態では、トラックからキャリアを上げるために排気を行うガ
スポートがキャリア内に存在してもよい。前述されたように、その他の別の実施形態では
、キャリアとトラックとの間の起動支持体は、いかなる他の所望の種類であってもよく、
トラックセグメントまたはキャリアのいずれかの従属物であってもよい。空気ベアリング
４２００のガスポートおよび／またはキャリア上のガス衝撃エリアは、キャリアのトラッ
クに対する水平誘導を生じる合成方向力を生成するように構成されてもよい。理解され得
るように、ガスポートは、適したガスの供給源（図示せず）に連通可能に接続されてもよ
い。例示的な実施形態では、トラックセクションは、ガス供給元から流体ベアリングのガ
スポートにガスを送り込むためのガス導管を有してもよい。例えばトラック上のキャリア
が存在する場所に近接するガスポートを操作するために、適した弁調整および制御が含ま
れてもよい。制御は、能動的であってもよい（例えばセンサがキャリアの存在を特定し、
キャリアの動作が既知であるトラックセクションで操作されるガスポートのオン／オフを
切り替える）。
【０１０５】
　図５１～５２、および５４に示される例示的な実施形態では、トラック４１００Ｍ、４
１００Ｓは、キャリアがトラックを下方に進む際の移動を誘導するために、制御および誘
導システム４１３０を含んでもよい。誘導システム４１３０は、主およびサイディングト
ラック４１００Ｍ、４１００Ｓに沿って延在する非接触型システムであってもよい。例示
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的な実施形態では、トラックセグメントＡ、Ｃ、Ｄ、Ｌのそれぞれは、誘導システム４１
３０Ａ、４１３０Ｃの対応するセクション（図５２、５４参照）を含んでもよく、これら
は、セグメントが接合される場合、結合して実質的に連続するトラックの誘導システムを
形成してもよい。別の実施形態では、誘導システムは、トラックに独立して搭載可能であ
ってもよい。その他の別の実施形態では、誘導システムは、いかなる適した種類であって
もよく、例えばトラックの支持システムと一体化されてもよく（例えばトラックに沿って
移動するキャリアの配向および水平位置合わせを維持することを助長する、トラックまた
はその間のキャリア上のローラーもしくは車輪）、および／またはリニアモータと一体化
されてもよく（以下にさらに記載されるように）、および／またはキャリア支持体および
リニアモータから独立していてもよい。例示的な実施形態では、トラック４１００Ｍ、４
１００Ｓ内の誘導システム４１３０は、一般的に、トラック内のリニアモータのフォーサ
ー４１２０と実質的に平行に延在する誘導磁石トラック４１３０Ｍ、４１３０Ｓを備えて
もよい。誘導磁石トラックは、例えば、直列配置され、磁石トラックを形成する永久磁石
を備えてもよい。また、ＯＴ切り替え／接合部等のトラックの一部分も電磁石を含んでも
よく、切り替えるためにオン／オフが繰り返されてもよい。別の実施形態では、誘導には
、キャリア上に誘導力を生成することができる巻線をトラックセクション内のモータに提
供することが含まれてもよい。該誘導巻線は、リニアフォーサーに一体化されてもよく、
またはトラックに沿った推進力を提供するリニアフォーサーから分離され、独立していて
もよい。理解され得るように、トラック内の誘導フォーサーは、適した誘導プレート／要
素５１０４（キャリアをトラック４１００Ｍ、４１００Ｓに対する所望の水平位置に維持
するためのキャリア内の磁性体（例えば鉄鋼）または永久磁石等）と相互作用してもよい
。その他の別の実施形態では、キャリア上に誘導力を生成するための固定具がキャリア上
に搭載され、トラック内の固定子要素と動作し、キャリア誘導を行ってもよい。前述され
たように、例示的な実施形態では、トラックセグメントモジュールＡ、Ｃ、Ｄ、Ｌは、図
５２および５４に示されるように、誘導トラックの対応するセクション１４３０Ａ、１４
３０Ｌをそれぞれ有してもよい。例示的な実施形態では、トラックセクションＡ、Ｃ、Ｄ
、Ｌの誘導トラックセクション１４３０Ａ、１４３０Ｌは、フォーサー４１２０Ａに沿っ
て反対側に配置される、２つの誘導トラック４１３２、４１３４（例えば図５４参照）を
備えてもよい。示される誘導トラックの位置は、例示である。別の実施形態では、より多
いまたはより少ない誘導トラックがいかなる所望の位置に提供されてもよい。誘導トラッ
クと相互作用するキャリアの誘導プレート／要素は、以下に記載されるように、リニアモ
ータのその他のセクションの軸外（軸Ｘに対して）リニアモータ反応プレート５１０４Ｒ
、５１０６Ｒ、５１０４Ｌ、５１０６Ｌ（図５３参照）であってもよく、またはリニアモ
ータ反応プレートから独立した他の適した鉄鋼プレート／要素であってもよい。その他の
別の実施形態では、キャリアは、磁石要素を誘導してもよく、トラックは、トラック誘導
システムを画定するために、キャリア上の磁石と相互作用するように配置される鉄鋼／磁
性体トラックを有してもよい。また、誘導システムは、トラックに沿ったキャリアの移動
を制御するコントローラと通信可能に接続されたホール効果センサ、ＬＶＤＴ等の位置付
け／位置検知システム／デバイスも含んでもよい。位置付けシステム／デバイスは、前述
のように本明細書に組み込まれる米国特許出願第１１／２１１，２３６号に記載されるも
のと類似してもよい。一例として、主およびサイディングトラックに沿った位置付けフィ
ードバックもまた、ＬＩＭの適したホール効果センサによって提供されてもよい。
【０１０６】
　ここで再び図５２を参照すると、上記に記載されるトラックセグメントＣおよび代表的
な接合セグメントＢの概略平面図が示されている。バルク搬送機４１００のその他の接合
セグメントは、接合セグメントＢと概して類似する。例示的な実施形態では、接合セグメ
ントは、主およびサイディングトラック４１２０Ｍ、４１２０Ｓの両方にフォーサーセク
ションを有してもよい。また、例示的な実施形態では、セグメントＢは、切り替えリニア
モータのフォーサーセクション４１２５を有してもよい。理解され得るように、例示的な
実施形態では、主トラックおよびサイディングトラックのリニアモータから独立した独立
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型リニアモータは、以下に記載されるように、キャリアの主およびサイディングトラック
の切り替えを行うための接合部に置かれてもよい。例示的な実施形態では、切り替えリニ
アモータは、ＬＩＭであってもよく、ブラシレスＤＣモータ等のいかなる他の適したリニ
アモータが使用されてもよい。別の実施形態では、いずれかの他の適した電気的または機
械的切り替えシステムが使用されてもよい。図５２に見られるように、本実施形態では、
フォーサー４１２５（切り替えモータの）は、主およびサイディングトラックのフォーサ
ー４１２０Ｍ、４１２０Ｓからのオフセット位置に置かれてもよい。主トラックのフォー
サーセクションは、示されるように、サブセクション４１２２、４１２４、４１２６にさ
らに区分されてもよい。主トラックのフォーサーのサブセクション４１２２、４１２４、
４１２６は、示されるように、互いから物理的に分離されてもよく、またはコントローラ
によって互いから事実上分離され、切り替えＬＩＭフォーサー４１２５の向かいのセクシ
ョン４１２４が、その他の隣接する主トラックのＬＩＭフォーサーセクション４１２２、
４１２６から独立して電源を切ることができるようにしてもよい。図５２に示される、接
合セグメント上のフォーサーセクション４１２２、４１２５、４１２４、４１２６、およ
び誘導システムの構成は、例示に過ぎず、別の実施形態では、接合セグメントは、いかな
る他の所望の構成を有してもよい。図５２に見られるように、例示的な実施形態では、切
り替えフォーサー４１２５は、主およびサイディングトラックのフォーサーからサイディ
ングトラックが合流／分化する方向（例えば軸Ｘから左）にオフセットされてもよい。例
示的な実施形態では、切り替えフォーサー４１２５は、主トラックの方向（軸Ｘによって
示される）と概して平行に配置することができる１つの端部４１２５Ｍ、およびサイディ
ングトラックの局所方向（図５２に軸ｂによって示される）と概して平行に配置されても
よい別の端部４１２５Ｓを有してもよい。例示的な実施形態では、サイディング（軸ｂ）
の主トラックからの出口／入口の局所方向は、主トラックの移動方向（軸Ｘ）に対して鋭
角で配向される。したがって、理解され得るように、キャリアは、サイディングに移動す
る場合、軸Ｘに沿った運動量を利用して切り替えを行ってもよく、全体として軸Ｘに沿っ
た運動量を相殺しない場合がある（例えば主トラック上で停止しない場合がある）。別の
例示的な実施形態によると（図５２Ｃも参照）、接合セグメントは、切り替えガイド４１
３０Ｓ'（トラック４１３２Ｓ'、４１３４Ｓ"）を有して切り替えフォーサー（４１２５
）の位置に提供され、以下に記載されるモータＡ'を用いずに切り替えるために、進行軸
（例えば軸Ｘ）に沿ったキャリアの運動量を吸収することによって切り替えを行ってもよ
い。前述されたように、別の実施形態では、所望により、サイディングへの入口／出口と
主トラックの方向との間に角度が提供されてもよい。（例えば直交だが、その場合でも、
切り替えリニアモータの構成は、Ｘ方向の運動量を利用する）。図５２～５３に見られる
ように、例示的な実施形態では、切り替えＬＩＭフォーサー４１２５の端部４１２５Ｍは
、キャリアの反応プレート５１０４、５１０６の１つ以上で動作するように置かれてもよ
い（図５３も参照）。反応プレート５１０４、５１０６は、横方向（軸Ｙに沿って）にオ
フセットされてもよい。さらに、反応プレート５１０６Ｌ、５１０６Ｒも、キャリアの所
望の参照点（例えば中心）から長手方向（軸Ｘに沿って）にオフセットされてもよい。例
示的な実施形態では、反応プレートは、横軸Ｙに対して異なる角度α、βにある対角軸上
に置かれてもよい。別の実施形態では、キャリアは、より多いまたはより少ない反応プレ
ートを有する、いかなる他の所望の反応プレート配置を有してもよい。前述されたように
、反応プレート５１０４Ｌ、５１０６Ｌの１つ以上は、キャリアを主トラック４１００Ｍ
からサイディング４１００Ｓに切り替える（およびサイディング４１００Ｓ、セグメント
４１０２'のその他の端部で合流する接合部においてその逆も同様、図５１参照）ために
、切り替えフォーサー４１２５によって使用されてもよい。
【０１０７】
　図５２Ｂに最もよく見られるように、例示的な実施形態では、誘導磁石セクション４１
３０は、主トラックとサイディングトラックとの間で切り替えを行うように配置される。
図５２Ｂに見られるように、例示的な実施形態では、誘導磁石トラック４１３４（サイデ
ィングの入口に近接する側）は、切り替え誘導トラック４１３４Ｓ'（該側に対応する）
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の少なくとも一部分がトラック４１３４Ｍと合流するように割り込まれる。図５２Ｂに示
される誘導トラックの接合部分は、例示に過ぎず、別の実施形態では、トラックの接合部
分／インターチェンジは、いずれかの他の適した方法で配置されてもよい。対向する誘導
磁石トラック４１３２Ｍ（サイディングの入口の反対側）は、示されるように、対応する
切り替え誘導４１３２Ｓ'と合流する。例示的な実施形態では、誘導トラック４１３０Ｍ
、４１３０Ｓ'のそれぞれは、オン／オフに切り替えられる作動可能な磁場を備えるセク
ション４１３２Ｊ（図５２も参照）を含んでもよい。例えば、誘導トラックのセクション
４１３２Ｊは、例えば永久磁石を有する磁気チャックと類似する電磁石コイル、およびコ
イルを通過する電流が誘導磁石セクションの磁場を事実上オン／オフに切り替えることが
でき、したがってキャリアと誘導トラックとの間の誘導力を解放するように巻線の周囲に
配置されるコイルで構成されてもよい。別の実施形態では、作動可能な磁気セクションは
、いかなる他の所望の配置を有してもよい。理解され得るように、所望の誘導トラック４
１３２Ｍ、４１３２Ｓ'、４１３４Ｓ、４１３４Ｓ'の誘導磁石セクション４１３２Ｊは、
切り替えを行うために、「オン」および「オフ」に切り替えられ、例えばキャリアが主ト
ラック上を進み続ける場合、主誘導トラック４１３２Ｍ、４１３４Ｍは「オン」に切り替
えられ、切り替え誘導は「オフ」に切り替えられ、キャリアがサイディングに切り替えら
れる場合、切り替え誘導４１３２Ｓ'、４１３４Ｓ'は「オン」であり、主誘導は「オフ」
である。誘導磁石セクション４１３２Ｍ、４１３４Ｍを「オフ」に切り替えることによっ
て、もはや主トラックに保持されなくてもよいことから、キャリアが横方向（主トラック
外）に自由に動けるようになる。誘導磁石がキャリア内にある別の実施形態では、接合セ
グメントの誘導システムは、キャリアの磁石に相殺磁場を生成するのに適した巻線を含ん
でもよい。接合セグメントは、「オン」に切り替えられる際、キャリア（フォーサー４１
２５によって移動される）をサイディングトラック４１００Ｓに誘導する、一般的にサイ
ディングの入口（軸ｂ）と直線状に配置される作動可能／動作可能な１つ以上の誘導磁石
（図示せず）をさらに含んでもよい。これらの誘導磁石セクションは、キャリアが接合部
上を移動し、主トラック上を進みつづける場合、「オフ」に切り替えられてもよい。した
がって、一例として、キャリアを主トラックからサイディングに切り替えるために、例示
的な実施形態では、フォーサーセクション４１２４の動作が停止されてもよく、誘導磁石
セクション４１３２Ｍ、４１３４Ｍが「オフ」に切り替えられ、誘導４１３２Ｓ'、４１
３４Ｓ'内のスイッチが「オン」であってもよい。キャリアの運動量は、矢印ｂ（図５２
参照）の方向のキャリアの軌道を事実上サイディング上に偏向する、切り替え誘導を有す
るトラックに沿って移動してもよい。フォーサー４１２５（提供される場合）は、キャリ
アを主トラックからサイディングの入口に向かってさらに促してもよいが、例示的な実施
形態では、キャリアの運動量は、所望のサイディングトラック４１００Ｓに沿って運動を
継続するために、サイディングのフォーサー４１２０Ｓが対応する反応プレート５１０２
上で動作するまでキャリアをサイディングに移動するのに十分であってもよい。誘導磁石
トラック４１３０Ｓは、サイディングトラック４１００Ｓに沿ってキャリアを誘導するた
めに、キャリアの磁気要素を取得する。例示的な実施形態では、キャリアの切り替えは、
概して受動的な方法で達成されており、切り替えに位置フィードバックが採用されなくて
もよい。能動的切り替えのある別の実施形態では、キャリアを主からサイディングに切り
替え中の位置フィードバックは、誘導／位置付けシステムによって実行されてもよく、該
システムは、例えばキャリアが主トラック上にある場合に、切り替えＬＩＭフォーサーに
ハンドオフする前にキャリアの位置を取得するために配置されてもよく、キャリアが切り
替えＬＩＭを介して切り替わる間、位置フィードバックを継続し、サイディングトラック
ＬＩＭへのハンドオフを可能にする。このように、位置付けデバイスは、切り替え中の位
置フィードバックを可能にするために配置される、いかなる適した種類の連続または分散
デバイス（例えば光学、磁気、バーコード、基準ストリップ、レーザー／ビーム測距また
は高周波測距）であってもよい。
【０１０８】
　ここで、図５２Ａを参照すると、別の例示的な実施形態による、バルクトランスポータ
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の接合セグメントＢ'の別の平面図が示されている。本例示的な実施形態では、接合セグ
メントＢ'は、指示がない限り、図５２に示されるセグメントＢと類似する。図５２Ａで
は、明確化のために、誘導磁石トラックは図示されない。また、セグメントＢ'上の主ト
ラックのＬＩＭフォーサーセクション４１２０Ｍ'は、隣接するフォーサー４１２２'、４
１２６'から独立して電源を切ることができるサブセクション４１２４'を有してもよい。
本例示的な実施形態では、サイディングのＬＩＭフォーサー４１２０Ｂ'は、キャリアが
主トラック上にある場合に、キャリアの反応プレート５１０６Ｌ'上で動作できる（所望
により）ようにするために、主トラックに向かって十分に延在してもよい。これは、切り
替えを行うために置かれたキャリアの反応プレート５１０２'、５１０６Ｌ'（ファントム
で）を示す図５２Ａに図示される。トラックＬＩＭの反応プレート５１０２'は、例えば
主トラックのフォーサーセグメント４１２４'の上（および例えば隣接する「上流」主ト
ラックのフォーサー４１２２'、および反応プレートから離れて）に置かれてもよく、５
１０６Ｌ'は、サイディングのＬＩＭフォーサー４１２０Ｂ'と動作するように置かれても
よい。したがって、切り替えるために、主トラックセグメント４１２４'は電源が切られ
、サイディングのフォーサー４１２０Ｂ'は、エネルギーが供給され、キャリアをサイデ
ィングトラックに向けてもよい。サイディングから主トラックへの切り替えは、同様な方
法で達成されてもよい。別の実施形態では、主およびサイディングトラックのリニアモー
タは、ＤＣブラシレスモータまたは他のブラシレス鉄芯モータ等のいかなる適したリニア
モータであってもよい。別の実施形態では、永久磁石反応要素は、キャリア内にあっても
よく、その他の別の実施形態では、永久磁石は、トラックセグメント（キャリア内のコア
モータ）内にあってもよい。別の実施形態では、相巻線は、磁石とモータ芯との間の磁場
を相殺し、モータの磁石／鉄芯要素の相互作用によって提供される誘導を削除し、あるト
ラックから別のトラックにキャリアを切り替えられるようにするために、所望により、ト
ラック（図２０Ａ、２０Ｂに示されるものと同様な方法で）またはキャリアのいずれかの
中に置かれてもよい。
【０１０９】
　ここで、再び図５１を参照すると、例示的な実施形態では、１つ以上のトラックセグメ
ントＬは、エリアＩを有してもよく、そこで接合セクション４２００のロボット等によっ
てキャリアがトラックから持ち上げられてもよい。理解され得るように、リフトエリアＩ
内の誘導磁石トラック４１３０Ｓは、図５２に示されるセクション４１３２Ｊと類似する
作動可能な磁場を有するセクションとともに提供されてもよい。別の実施形態では、相巻
線は、キャリアをトラックによる捕獲から「解放」し、トラックからのキャリアの持ち上
げの容易化を促進するために、トラックまたはキャリアのいずれかの中の磁石と、トラッ
クまたはキャリアのいずれかの中のリニアモータの鉄芯もしくは鉄鋼反応プレートである
磁性体との間の磁場を相殺するために、提供されてもよい。
【０１１０】
　再び図５３を参照すると、例示的な実施形態では、１つ以上のキャリア５０００は、キ
ャリア列内の１つ以上のキャリアを互いに連結するための連結具５２００を有してもよい
。連結具は、連結または解放するためにコントローラに動作可能に接続されてもよい磁気
連結具等、いかなる適した種類のものであってもよい。別の実施形態では、キャリア間連
結は、例えば機械的連結であってもよい。連結具５２００は、図５３に概略的に示される
が、別の実施形態では、キャリアの所望の位置に置かれてもよい。キャリア間連結は、バ
ルク搬送機４１００による搬送中に、２つ以上のキャリアを互いに繋ぐために使用されて
もよい。理解され得るように、これは、繋がれたキャリアの１つ以上が列の機関となるこ
とを可能にし、一方、列中の他のキャリアは、受動的であってもよい。図５１は、例示的
な実施形態による、キャリアの列を示す。理解され得るように、繋がれる間、繋がれたキ
ャリアはまとめられ、列中の「機関」キャリアの移動を制御することによって、すべての
キャリアが移動できるようにする。これは、コントローラの負荷を大幅に低減する可能性
がある。列中の任意のキャリアの位置情報は、キャリアの列中（例えば「機関」キャリア
基準）の、制御された相対的に望ましいレフェレンスに登録されてもよい。したがって、
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所望のコントローラは、列として移動する場合、それぞれのキャリアの個々のキャリアの
移動を追跡することなく、所望のキャリアを特定し、所在を確認してもよく、列中の任意
のキャリアの個別制御の開始を所望する場合、コントローラは、トラック上の列の位置お
よび列上の所望の参照に対する任意のキャリアの位置を検索し、トラック上のキャリアの
概略位置を特定してもよい。トラック位置付けシステムを用いて、高精度な位置付けを行
ってもよい。別の実施形態では、キャリアの列から分断する際の位置付けは、いかなる他
の所望の方法で行われてもよい。理解され得るように、列中のいずれかのキャリアが機関
キャリアであってもよい。所望の運転パラメータを支持するために、キャリアの列の機関
の位置付けが確立されてもよい。さらに、機関の位置は、機関キャリアの動作を停止し、
列中の別のキャリアを機関となるように起動することによって、切り替えられてもよい。
【０１１１】
　ここで、図５５を参照すると、さらに別の例示的な実施形態による、搬送システムＡ４
０００の概略端部正面図が示されている。図５５に示される例示的な実施形態では、搬送
システムの配置は、例示に過ぎず、別の実施形態では、搬送システムは、いかなる他の適
した配置を有してもよい。図５５に示される例示的な実施形態では、搬送システムＡ４０
００は、前述され、図５１に図示される搬送システム４０００と概して類似する（類似機
構には、類似番号が付けられている）。搬送システムＡ４０００は、一般的に、高速バル
クまたは大量搬送セクションＡ４１００および接合セクション４２００を含んでもよい。
高速大量搬送セクションＡ４１００は、高速大量搬送通路Ａ４１０２を１つ以上（例示目
的のために、図５５に図示される実施形態では、２つの通路が示される）有してもよい。
例示的な実施形態では、大量搬送通路Ａ４１０２は、ＦＡＢ内のキャリアＡ５０００を大
量搬送できるように、前述されたものと同様の方法等で構成されてもよい。また、例示的
な実施形態では、大量搬送セクションＡ４１００の大量搬送通路Ａ４１０２は、通路を進
行するキャリアを、実質的に等速（少なくとも通路のいくつかの部分で）で通路の進行方
向に搬送するように配置されてもよい。大量搬送セクショの通路は、前述されたものと同
様な方法で互いに接続されてもよい。図５５に示される例示的な実施形態では、接合セク
ションＡ４２００は、例えば、前述され、図５１に示される接合セクション４２００と概
して類似してもよい。例示的な実施形態では、接合セクションＡ４２００は、大量搬送機
と処理ツールとの間のキャリアを接合することができる。接合セクションＡ４２００は、
一般的に、シャトリングセクションＡ４２０２およびストレージセクションＡ４２０４を
有してもよい。前述されたように、ストレージセクションＡ４２０４は、多数の処理ツー
ルのためのキャリアを保管または緩衝するためのストレージ位置Ａ４２０４Ａを有して配
置されてもよい。ストレージ位置Ａ４２０４Ａは、処理ツールのキャリアを効率的に緩衝
するために、いかなる所望の方法で配置されてもよい。シャトリングセクションＡ４２０
２は、ストレージセクションＡ４２０４のストレージ位置と処理ツールの積載接合部分（
例えば積載ポート）との間のキャリアを接合できる、多数のフィーダロボットＡ４２０２
を有してもよい。例示的な実施形態では、搬送システムＡ４０００は、例えば実質的に等
速でバルク搬送セクション通路Ａ４１００および接合セクションＡ４２００を搬送されて
いるキャリアＡ５０００を接合することができる、搬送機ハンドオフセクションＡ４３０
０を有してもよい。したがって、例示的な実施形態では、搬送システムＡ４０００は、通
路を進行するキャリアが実質的に等速で搬送される搬送システムの通路の一部分でさえ、
非同期搬送システムであってもよい。例示的な実施形態では、搬送機ハンドオフセクショ
ンＡ４３００は、キャリアが実質的に等速で進行する搬送通路Ａ４１０２からキャリアが
搬送システムＡ４０００によって搬送されている間、キャリアの搬送速度決定動作を事実
上分断できるようにする。
【０１１２】
　さらに図５５を参照すると、大量またはバルク搬送セクションの通路Ａ４１０２は、い
かなる所望のバルクコンベヤシステムを備えてもよい。ここで、図５５Ａを参照すると、
図示される例示的な実施形態では、大量搬送セクションＡ４１００の通路Ａ４１０２は、
例示目的のみのために、ベルトまたはリボンコンベヤＡ４１０３として示されている。理
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解され得るように、ベルトコンベヤＡ４１０３は、キャリア支持体または運搬面Ａ４６０
４を有し、搬送するために、キャリアＡ５０００がベルトＡ４１０３から（またはその上
に）支持される。また、理解され得るように、ベルトＡ４１０３、およびしたがってその
キャリア運搬面（ベルトによって画定される、またはベルトに従属する）は、実質的に一
定の搬送速度で通路の搬送方向（図５５Ａに矢印Ｘで示される）に沿って移動してもよい
。別の実施形態では、大量搬送システムセクションの通路に沿ってキャリアを輸送するた
めの輸送システムは、いかなる所望の構成であってもよい。例えば、通路は、前述された
ようなソリッドステートのコンベヤシステムを有してもよく、または機械的に定められる
輸送手段（ローラー、流体ベアリング等）を有してもよい。その他の別の実施形態では、
通路は、自動または半自動運搬車のためのトラックであってもよい。通路の輸送システム
は、システムによって運搬されるキャリアが実質的に等速で運搬されるように、または所
望により運搬速度が可変となるように、操作可能となるよう構成されてもよい。結果的に
、搬送機ハンドオフセクションは、輸送システムによって搬送されるキャリアの搬送速度
決定動作から独立して、実質的に一定な搬送速度を維持するために、所望の通路の輸送シ
ステム（またはその一部分）を操作することを可能にする。
【０１１３】
　図５５Ａに示される例示的な実施形態では、大量搬送セクション通路Ａ４１０２は、処
理ツールのオーバーヘッドに置かれるオーバーヘッドシステムとして示されている。別の
実施形態では、大量搬送セクション通路は、ツールおよびツールの積載接合部分ＬＰに対
して、いかなる所望の高度に置かれてもよい。図５５、５５Ａ～５５Ｃに示される例示的
な実施形態におけるキャリアＡ５０００は、代表的なものである。キャリアＡ５０００は
、前述され、図３６Ａ～３６Ｂに示されるキャリア２０００と類似してもよい。例示的な
実施形態では、キャリアＡ５０００は、一般的に、上部接合セクションＡ５００２（例え
ば、一般的にキャリアの上方または上からキャリアが接合および嵌合できるように配置さ
れる）および下部接合セクションＡ５００４（例えば、一般的にキャリアの下方または下
からのキャリアの接合および嵌合を提供するように配置される）を有してもよい。キャリ
アは、前述されたような側面開口型、上面開口型、または底面開口型であってもよい。別
の実施形態では、キャリアは、キャリアを搬送システムおよび処理ツールの積載接合部分
に接合するための接合／嵌合面（例えば側面嵌合）のいかなる所望の配置を有してもよい
。図５５に示される例示的な実施形態における処理ツールの積載接合部分ＬＰは、代表的
なものである。例示的な実施形態では、積載接合部分ＬＰは、キャリアの下側接合セクシ
ョンＡ５００４と接合するように配置されてもよいが、別の実施形態では、ツール積載接
合部分は、キャリアのいかなる所望の側面上の補完キャリア嵌合機能と嵌合するように構
成されてもよい。図５５に図示される搬送システムＡ４０００に対するツール積載接合部
分ＬＰの位置は、例示に過ぎず、別の実施形態では、ツール積載接合部分は、搬送システ
ムと所望の関係で置かれてもよい。図５５、５５Ａに図示される例示的な実施形態では、
大量搬送セクションの通路Ａ４１０２のコンベヤシステムは、キャリアＡ５０００の上部
接合セクションＡ５００２と嵌合するように配置されたキャリア支持体Ａ４１０４を有し
てもよい。図５５、５５Ａに示されるキャリア支持体の構成は、代表的なものであり、キ
ャリア支持体は、搬送中にコンベヤからキャリアを解放可能に捕獲し、保持するために、
キャリア上部接合部分Ａ５００２の嵌合機能を補完し、それと動作可能である、いかなる
適した構成を有してもよい。例示的な実施形態では、キャリアＡ５０００は、実質的に通
路の下に吊り下げられた通路Ａ４１０２のコンベヤによって運ばれてもよい。キャリア下
部接合部分Ａ５００４は、通路Ａ４１０２上で搬送中、アクセス可能（キャリアの下また
は横等から）であってもよい。別の実施形態では、通路のコンベヤ上のキャリア支持体は
、輸送中に、キャリアのいずれかの所望の側面または表面上でキャリアと嵌合し、支持す
る（例えばコンベヤは、キャリア底面と嵌合または接合してもよい）ためのいかなる所望
の構成を有してもよい。
【０１１４】
　さらに図５５を参照すると、前述されたように、搬送システムの接合セクションＡ４２
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００は、前述され、図４１～図４６および図５１に示される接合システム３２００、３３
００、４２００と概して類似するオーバーヘッドガントリーシステムであってもよい。接
合システムＡ４２００は、シャトルおよびフィーダロボットＡ４２０２によって縦走され
る、選択可能に可変の数のトランスポータ進行平面（ガントリーＡ４２０１によって画定
されるもの等）を有してもよい。また、前述されたように、別の実施形態では、接合シス
テムは、いかなる他の所望の構成を有してもよい。例示的な実施形態では、ガントリーＡ
４２０１およびストレージ位置Ａ４２０４は、大量搬送セクションの通路Ａ４１０２間に
ネスト化されてもよい。フィーダロボットＡ４２０４は、キャリアＡ５０００にキャリア
上部接合部分Ａ５００２から嵌合し、キャリアを上方から支持するように構成されてもよ
い。シャトル（図示せず）は、キャリアを上方または下方から支持してもよい。別の実施
形態では、接合セクションのロボットおよびシャトルは、いかなる適した配置を有しても
よい。前述されたように、大量搬送セクションＡ４１００と接合セクション４２００との
間のキャリアのハンドオフは、以下にさらに記載されるように、ハンドオフセクションＡ
４３００で実行されてもよい。
【０１１５】
　図５５及び図５５Ａに最もよく見られるように、ハンドオフセクションＡ４３００は、
一般的に、大量搬送通路に沿って搬送されるキャリア（実質的に一定の通路の搬送速度等
で）にアクセスし、それを捕獲し、キャリアを通路から分断し、接合セクションＡ４２０
０のロボット／シャトルがキャリアにアクセスできるドロップステーションにキャリアを
置くことができる、キャリッジ表面を有する。ここで、図５５Ｂ～５５Ｄも参照すると、
例示的な実施形態では、ハンドオフセクションＡ４３００は、多数のキャリアＡ４３０２
（例示目的のために、１つが示されている）を有してもよい。図に見られるように、キャ
リッジＡ４３０２は、搬送速度で通路上を搬送される際に、キャリアと位置合わせ配置が
可能な運搬車またはいずれかの他の適した輸送メカニズムもしくはシステムであってもよ
い。したがって、キャリッジＡ４３０２は、キャリアとのキャリッジ連結およびキャリア
の大量搬送輸送支持体Ａ４１０４からの分断を可能にするのに十分な距離だけ、通路の搬
送方向（矢印Ｘによって示される）に進行可能であってもよい。例示的な実施形態では、
キャリッジＡ４３０２は、トラックまたは通路Ａ４３０４に乗っている運搬車として概略
的に図示される。トラックＡ４３０４は、大量搬送セクションの通路Ａ４１０２の下に置
かれてもよい（図５５も参照）。例えば、トラックＡ４３０４は、ハンガーでオーバーヘ
ッドから吊り下げられてもよい。また、示される例示的な実施形態では、トラック、およ
びその上のキャリッジＡ４３０２も、接合部分セクションの下に位置される。前述された
ように、別の実施形態では、ハンドオフセクションのキャリッジは、いかなる他の適した
構成を有してもよい。理解され得るように、例示的な実施形態では、ハンドオフセクショ
ンの配置は、例えば、通路の分離部分にある通路上のキャリアにキャリッジがアクセスで
きるようにする。ハンドオフセクションは、通路の適切なセクションに分布されてもよい
。図５５Ｄに最もよく見られるように、キャリッジＡ４３０２は、キャリア接合部分Ａ４
３０６を有してもよく、これによって通路上のキャリアと嵌合し、捕獲してもよい。キャ
リッジＡ４３０２のキャリア接合部分Ａ４３０６は、いかなる適した配置を有してもよい
。例示的な実施形態では、キャリア接合部分Ａ４３０６は、例えばキャリアの下部接合部
分Ａ５００４（図５５Ａ参照）と嵌合するための嵌合機能を有してもよい。例えば、キャ
リッジ接合部分Ａ４３０６は、キャリアの運動学的連結機構を補完し、嵌合された場合に
結果として嵌合時の受動的な位置合わせおよびキャリアとキャリッジとの間の安定した受
動的な固定を生じる運動学的連結機構を有してもよい。別の実施形態では、キャリッジ接
合部分は、キャリアを捕獲するためのいずれかの他の所望の受動的または能動的な連結も
しくは嵌合システム（例えばクランプ磁気チャック等）を有してもよい。図５５Ｂに見ら
れるように、キャリッジＡ４３０２はキャリッジＡ４３０２のキャリア接合部分Ａ４３０
６が連結されるようキャリアＡ５０００と十分に位置合わせされるように、トラックＡ４
３０４上に支持されてもよい。理解され得るように、キャリッジトラックＡ４３０４は、
キャリッジＡ４３０２が通路Ａ４１０２の進行速度と一致するように加速し、通路によっ
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て搬送される所望のキャリアＡ５０００と並び、捕獲し、キャリアを通路支持体Ａ４２０
４から解放するのに十分であってもよい。例示的な実施形態では、キャリッジトラックＡ
４３０４は、キャリッジが例えばドロップオフステーションＤＳで接合システムＡ４２０
０にハンドオフするために、所望の速度に減速するのに十分であってもよい。例示的な実
施形態では、ドロップオフステーションＤＳの位置は、選択的に可変（ハンドオフセクシ
ョントラックＡ４３０４に沿って等）であってもよいが、静止していてもよい。別の実施
形態では、キャリッジは、永久ループトラック上等、通路の進行速度と実質的に一致する
速度で移動するトラック上に配置されてもよい。
【０１１６】
　図５５Ａ及び図５５Ｄに最もよく示されているように、例示的な実施形態では、ハンド
オフセクションＡ４３００のキャリッジ表面は、通路上のキャリアに近接し、キャリアを
通路支持体から積載／積卸するために、Ｚ方向における移動を有してもよい。図示される
例示的な実施形態では、キャリッジは、キャリッジ接合部分Ａ４３０６をＺ方向に駆動す
ることができる、適したＺ駆動部（主ネジ、空圧、電磁石等）を有して提供されてもよい
。
【０１１７】
　したがって、および一例として、通路からキャリアを積卸するために、キャリッジ接合
部分Ａ４３０６は、キャリアの接合部分Ａ５００４（キャリッジとキャリアが１直線に並
ぶ）と接触するために上げられてもよい。キャリアの接合部分は、例えばキャリアを連結
した後、キャリアＡ５０００を通路（一例として通路支持体からのキャリアの解放を促進
するために、通路に対するキャリッジの進行速度は、速める／遅らせる等、可変であって
もよい）から解放するために、さらに上げられてもよい。通路から解放されるキャリアは
、通路によって運搬されるキャリアがキャリアの搬送エンベロープを取り除くために、キ
ャリッジＡ４３０２によって下げられてもよい。ハンドオフセクションＡ４３００による
キャリアの通路上への積載は、実質的に類似するが、反対の方法で達成されてもよい。別
の実施形態では、キャリッジ接合部分のＺ方向移動は、支持トラックがＺ駆動部またはリ
フトを有する、または通路上のキャリアと接触させるためにキャリッジを上げるおよび下
げる、上下するランプ等の可変の高さのキャリッジに対する支持表面を有する等、いずれ
かの他の所望の方法で行われてもよい。その他の別の実施形態では、キャリアとキャリッ
ジを閉締するための軸に沿った移動は、通路またはキャリアの適した駆動部もしくは他の
変位手段によって行われてもよい（例えば通路支持体は、Ｚ軸駆動部を有してもよい）。
さらに他の別の実施形態では、ハンドオフセクションによってキャリアと通路の連結およ
び分断のためにキャリアとキャリッジを閉締する移動軸または閉締軸は、いかなる所望の
方向（地面基準座標系に対して）であってもよい。
【０１１８】
　図５５及び図５５Ｂ～Ｃに最もよく示され、前述されたように、ハンドオフセクション
Ａ４３００は、例えば接合セクションＡ４２００のロボットＡ４２０２によってアクセス
可能に配置されるドロップステーションＤＳを有する。例示的な実施形態では、ドロップ
ステーションＤＳは、大量搬送セクションの通路およびその上を搬送されるキャリアの搬
送エンベロープＴＥは、Ｙ軸等（別の実施形態では、オフセットは、いずれかの所望の軸
に沿ってもよい）にオフセットされてもよい。一般的に、通路によって定義される長手方
向からの横方向オフセットと称される場合がある、ドロップステーションＤＳ（図５５Ｂ
～５５Ｃに最もよく見られる）のオフセットは、接合セクションＡ４２００から上部キャ
リア接合部分Ａ５００２へのアクセスを容易にする。また、例示的な実施形態では、キャ
リアの上部接合部分Ａ５００Ｎは、キャリアがキャリッジＡ４３０２によってドロップス
テーションＤＳに置かれる場合、キャリッジが別のキャリアの接合部分Ａ５００２でキャ
リアと接合するために、接合セクションＡ４２００によって自由に嵌合されてもよい。し
たがって、例示的な実施形態では、キャリアは、掴み／配置行動の干渉なく、キャリッジ
Ａ４３０２と接合セクションのロボットＡ４２０２との間を直接移送されてもよい。別の
実施形態では、キャリアをストレージ位置に置くために、ハンドオフシステムのキャリッ
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ジが配置されてもよく、接合セクションがストレージ位置からキャリアにアクセスしても
よい。その他の別の実施形態では、ハンドオフセクションのキャリッジおよび接合セクシ
ョンのロボットは、共通接合部分でキャリアを接合してもよい。例示的な実施形態では、
キャリアへの上面アクセスは、接合セクションがドロップステーションＤＳからキャリア
を接合するために、フィーダロボットＡ４２０２を採用できるようにする。別の実施形態
では、ハンドオフセクションのドロップステーションは、接合セクションがドロップステ
ーションでキャリアにアクセスし、接合できるようにするために、搬送エンベロープから
いずれかの適した方向にオフセットされてもよい。
【０１１９】
　図５５Ｂ～５５Ｃに最もよく見られるように、例示的な実施形態では、キャリアＡ５０
００は、キャリッジＡ４３０２によってドロップステーションから、またはそこへ移動さ
れてもよい。一例として、キャリッジは、キャリッジがキャリアをドロップステーション
に移動できるようにする、適したＹ駆動部（駆動部は、キャリッジまたは少なくともキャ
リアを接合／支持する部分にオフセット方向における移動自由度を提供するために所望さ
れるものであってもよい）を有してもよい。一例として、キャリッジ接合部分Ａ４３０６
は、Ｙ方向に移動可能な可動式支持体上にあってもよい。別の実施形態では、キャリアを
有するユニット等のキャリッジは、キャリアをドロップステーションに移動するために、
Ｙ方向に移動可能であってもよい。さらに他の実施形態では、トラックは、トラックに沿
って進行するキャリッジがドロップステーションに誘導されるように、搬送エンベロープ
から離れている曲がり（例えば永久ループ）等を有する形であってもよい。
【０１２０】
　ここで、また図５６～５６Ａを参照すると、別の例示的な実施形態による、代表的な搬
送システムＡ４０００'の概略平面図および正面図がそれぞれ示されている。図５６～５
６Ａに図示される例示的な実施形態では、搬送システムＡ４０００'は、前述された搬送
システムＡ４０００と実質的に類似する（類似機構には、類似番号が付けられている）。
搬送システムＡ４０００'は、一般的に、多数の通路Ａ４１０２'を有する大量搬送セクシ
ョンＡ４１００'、接合セクションＡ４２００'（例示目的のために、ガントリーとして図
示される）、および大量搬送機と接合部分セクションとの間でキャリアＡ５０００'をハ
ンドオフし、所望の大量搬送セクションの通路によって搬送されるキャリアが実質的に一
定の進行速度を維持できるようにするためのハンドオフセクションＡ４３００'を有する
。例示的な実施形態では、ハンドオフセクションＡ４３００'のドロップステーションＤ
Ｓ'と通路Ａ４１０２'の搬送エンベロープＴＥ'との間の分離またはオフセット（搬送エ
ンベロープの外側で搬送速度を決定するキャリアの動作／行動を実行できるようにする）
は、通路Ａ４１０２'の方向変更によって行われてもよい。図５６に最もよく見られるよ
うに、例示的な実施形態では、通路は、互いに対して異なる方向を有するセクションＡ４
１０２Ａ'、Ａ４１０２Ｂ'、Ａ４１０２Ｃ'を有してもよい。例えば、これは、シャント
／バイパスセクションの交差点、通路の端部セクション（図２９Ａ～２９Ｂ、および図５
１も参照）で行われてもよい。また、図５６に示される実施例のもののように、異なる方
向を有する通路セクションＡ４１０２Ａ'、Ａ４１０２Ｂ'、Ａ４１０２Ｃ'は、大量搬送
システムの通路からキャリアを積載／積卸することが望ましいＦＡＢ領域内に提供されて
もよい。図５６に示される例示的な実施形態では、通路セクションＡ４１０２Ａ'、Ａ４
１０２Ｂ'、Ａ４１０２Ｃ'の配置は、一般的に２つの曲がりを画定し、それらのそれぞれ
は、ドロップステーションＤＳを設置するために搬送エンベロープＴＥ'とハンドオフセ
クションとの間の所望の分離を提供するのに十分な寸法である。前述されたように、示さ
れる通路セクションの方向および配置は、例示に過ぎない。例示的な実施形態では、それ
ぞれのセクションは、ハンドオフセクション部分Ａ４３００'を有し、これは、互いおよ
び前述され、図５５Ａ～５５Ｄに示されるハンドオフセクションＡ４３００と実質的に類
似してもよい。それぞれのハンドオフセクション部分Ａ４３００'は、通路Ａ４１０２'か
らキャリアＡ５０００'を積載／積卸する（前述されたものと同様な方法で）ために配置
されるキャリッジおよび縦走トラックＡ４３０４'（図５６Ａも参照）を有してもよい。
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それぞれのハンドオフセクション部分Ａ４３００Ｄ'は、キャリアのためのドロップステ
ーションＤＳ'を有してもよい。例示的な実施形態では、ドロップステーションＤＳ'は、
トラックＡ４３０４'と実質的に一列であってもよい（図５６のいくつかの下流または上
流の通路の搬送エンベロープＴＥ'とともに）。例示的な実施形態では、ハンドオフセク
ションのある部分Ａ４３００、Ａ４３００Ｂは、キャリアを通路から積卸するために使用
されてもよく、その他の部分は、キャリアを通路に積載するために使用されてもよい。一
例として、部分Ａ４３００'は、接合し、通路セクションＡ４１０２Ａ'からキャリアを掴
んでもよい。積卸されたキャリアＡ５０００'は、接合セクションＡ４２００'にハンドオ
フするために、例えばトラックＡ４３０４'の端部に位置するドロップステーションＤＳ'
に持ち込まれてもよい。通路上に積載するキャリアは、ハンドオフするために、接合セク
ションＡ４２００'によって部分Ａ４３００Ｂ'のドロップステーションＤＳＢ'に持ち込
まれてもよい。ハンドオフセクション部分Ａ４３００Ｂ'は、次いでキャリアを移動し、
通路セクションＡ４１０２Ｃ'と搬送速度および方向を合わせ、キャリアを通路に積載す
る。別の実施形態では、ハンドオフセクションのそれぞれの部分は、キャリアを通路に／
通路から積載および積卸可能であってもよく（例えばトラックは、通路に対してキャリア
を積載または積卸するのを支持するために置かれる複数のドロップステーションを有して
もよく、および／またはキャリッジは、積載および積卸の両方を行うために、トラックに
沿って循環してもよい。したがって、搬送システムＡ４０００'は、非同期であってもよ
い。
【０１２１】
　工場自動化は、例えばそれぞれのウェハのプロセス全体にわたり、計画を立て、スケジ
ュールを組み、追跡するために、ウェハ識別表示を使用する。ＩＤは、機械読み取り可能
であり、ホストサーバ上のデータベースで管理される。データベース内のウェハ識別表示
は、ウェハの破損、装置の停止状況またはソフトウェアのエラーから影響を受ける。した
がって、これを克服するために、それぞれの処理ツールで繰り返される読み取りステップ
が使用されてもよい。ウェハの機械読み取りは、典型的に、例えばキャリアが積載され、
ウェハが取り出され、次いで配向された後に行われてもよい。ＩＤは、検証のためにホス
トに報告され、次いで認証後に処理が開始される。従来的に、不正なウェハが積載される
場合、特定するためにかなりの時間を浪費しなければそれが分からない。さらに、ツール
がエラーのために停止する場合、ウェハを取り出し、キャリア／データベースに再入力す
る必要があり、人的エラーの可能性を生み出す。キャリアは、ウェハＩＤ'を格納するこ
とができ、積載ポート内に含まれ、それによって読まれる、搭載された書き込み可能なデ
ータタグを所有してもよい。前述された例示的な実施形態によるキャリアは、積載ポート
でキャリアの書き込み可能なＩＤタグとウェハＩＤ'をインターロックする、インターロ
ックを有してもよい。キャリア上の書き込み可能なＩＤタグは、外部デジタルＩ／Ｏ信号
を盛り込む。信号は、ポッドドアの取り外しを検出することができるセンサに直結される
。センサは、光学的、機械的、音響的、容量的なもの等のいかなる適した種類のものであ
ってもよい。一例として、ポッドシェルおよびポッドドアの両方の上の導電性パッドを低
電圧信号ラインが通り抜けてもよい。ドアが閉締され、電圧の流れが終了する場合、パッ
ドは、局部接触する。ドアが取り外される際、電圧の流れが遮断され、キャリアＩＤタグ
に信号が作製される。
【０１２２】
　一例示的な実施形態に従い、ソフトウェアインテグリティタグおよびドアが開口された
かどうかを検出するための方法に加えて、ウェハ読み取り方法を導入する。例えば、イン
テグリティタグは、ウェハが積載され、ドアがポッドに固定された後に、書き込み可能な
キャリアＩＤに書き込まれる。ポッドが次のツール積載ポートに到着した際、タグは、イ
ンテグリティタグとともに読まれる。インテグリティタグが有効な場合、ウェハＩＤ'は
、改ざんされておらず、有効であると考えられる。インテグリティタグが無効な場合、あ
る時点でドアが取り外されており、ウェハＩＤの正確性に疑いがある。この情報に基づき
、ホストは、完全性を検証するために、ツールでのウェハの読み取りを強制する。
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【０１２３】
　別の例示的な実施形態によると、一体型ウェハＩＤリーダは、積載ポートに提供されて
もよい。リーダは、サイクル時間を最小化するために、連続ドア開口中に、ＩＤ'を読み
取ることができるように配置される。本実施形態は、処理ツール内の方法と比較し、サイ
クル時間が低減されるという利点を有し、また、処理ツールホスト通信から分離して検証
スキーム全体を実行することができる。
【０１２４】
　別の例示的な実施形態によると、キャリア内のそれぞれのウェハスロットに対する専用
アルファベット数字ディスプレイがキャリアに付け加えられてもよい。一体化されたディ
スプレイは、キャリア内の実際のウェハＩＤと相互に関係する。文字高さは、操作者と天
井に取り付けられたストレージネストとの間の距離と同様の離れた距離から読むために十
分大きくてもよい。本実施形態では、ディスプレイは、ＩＤインテグリティを図式的に示
す。インテグリティタグが無効な場合、異なる文字または色でディスプレイ上に図式的に
示される。
【０１２５】
　さらに別の例示的な実施形態に従って、外部ウェハＩＤリーダを統合する。外部ウェハ
ＩＤリーダは、例えば、ＡＭＨＳシステム内の積載ポートおよび処理ツールの外部に置か
れてもよい。疑わしいウェハＩＤ'を有するキャリアは、外部リーダに積載され、検証さ
れる。一度動作が完了すると、ドアが固定され、書き込み可能なキャリアＩＤにインテグ
リティタグが書き込まれる。ここで、キャリアは、最終目的地であるストレージ／積載ポ
ート位置に移動される。これは、ツール処理時間と連続というよりは、ウェハキャリアの
待ち時間と平行して実行されるという利点を有する。さらに、外部リーダは、ウェハ配向
方法を組み込むことができる。
【０１２６】
　ここで図５７を参照すると、またさらに別の例示的な実施形態によるキャリアドアの概
略正面図が示される。図５７に図示される例示的な実施形態のキャリアドアは、別段の記
載がない限り、前述された図で示される例示的な実施形態のキャリアに類似していてもよ
い。キャリアドアは、例えば、従来の円形あるいは円筒形状または周辺（例えば、図３６
Ｃのキャリア２０００に類似）を有しても良いが、代替の実施形態では、キャリアは、１
つ以上のフラット周辺側部を伴うものなどの、任意の他の所望の形状を有してもよい。以
下にさらに記載されるように、シェルにおけるウェハ（または他のワークフィールド）開
口部を閉じ、キャリア内部を絶縁させるためにキャリアシェル６０６０に取り外し可能に
連結される、キャリアドア６０７０は、キャリア６０００の底部にあるように、例示目的
でのみ示される。代替の実施形態では、キャリアドアは、キャリアの任意の他の側部また
は表面に位置してもよい。前述のように、キャリアは、金属（鉄を含まない）材料、また
は熱可塑性プラスチック材料などの非金属材料から作られてもよい。
【０１２７】
　前述のように、キャリアドア６０７０が閉じられる際、ドア６０７０およびシェル６０
６０は、以下にさらに記載されるように、キャリアドアとシェルとの間の接合部分で、封
止６０８０を形成し、キャリアの内部を外側雰囲気から絶縁させる。キャリアドア６０７
０は、本シェル６０６０にラッチされてもよく、ラッチシステム６０７２によって、十分
に安定してシェルに対してドアを保持し、キャリアの所望の搬送を可能にする。ラッチシ
ステム６０７２は、例示的な実施形態では、実質的に、ソリッドステート（すなわち、実
質的に移動するパーツを伴わない）であるが、代替の実施形態では、ラッチシステムは、
ソリッドステート作動と、さらに機械的に作動するパーツを有してもよい。図５７に示さ
れる例示的な実施形態では、ラッチシステム６０７２は、磁気ラッチシステム６０７４を
含んでもよい。磁気ラッチシステム６０７４は、概して、磁石セクションまたはフィール
ドセクション６０７４Ｍおよびフィールドセクションと反応する反応型セクションまたは
プラタンセクション６０７４Ｒを有してもよく、ラッチ力を形成し、シェルにラッチされ
るようにドアをラッチする。例示的な実施形態では、磁石セクション６０７４Ｍは、キャ
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リアシェルのウェハ開口部で、実質的に一様に分散される磁気フィールドを生成するため
に、実質的にコンテナシェルの周辺の周り、または、例えば、シェル接合部分へのドアの
周辺で、分散されてもよい。例示的な実施形態では、磁気セクション６０７４Ｍは、柔軟
な（すなわち、多極の）磁石ストリップまたはリボンによって形成されてもよい。柔軟な
磁石ストリップは、概略的に図５７Ａに図示される。代替の実施形態では、磁石セクショ
ンまたはソリッドステートラッチシステムは、任意の他の適した方法で形成されてもよい
。磁石セクションは、連続的またはセグメント化されていてもよく、任意の所望の形状を
形成するためにキャリア上に取り付けされてもよい。図５７Ａに示される例示的な実施形
態では、多極磁石は、弾性または柔軟性であってもよい柔軟な非磁気材料（例えば、電磁
気材料）へ付けられてもよい。例示的な実施形態では、磁石セクション６０７４Ｍは、実
質的にフラットなシェル表面に搭載されるように示される。反応型セクション６０７４Ｒ
は、鉄材料の適したリングまたはセグメントであってもよいが、キャリアドアの反対の表
面に搭載されるように示される。代替の実施形態、磁石セクションは、シェルに対するド
アおよび反応型セクションに搭載されてもよく、ドアおよびシェルの任意の他の所望の表
面に置かれてもよい。ドアが閉じられる際、反応型セクションは、開口部の周辺にドア封
止を形成する、磁石セクションの柔軟な磁石に対してバイアスされてもよい。
【０１２８】
　ここで図５８を参照すると、別の例示的な実施形態によるキャリア６０００'および積
載ポート６３００の概略正面図が示される。キャリアは、概して、図５７のキャリア６０
００に類似する。キャリアは、連結されて、または積載ポート６３００との連結部に近接
する位置で、示される。積載ポート６３００は、概して、以下に別段の記載がない限り、
前述され図に示される積載ポートに類似する。例示的な実施形態の積載ポートは、キャリ
アを積載ポートへ固定するための、およびキャリアドアをポートドアに固定するためのソ
リッドステートラッチシステムを有してもよい。例えば、積載ポートは、キャリアの一部
分で動作する磁石（例えば、電磁石）を有してもよい。類似して、ポートドアは、さらに
、キャリアドアの磁気部分（例えば、図６０～６２を参照のこと）で動作する磁石（例え
ば、電磁石）を有してもよい。例示的な実施形態では、積載ポートドアとキャリアドアと
の間の嵌合は、キャリアドアのキャリアシェルからの解放を引き起こす可能性がある。例
えば、積載ポートドアとキャリアドアとの間の磁気ラッチ（図６０～６２を参照のこと）
は、キャリアドアが、開かれる積載ポートドアによって、アンラッチされ開かれるように
、キャリアドアとキャリアとの間の磁気ラッチを抑えるのに十分な強さであることができ
る。逆に、キャリアドアは、ポートドアが閉じた位置に戻される際、自動的にキャリアへ
ラッチされる。図５９Ａ～Ｄは、多くの異なる例示的な実施形態による、キャリアシェル
とキャリアドアと積載ポートシェルと積載ポートドアとの間の４つの方角（または「Ｘ」
）の接合部分を図示する。
【０１２９】
　ここで図６０～６２を参照すると、キャリア６０００'と積載ポート６３００との間の
磁気相互作用が示される。上述のように、積載ポートは、キャリア６０００'を積載ポー
ト縁６３１０するため、およびキャリアドア６０７０'を積載ポートドア６３２０に固定
するためのソリッドステートラッチシステムを含んでもよい。ソリッドステートラッチシ
ステムは、磁石、例えば、キャリアシェル６０６０'で鉄材料６３０１と相互作用するこ
とのできる積載ポート縁６３１０に位置することのできる電磁石６３０２を含んでもよい
。代替の実施形態では、磁石６３０２は、任意の適した磁石であってもよい。鉄材料は、
実質的にキャリアシェル６０６０'の周辺の周りに及んでもよい、上記のセクション６０
７４Ｍに実質的に類似する磁石セクションであってもよい。代替の実施形態では、磁石セ
クションは、任意の適した形状を有する任意の適した鉄材料であってもよい。さらに他の
代替の実施形態では、磁石セクションは、連続的またはセグメント化されていてもよく、
任意の所望の形状を形成するためにキャリアに取り付けられてもよい。積載ポートドア６
３２０は、さらに、磁石６３０２に実質的に類似する磁石６３０４を含んでもよいが、キ
ャリアドアは、磁石６３０１に実質的に類似する磁石６３０３を含んでもよい。代替の実



(63) JP 5930985 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

施形態では、磁石６３０２、６３０４は、キャリアシェルおよびキャリアドアに位置して
もよいが、磁石６３０１、６３０３は、積載ポート縁および積載ポートドアに位置しても
よい。
【０１３０】
　積載ポート６３００は、キャリアのＺ軸運動を積載ポート上へ誘導する位置合わせ機構
を含んでもよい。キャリア位置合わせ機構は、例えば、キャリアドア６０７０'と相互作
用する摩擦プレート６３３０または運動学的ピン６３３０'であってもよい。代替の実施
形態では、任意の適した位置合わせ機構が活用されてもよい。他の代替の実施形態では、
位置合わせ機構は、キャリア６０００'の任意の部分と相互作用してもよい。位置合わせ
機構は、図示されるように、積載されるバネであってもよく、またはそれらは、静止して
いてもよい。これらの位置合わせ機構は、磁石６３０１～６３０４と連動して、キャリア
６０００'を積載ポート６３００で位置合わせをするために作用してもよい。代替の実施
形態では、磁石または位置合わせ機構のいずれかは、キャリアを積載ポートで位置合わせ
をするために使用されてもよい。他の代替の実施形態では、キャリアおよび積載ポートの
位置合わせは、任意の適した方法で獲得されてもよい。キャリア６０００'と積載ポート
６３００との間の相互作用は、ソリッドステート（例えば、キャリアを積載ポートで固定
するためにパーツは移動しない）であるため、最小の誘導がキャリアを積載ポートで位置
合わせするために必要とされ得るというこが留意される。加えて、最小力は、ソリッドス
テートラッチシステムによって、キャリアを積載ポートでラッチするために活用されても
よい。そのように、位置合わせ機構は、大きさが最小であってもよく、キャリアが積載ポ
ートの表面に接触するのと実質的に同じ時間で、キャリア６０００'に接触してもよい。
さらに、最小の誘導および最小化された位置合わせ機構は、結合の間に、キャリアと積載
ポートとの間の摩擦を減少することができ、それにより粒子の生成を減少するということ
に留意されたい。
【０１３１】
　動作中、積載ポート縁６３１０および積載ポートドア６３２０の磁石６３０２、６３０
４は、動作不能または「オフ」されている状態であってもよい。磁石６３０２、６３０４
の動作不能性は、ラッチシステム６０７４によって形成される、キャリアシェル６０６０
'とキャリアドア６０７０'との間のラッチ／封止を開くことなく、キャリアを積載ポート
６３００に置くことを可能にする。磁石６３０２、６３０４は、キャリア６０００'が積
載ポート６３００に接触するのと実質的に同じ時間で、起動、または「オン」にされても
よく、それにより粒子物質がキャリアに入ることができないようにする。図６３に見られ
るように、封止は、例えば、外側雰囲気からキャリアの内部を絶縁するために提供されて
もよい。キャリアを積載ポートにラッチするためのラッチシステムが起動されるか、また
はオンにされる前に、封止は、接触してもよい。封止は、例えば、キャリアシェル６０６
０'と積載ポート縁６３１０との間、およびキャリアドア６０７０'と積載ポートドア６３
２０との間に位置されてもよいフラット封止であってもよい。封止は、さらに、キャリア
シェル６０６０'とキャリアドア６０７０'との間、および積載ポート縁６３１０と積載ポ
ートドア６３２０との間で位置して見られるようなＯリングの形であってもよい。代替の
実施形態では、任意の組み合わせでフラット封止およびまたはＯリングが活用されてもよ
い。封止は、発泡体、ゴムなどの変形可能な材料で作られてもよい。代替の実施形態では
、封止は、任意の適した材料で作られてもよい。別の例示的な実施形態では、図６４Ｃ～
６４Ｅで見られ得るように、封止は、磁石７０４０によって形成されてもよい。
【０１３２】
　例示的な一実施形態では、および図６４Ａ～６４Ｅで見られ得るように、封止は、いく
つかの表面に同時に接触することが可能である形状を有する成形封止７０５０の形であっ
てもよい。例えば、図６４Ａで見られ得るように、封止は、湾曲した上部部分および角度
の付いた底部部分を有してもよい。封止７０５０は、キャリア６０００'が下げられる時
、湾曲した上部部分が変形して、それぞれ、点７０６０Ｂおよび７０６０Ａで、キャリア
ドア６０７０'および積載ポート縁６３１０の両方に接触することができるように、変形
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キャリアシェル６０６０'とキャリアドア６０７０'との間の封止は、磁石、Ｏリング、フ
ラット封止などによって提供されてもよい。代替の実施形態では、封止は、任意の適した
方法で提供されてもよい。接触点７０６０Ａに加えて、封止の角度の付いた下部部分は、
積載ポートドア６３２０が閉じた位置である際、処理ツール／積載ポートの内部を、例え
ば外側雰囲気からさらに絶縁するために、積載ポート縁６３１０に接触してもよい。図で
は、封止７０５０は、積載ポートドア６３２０に取り付けられているように示されるが、
代替の実施形態では、封止は、キャリアシェル６０６０'、キャリアドア６０７０'、積載
ポート縁６３１０、積載ポートドア６３２０のいずれか１つに、または任意の他の適した
位置で取り付けられてもよい。代替の実施形態では、封止７０５０は、キャリアシェル６
０６０'／キャリアドア６０７０と積載ポートとの間に延在するアーム様機構を有しても
よい。他の代替の実施形態では、封止は任意の適した形状を有してもよい。動作において
、封止７０５０は、点７０６０Ａで形成される封止を介して処理ツールを絶縁してもよい
。積載ポートドア６３２０が開かれる時、封止７０４０は、開かれ、キャリアドア６０７
０'がキャリア６０００'から分離することを可能にしてもよい。点７０６０Ｂで封止７０
５０によって形成される封止は、キャリアドア６０７０'と積載ポートドア６３２０との
間に位置するすべての汚染物質／雰囲気がキャリア６０００'または処理ツール／積載ポ
ートに入ることを防ぐことができる。
【０１３３】
　次に、キャリアを開く動作を説明する。キャリア６０００'は、上記のような積載ポー
ト６３００に到着してもよい。キャリア６０００'は、例えばＺ軸位置合わせ機構６３３
０、６３３０'を介して、積載ポート６３００に機械的に連結されてもよい。キャリアシ
ェル６０６０'は、機械的な連結の間、浮くことが可能であってもよい。位置合わせ機構
は、キャリア／積載ポートラッチシステムの起動の間、キャリア６０００'を最小誘導す
ることができる。キャリアドア６０７０'は、磁石６３０３、６３０４を介して積載ポー
トドア６３２０にラッチされてもよい。キャリアシェル６０６０'は、磁石６３０１、６
３０２を介して積載ポート縁６３１０へラッチされてもよい。磁石６３０３、６３０４は
、キャリアドア６０７０'が、キャリアシェル６０６０'からアンラッチされ、シェル６０
６０'から除去されるように、キャリアシェル６０６０'へのキャリアドア６０７０'を保
持する磁石に過度の力を加えてもよい。ウェハは、キャリア６０００'からロボット移送
の高さへ下げられてもよい。本例示的な実施形態では、底部積載キャリアが活用されるが
、代替の実施形態では、任意の適したキャリア（例えば、前側積載など）を活用してもよ
い。
【０１３４】
　キャリアを閉じるために、ウェハは、ロボット移送の高さからキャリア６０００'の内
側へ上げられてもよい。キャリアドア６０７０'は、キャリアシェル６０６０'に挿入され
てもよい。キャリアドアは、上述のキャリアドア／キャリアシェルラッチシステムを介し
てラッチされてもよい。キャリアシェル６０６０'およびキャリアドア６０７０'は、例え
ば、磁石６３０２、６３０４を外すことによって、同時にアンラッチされてもよい。代替
の実施形態では、キャリアシェルおよびキャリアドアは、異なる回数で、任意の順序で解
放されてもよい。キャリアは、積載ポートから出る準備をしてもよい。
【０１３５】
　上記の説明は本発明の単なる例示である。本発明から逸脱することなく、当業者によっ
て様々な変更・置換および修正がされてもよい。したがって、本発明は、添付の特許請求
の範囲に含まれるすべての代替、修正、および変形を包括する。
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