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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板の周縁に形成された切欠マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板
の位置決めを行う基板位置決め装置であって，
　前記基板を回転自在に載置可能な回転載置台と，
　前記回転載置台に載置された基板の周縁を検出可能な光センサを設けるセンサ部と，
　前記センサ部から取得した基板周縁形状データから突発的な異常データを検出して，検
出された突発的な異常データを削除し，その部分にその周辺データに基づいて得られる基
板周縁形状の予測データを補間するノイズ低減処理と，前記ノイズ低減処理後の基板周縁
形状データから切欠マーク候補を検出し，検出された切欠マーク候補に相当する部分のデ
ータ群を曲線近似して得られる近似曲線と前記切欠マーク候補に相当する部分のデータ群
との誤差が所定の判定条件を満たすか否かを判定する切欠マーク判定処理と，前記所定の
判定条件を満たす切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基板位置決め処理とを
実行する制御部と，を備え，
　前記制御部は，前記切欠マーク判定処理において，前記近似曲線によって現される切欠
マーク候補部分の高さを基準として，その切欠マーク候補部分の高さに対する前記誤差の
割合が所定の第１判定閾値を超えないことを前記所定の判定条件とすることを特徴とする
基板位置決め装置。
【請求項２】
前記ノイズ低減処理は，前記基板周縁形状データを構成するサンプリングデータの１点分
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ずつを対象データとし，その対象データを前後１点のデータとそれぞれ比較して，前記対
象データが前記前後データから所定の第１ノイズ閾値以上離れているか否かを判断するこ
とによって前記突発的な異常データを検出することを特徴とする請求項１に記載の基板位
置決め装置。
【請求項３】
前記所定の第１ノイズ閾値は，前記基板周縁形状データのうちの切欠マーク相当部のサン
プリングデータのうち，少なくとも切欠マーク相当部の頂点に相当する１点とその前後１
点の合計３点のデータが削除されないような範囲の値とすることを特徴とする請求項２に
記載の基板位置決め装置。
【請求項４】
前記所定の第１判定閾値は，前記切欠マーク候補部分の高さの１／４０～７／１０の範囲
で決定された値であることを特徴とする請求項１に記載の基板位置決め装置。
【請求項５】
前記所定の第１判定閾値は，前記切欠マーク候補部分の高さの１／１０としたことを特徴
とする請求項４に記載の基板位置決め装置。
【請求項６】
前記切欠マーク判定処理は，前記ノイズ低減処理後の前記基板の１周期分の基板周縁形状
データについて，その半周期分のデータをずらして重ね合せることによって基板周縁形状
データの重ね合せデータを生成し，その重ね合せデータから切欠マーク候補を検出するこ
とを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の基板位置決め装置。
【請求項７】
前記切欠マーク判定処理は，少なくとも前記切欠マーク候補に相当するサンプリングデー
タのデータ数が所定数以上であることを前提判定条件とし，この前提判定条件を満たす前
記切欠マーク候補のサンプリングデータに対して，最小２乗法によって曲線近似すること
を特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の基板位置決め装置。
【請求項８】
前記基板は，透明ウエハであり，前記切欠マークは，前記透明ウエハの周縁の一部に形成
されたノッチであることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の基板位置決め装置
。
【請求項９】
基板の周縁に形成された切欠マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板
の位置決めを行う基板位置決め装置であって，
　前記基板を回転自在に載置可能な回転載置台と，
　前記回転載置台に載置された基板の周縁を検出可能な光センサを設けるセンサ部と，
　前記基板周縁形状データから突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常
データを削除し，その部分にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測デー
タを補間する第１ノイズ低減処理と，前記第１ノイズ低減処理後の基板周縁形状データの
各データをその周辺データに基づいて補正する第２ノイズ低減処理と，前記第２ノイズ低
減処理後の基板周縁形状データから切欠マーク候補を検出し，検出された切欠マーク候補
に相当する部分のデータ群を２次曲線に近似して得られる近似曲線と前記切欠マーク候補
に相当する部分のデータ群との誤差が所定の判定条件を満たすか否かを判定する第１判定
処理と，前記第１判定処理による所定の判定条件を満たす切欠マーク候補についての前記
近似曲線の近似曲線式における２次の項の係数が所定の許容範囲を満たすか否かを判定す
る第２判定処理と，前記第２判定処理において前記所定の許容範囲を満たす切欠マークに
基づいて前記基板の位置決めを行う基板位置決め処理とを実行する制御部と，を備え，
　前記制御部は，前記第１判定処理において，前記近似曲線によって現される切欠マーク
候補部分の高さを基準として，その切欠マーク候補部分の高さに対する前記誤差の割合が
所定の第１判定閾値を超えないことを前記所定の判定条件とすることを特徴とする基板位
置決め装置。
【請求項１０】
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基板の周縁に形成された切欠マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板
の位置決めを行う基板位置決め方法であって，
　前記基板の周縁を光センサによって検出し，前記光センサからの検出値を基板周縁形状
データとして取得するデータ取得工程と，
　前記基板周縁形状データから突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常
データを削除し，その部分にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測デー
タを補間するノイズ低減工程と，
　前記ノイズ低減工程後の基板周縁形状データから切欠マーク候補を検出し，検出された
切欠マーク候補に相当する部分のデータ群を曲線近似して得られる近似曲線と前記切欠マ
ーク候補に相当する部分のデータ群との誤差が所定の判定条件を満たすか否かを判定する
切欠マーク判定工程と，
　前記所定の判定条件を満たす切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基板位置
決め工程と，を有し，
　前記切欠マーク判定工程は，前記近似曲線によって現される切欠マーク候補部分の高さ
を基準として，その切欠マーク候補部分の高さに対する前記誤差の割合が所定の第１判定
閾値を超えないことを前記所定の判定条件とすることを特徴とする基板位置決め方法。
【請求項１１】
前記ノイズ低減工程は，前記基板周縁形状データを構成するサンプリングデータの１点分
ずつを対象データとし，その対象データを前後１点のデータとそれぞれ比較して，前記対
象データが前記前後データから所定の第１ノイズ閾値以上離れているか否かを判断するこ
とによって前記突発的な異常データを検出することを特徴とする請求項１０に記載の基板
位置決め方法。
【請求項１２】
前記所定の第１ノイズ閾値は，前記基板周縁形状データのうちの切欠マーク相当部のサン
プリングデータのうち，少なくとも切欠マーク相当部の頂点に相当する１点とその前後１
点の合計３点のデータが削除されないような範囲の値とすることを特徴とする請求項１１
に記載の基板位置決め方法。
【請求項１３】
前記所定の第１判定閾値は，前記切欠マーク候補部分の高さの１／４０～７／１０の範囲
で決定された値であることを特徴とする請求項１０に記載の基板位置決め方法。
【請求項１４】
前記所定の第１判定閾値は，前記切欠マーク候補部分の高さの１／１０としたことを特徴
とする請求項１３に記載の基板位置決め方法。
【請求項１５】
前記切欠マーク判定工程は，前記ノイズ低減工程後の前記基板の１周期分の基板周縁形状
データについて，その半周期分のデータをずらして重ね合せることによって基板周縁形状
データの重ね合せデータを生成し，その重ね合せデータから切欠マーク候補を検出するこ
とを特徴とする請求項１０～１４のいずれかに記載の基板位置決め方法。
【請求項１６】
前記切欠マーク判定工程は，少なくとも前記切欠マーク候補に相当するサンプリングデー
タのデータ数が所定数以上であることを前提判定条件とし，この前提判定条件を満たす前
記切欠マーク候補のサンプリングデータに対して，最小２乗法によって曲線近似すること
を特徴とする請求項１０～１５のいずれかに記載の基板位置決め方法。
【請求項１７】
前記基板は，透明ウエハであることを特徴とする請求項１０～１６のいずれかに記載の基
板位置決め方法。
【請求項１８】
基板の周縁に形成された切欠マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板
の位置決めを行う基板位置決め方法であって，
　前記基板の周縁を光センサによって検出し，前記光センサからの検出値を基板周縁形状
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データとして取得するデータ取得工程と，
　前記基板周縁形状データから突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常
データを削除し，その部分にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測デー
タを補間する第１ノイズ低減工程と，
　前記第１ノイズ低減工程後の基板周縁形状データの各データをその周辺データに基づい
て補正する第２ノイズ低減工程と，
　前記第２ノイズ低減工程後の基板周縁形状データから切欠マーク候補を検出し，検出さ
れた切欠マーク候補に相当する部分のデータ群を２次曲線に近似して得られる近似曲線と
前記切欠マーク候補に相当する部分のデータ群との誤差が所定の判定条件を満たすか否か
を判定する第１判定工程と，
　前記第１判定工程による前記所定の判定条件を満たす切欠マーク候補についての前記近
似曲線の近似曲線式における２次の項の係数が所定の許容範囲を満たすか否かを判定する
第２判定工程と，
　前記第２判定工程において前記所定の許容範囲を満たす切欠マークに基づいて前記基板
の位置決めを行う基板位置決め工程と，を有し，
　前記第１判定工程は，前記近似曲線によって現される切欠マーク候補部分の高さを基準
として，その切欠マーク候補部分の高さに対する前記誤差の割合が所定の第１判定閾値を
超えないことを前記所定の判定条件とすることを特徴とする基板位置決め方法。
【請求項１９】
基板の周縁に形成された切欠マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板
の位置決め処理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって，
　前記基板の位置決め処理は，
　前記基板の周縁を光センサによって検出し，前記光センサからの検出値を基板周縁形状
データとして取得するデータ取得手順と，
　前記基板周縁形状データから突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常
データを削除し，その部分にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測デー
タを補間するノイズ低減手順と，
　前記ノイズ低減手順後の基板周縁形状データから切欠マーク候補を検出し，検出された
切欠マーク候補に相当する部分のデータ群を曲線近似して得られる近似曲線と前記切欠マ
ーク候補に相当する部分のデータ群との誤差が所定の判定条件を満たすか否かを判定する
切欠マーク判定手順と，
　前記所定の判定条件を満たす切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基板位置
決め手順と，を有し，
　前記切欠マーク判定手順は，前記近似曲線によって現される切欠マーク候補部分の高さ
を基準として，その切欠マーク候補部分の高さに対する前記誤差の割合が所定の第１判定
閾値を超えないことを前記所定の判定条件とすることを特徴とするプログラム。
【請求項２０】
基板の周縁に形成された切欠マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板
の位置決め処理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって，
　前記基板の位置決め処理は，
　前記基板の周縁を光センサによって検出し，前記光センサからの検出値を基板周縁形状
データとして取得するデータ取得手順と，
　前記基板周縁形状データから突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常
データを削除し，その部分にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測デー
タを補間する第１ノイズ低減手順と，
　前記第１ノイズ低減手順後の基板周縁形状データの各データをその周辺データに基づい
て補正する第２ノイズ低減手順と，
　前記第２ノイズ低減手順後の基板周縁形状データから切欠マーク候補を検出し，検出さ
れた切欠マーク候補に相当する部分のデータ群を２次曲線に近似して得られる近似曲線と
前記切欠マーク候補に相当する部分のデータ群との誤差が所定の判定条件を満たすか否か
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を判定する第１判定手順と，
　前記第１判定手順による所定の判定条件を満たす切欠マーク候補についての前記近似曲
線の近似曲線式における２次の項の係数が所定の許容範囲を満たすか否かを判定する第２
判定手順と，
　前記第２判定手順において許容範囲を満たす切欠マークに基づいて前記基板の位置決め
を行う基板位置決め手順と，を有し，
　前記第１判定手順は，前記近似曲線によって現される切欠マーク候補部分の高さを基準
として，その切欠マーク候補部分の高さに対する前記誤差の割合が所定の第１判定閾値を
超えないことを前記所定の判定条件とすることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，ウエハなどの基板の周縁に形成された切欠マークを検出し，検出された切欠
マークに基づいて基板の位置決めを行う基板位置決め装置，基板位置決め方法，プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板処理装置は，半導体デバイスを作製するための被処理基板などの基板例えばウエハ
を搬送アームなどの搬送手段により処理室へ搬入し，搬入されたウエハに対してエッチン
グ，成膜等の所定の処理を施すようになっている。特に近年は回路パターンの微細化に伴
い，高いレベルの微細加工技術が必要不可欠となっているため，ウエハに対して上述した
ような処理を施す場合や検査などを行う場合に，ウエハの向きを位置決めする際において
も，デバイスデザインのナノオーダー（例えば回路線幅６５ｎｍレベル）に対応した位置
設定精度が要求されている。このため，ウエハの周縁部の一部には例えばノッチと称され
る凹み状の切欠部又はオリフラ（オリエンテーションフラット）と称される直線状の切欠
部などのような切欠マークが形成されており，この切欠マークを利用してウエハの位置決
めが行われる。
【０００３】
　このようなウエハの位置決め方法としては，例えば光透過型センサの発光部と受光部を
ウエハ周縁部を挟み込むように配置し，ウエハ周縁部に照射した光の透過光をウエハを回
転させながら受光して，その透過光量が切欠マークの部分で変化することを利用して切欠
マークを検出することによってウエハの位置決めを行うものが一般的である。
【０００４】
　ところで，近年ではシリコンウエハのみならず，光透過性及び電気絶縁性に優れたサフ
ァイア，ガラス，石英等の光素材や透明部材で構成される透明ウエハが製造されるように
なってきた。しかしながら，透明ウエハは，シリコンなどの不透明部材で構成された不透
明ウエハに比してほとんどの部分が光を透過してしまうため，上述したような光透過型セ
ンサではウエハ周縁部の検出ができないと考えられていた。
【０００５】
　このため，このような透明ウエハについては，従来から光透過型センサの代りに光反射
型センサを用いて透明ウエハの一方側から光を照射してその反射光を受光することにより
，切欠マークを検出するようにしていた（特許文献１，２参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開平６－８５０３８号公報
【特許文献２】特開平１０－１６３３０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで，上記のような透明ウエハであっても，そのウエハの周縁形状に沿って全周に
わたって，例えば斜面上の面取部が形成されている場合などのようにウエハに垂直な光を
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直進させないような部分があれば，その部分を光透過型センサにより検出することによっ
て透明ウエハの周縁部を検出可能であると考えられる。
【０００８】
　しかしながら，透明ウエハの大部分は光を透過するため，光透過型センサであっても，
反射型光センサであっても，これらの光センサが例えば外乱光などのノイズ光の影響によ
って飽和データ（異常データ）が発生する可能性が高い。例えば透明ウエハ上にパターン
が形成されていると，そのパターンによる光の回折現象などによって光センサがノイズ光
を受光して飽和データが発生する虞がある。ここで飽和データとは光センサが検出できる
最大値である。
【０００９】
　このように，透明ウエハでは飽和データが発生し易い。このため，光センサによって検
出されたウエハの周縁形状データの一部に，飽和データがノイズ部分として複数発生する
と，その飽和データのばらつき度合によっては，そのようなノイズ部分を切欠マークであ
ると誤判定してしまう虞がある。このような誤判定が生じると，ウエハの位置決め処理を
正確に実行できなくなるという問題がある。
【００１０】
　なお，このような問題は透明ウエハのみならず，不透明ウエハについても生じる虞があ
る。例えば不透明ウエハであっても外乱光の影響や電気的ノイズの影響などによって異常
データが発生した場合には，異常データのばらつき度合によっては，そのようなノイズ部
分をウエハの切欠マークであると誤判定する虞があるからである。
【００１１】
　そこで，本発明は，このような問題に鑑みてなされたもので，その目的とするところは
，例えば飽和データなどの異常データに起因するノイズ部分を基板周縁に形成された切欠
マークと誤判定することを防止するとともに切欠マークの判定精度を向上することができ
る基板位置決め装置，基板位置決め方法，プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために，本発明のある観点によれば，基板の周縁に形成された切欠
マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基板位置決
め装置であって，前記基板を回転自在に載置可能な回転載置台と，前記回転載置台に載置
された基板の周縁を検出可能な光センサを設けるセンサ部と，前記センサ部の光センサに
よって検出された検出値を基板周縁形状データとして取得し，取得した基板周縁形状デー
タに基づいて基板の位置決めを行う制御部とを備え，前記制御部は，前記センサ部から取
得した基板周縁形状データから突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常
データを削除し，その部分にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測デー
タを補間するノイズ低減処理と，前記ノイズ低減処理後の基板周縁形状データから切欠マ
ーク候補を検出し，検出された切欠マーク候補に相当する部分のデータ群を曲線近似して
得られる近似曲線と前記切欠マーク候補に相当する部分のデータ群との誤差が所定の判定
条件を満たすか否かを判定する切欠マーク判定処理と，前記所定の判定条件を満たす切欠
マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基板位置決め処理とを行うことを特徴とする
基板位置決め装置が提供される。
【００１３】
　また，上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，基板の周縁に形成され
た切欠マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基板
位置決め方法であって，前記基板の周縁を光センサによって検出し，前記光センサからの
検出値を基板周縁形状データとして取得するデータ取得工程と，前記基板周縁形状データ
から突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常データを削除し，その部分
にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測データを補間するノイズ低減工
程と，前記ノイズ低減工程後の基板周縁形状データから切欠マーク候補を検出し，検出さ
れた切欠マーク候補に相当する部分のデータ群を曲線近似して得られる近似曲線と前記切
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欠マーク候補に相当する部分のデータ群との誤差が所定の判定条件を満たすか否かを判定
する切欠マーク判定工程と，前記所定の判定条件を満たす切欠マークに基づいて前記基板
の位置決めを行う基板位置決め工程とを有することを特徴とする基板位置決め方法が提供
される。
【００１４】
　このような本発明にかかる装置，方法においては，光センサからの基板周縁形状データ
から突発的な異常データ（例えば飽和データなど）を除去できるので，切欠マークの誤判
定の原因となり易い異常データが繰返し発生しているノイズ部分の異常データを減らすこ
とができる。さらに，異常データが残ってノイズ部分が切欠マーク候補とされた場合でも
，そのようなノイズ部分は例えば切欠マーク候補を曲線近似した場合の近似曲線と切欠マ
ーク候補のデータとの誤差が大きいので，そのようなノイズ部分を切欠マーク候補から除
外することができる。これにより，例えば飽和データなどの異常データに起因するノイズ
部分を基板周縁に形成された切欠マークと誤判定することを防止するとともに切欠マーク
の判定精度を向上することができる。
【００１５】
　上記装置又は方法におけるノイズ低減処理は，例えば前記基板周縁形状データを構成す
るサンプリングデータの１点分ずつを対象データとし，その対象データを前後１点のデー
タとそれぞれ比較して，前記対象データが前記前後データから所定の第１ノイズ閾値以上
離れているか否かを判断することによって前記突発的な異常データを検出するようにして
もよい。この場合，上記所定の第１ノイズ閾値は，例えば前記基板周縁形状データのうち
の切欠マーク相当部のサンプリングデータのうち，少なくとも切欠マーク相当部の頂点に
相当する１点とその前後１点の合計３点のデータが削除されないような範囲の値とする。
【００１６】
　このようなノイズ低減処理によれば，前後データから１点だけ突出した異常データが基
板周縁形状データから削除され，その前後データに基づく予測データが補間される。これ
により予測データの算出を容易にすることができる。また，切欠マークと誤判定し易いノ
イズ部分の異常データを除去することができるとともに，切欠マークの判定に必要なデー
タ（例えば切欠マークの頂点付近に相当するデータ）は除去しないで残すことができるの
で，切欠マークの判定精度を向上させることができる。
【００１７】
　上記装置又は方法における切欠マーク判定処理は，例えば前記近似曲線によって現され
る切欠マーク候補部分の高さを基準として，その切欠マーク候補部分の高さに対する前記
誤差の割合が所定の第１判定閾値を超えないこと前記所定の判定条件とする。この場合，
上記所定の第１判定閾値は，例えば前記切欠マーク候補部分の高さの１／４０～７／１０
の範囲で決定された値であることが好ましく，１／１０であることがより好ましい。これ
により，実際の切欠マークに相当する部分が切欠マーク候補とされた場合は除外されずに
残され，ノイズ部分が切欠マーク候補とされた場合のみ，そのような切欠マーク候補を除
外することができる。これにより，切欠マークの判定精度を向上させることができる。
【００１８】
　上記装置又は方法における切欠マーク判定処理は，前記ノイズ低減処理後の前記基板の
１周期分の基板周縁形状データについて，その半周期分のデータをずらして重ね合せるこ
とによって基板周縁形状データの重ね合せデータを生成し，その重ね合せデータから切欠
マーク候補を検出するようにしてもよい。これにより，回転載置台に載置された基板を回
転させながら基板周端部を光センサから得られる基板周縁形状データについての正弦波成
分をキャンセルできるので，基板周縁形状データにおける基板中心と回転載置台の回転中
心との偏心の影響をなくすことができる。
【００１９】
　上記装置又は方法における切欠マーク判定処理は，少なくとも前記切欠マーク候補に相
当するサンプリングデータのデータ数が所定数以上であることを前提判定条件とし，この
前提判定条件を満たす前記切欠マーク候補のサンプリングデータに対して，最小２乗法に
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よって曲線近似するようにしてもよい。これにより，少なくとも最小２乗法による曲線近
似できるデータ数だけ前記切欠マーク候補に相当するサンプリングデータを残すことがで
きる。
【００２０】
　上記装置又は方法における基板は，例えば光透過性及び電気絶縁性に優れたサファイア
，ガラス，石英等の光素材や透明部材で構成される透明ウエハである。特に透明ウエハの
場合は，ウエハ周縁形状データに飽和データ（異常データ）が現れる可能性が高い。本発
明ではこのような飽和データを含むノイズ部分を切欠マークであると誤判定することを防
止できるので，透明ウエハに適用する場合の効果は大きい。
【００２１】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，基板の周縁に形成された切欠
マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基板位置決
め装置であって，前記基板を回転自在に載置可能な回転載置台と，前記回転載置台に載置
された基板の周縁を検出可能な光センサを設けるセンサ部と，前記センサ部の光センサに
よって検出された検出値を基板周縁形状データとして取得し，取得した基板周縁形状デー
タに基づいて基板の位置決めを行う制御部とを備え，前記制御部は，前記基板周縁形状デ
ータから突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常データを削除し，その
部分にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測データを補間する第１ノイ
ズ低減処理と，前記第１ノイズ低減処理後の基板周縁形状データの各データをその周辺デ
ータに基づいて補正する第２ノイズ低減処理と，前記第２ノイズ低減処理後の基板周縁形
状データから切欠マーク候補を検出し，検出された切欠マーク候補に相当する部分のデー
タ群を曲線近似して得られる近似曲線と前記切欠マーク候補に相当する部分のデータ群と
の誤差が所定の第１判定条件を満たすか否かを判定する第１判定処理と，前記第１判定処
理による第１判定条件を満たす切欠マーク候補についての前記近似曲線の近似曲線式を構
成する係数が所定の第２判定条件を満たすか否かを判定する第２判定処理と，前記第２判
定処理において第２判定条件を満たす切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基
板位置決め処理とを行うことを特徴とする基板位置決め装置が提供される。
【００２２】
　また，上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，基板の周縁に形成され
た切欠マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基板
位置決め方法であって，前記基板の周縁を光センサによって検出し，前記光センサからの
検出値を基板周縁形状データとして取得するデータ取得工程と，前記基板周縁形状データ
から突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常データを削除し，その部分
にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測データを補間する第１ノイズ低
減工程と，前記第１ノイズ低減工程後の基板周縁形状データの各データをその周辺データ
に基づいて補正する第２ノイズ低減工程と，前記第２ノイズ低減工程後の基板周縁形状デ
ータから切欠マーク候補を検出し，検出された切欠マーク候補に相当する部分のデータ群
を曲線近似して得られる近似曲線と前記切欠マーク候補に相当する部分のデータ群との誤
差が所定の第１判定条件を満たすか否かを判定する第１判定工程と，前記第１判定工程に
よる第１判定条件を満たす切欠マーク候補についての前記近似曲線の近似曲線式を構成す
る係数が所定の第２判定条件を満たすか否かを判定する第２判定工程と，前記第２判定工
程において第２判定条件を満たす切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行う基板位
置決め工程とを有することを特徴とする基板位置決め方法が提供される。
【００２３】
　このような本発明にかかる装置，方法においては，第２ノイズ低減処理を実行する前に
第１ノイズ低減処理を実行するので，第１ノイズ低減処理によって突発的な飽和データを
取除くことができるため，第２ノイズ低減処理によってノイズ部分が切欠マークに近いデ
ータに補正されてしまうことを防止できるので，後述する切欠マークの判定によってノイ
ズ部分をウエハＷの切欠マークであると誤判定してしまうことを防止できる。
【００２４】
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　また，第２判定を行う前に第１判定を行うので，第１判定によって近似曲線と切欠マー
クのサンプリングデータとの誤差（ずれ）を判定することによって，飽和データのばらつ
きがあるノイズ部分を切欠マーク候補から除外することができる。これにより，切欠マー
クの判定精度をより一層向上させることができる。
【００２５】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，基板の周縁に形成された切欠
マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行うためのプロ
グラムであって，コンピュータに，前記基板の周縁を光センサによって検出し，前記光セ
ンサからの検出値を基板周縁形状データとして取得するデータ取得手順と，前記基板周縁
形状データから突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常データを削除し
，その部分にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測データを補間するノ
イズ低減手順と，前記ノイズ低減手順後の基板周縁形状データから切欠マーク候補を検出
し，検出された切欠マーク候補に相当する部分のデータ群を曲線近似して得られる近似曲
線と前記切欠マーク候補に相当する部分のデータ群との誤差が所定の判定条件を満たすか
否かを判定する切欠マーク判定手順と，前記所定の判定条件を満たす切欠マークに基づい
て前記基板の位置決めを行う基板位置決め手順とを実行させるためのプログラムが提供さ
れる。
【００２６】
　また，上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，基板の周縁に形成され
た切欠マークを検出し，検出された切欠マークに基づいて前記基板の位置決めを行うため
のプログラムであって，コンピュータに，前記基板の周縁を光センサによって検出し，前
記光センサからの検出値を基板周縁形状データとして取得するデータ取得手順と，前記基
板周縁形状データから突発的な異常データを検出して，検出された突発的な異常データを
削除し，その部分にその周辺データに基づいて得られる基板周縁形状の予測データを補間
する第１ノイズ低減手順と，前記第１ノイズ低減手順後の基板周縁形状データの各データ
をその周辺データに基づいて補正する第２ノイズ低減手順と，前記第２ノイズ低減手順後
の基板周縁形状データから切欠マーク候補を検出し，検出された切欠マーク候補に相当す
る部分のデータ群を曲線近似して得られる近似曲線と前記切欠マーク候補に相当する部分
のデータ群との誤差が所定の第１判定条件を満たすか否かを判定する第１判定手順と，前
記第１判定手順による第１判定条件を満たす切欠マーク候補についての前記近似曲線の近
似曲線式を構成する係数が所定の第２判定条件を満たすか否かを判定する第２判定手順と
，前記第２判定手順において第２判定条件を満たす切欠マークに基づいて前記基板の位置
決めを行う基板位置決め手順とを実行させるためのプログラムが提供される。
【００２７】
　このような本発明にかかるプログラムが実行されることにより，例えば飽和データなど
の異常データに起因して基板周縁に形成された切欠マークを誤判定することを防止すると
ともに切欠マークの判定精度を向上することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば，例えば飽和データなどの異常データに起因するノイズ部分を基板周縁
に形成された切欠マークと誤判定することを防止するとともに切欠マークの判定精度を向
上することができる。これにより，基板の位置決め精度を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３０】
（基板処理装置の構成例）
　先ず，本発明の実施形態にかかる基板処理装置の構成例について図面を参照しながら説
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明する。ここでは，搬送室に少なくとも１以上の真空処理ユニットが接続された基板処理
装置を例に挙げて説明する。図１は本実施形態に係る基板処理装置の概略構成を示す断面
図である。この基板処理装置１００は，半導体デバイスを作製するための被処理基板例え
ばウエハＷに対して成膜処理，エッチング処理等の各種の処理を行う１つ又は２つ以上の
真空処理ユニット１１０と，この真空処理ユニット１１０に対してウエハＷを搬出入させ
る搬送ユニット１２０とを備える。搬送ユニット１２０は，ウエハＷを搬送する際に共用
される搬送室１３０を有している。
【００３１】
　図１では，例えば２つの真空処理ユニット１１０Ａ，１１０Ｂを搬送ユニット１２０の
側面に配設したものを示す。各真空処理ユニット１１０Ａ，１１０Ｂは，それぞれ処理室
１４０Ａ，１４０Ｂと，これらのそれぞれに連設され，真空引き可能に構成されたロード
ロック室１５０Ａ，１５０Ｂを有している。各真空処理ユニット１１０Ａ，１１０Ｂは，
各処理室１４０Ａ，１４０Ｂ内でウエハＷに対して例えば同種の処理または互いに異なる
異種の処理を施すようになっている。各処理室１４０Ａ，１４０Ｂ内には，ウエハＷを載
置するための載置台１４２Ａ，１４２Ｂがそれぞれ設けられている。なお，この処理室１
４０及びロードロック室１５０よりなる真空処理ユニット１１０は２つに限定されるもの
ではなく，さらに追加して設けてもよい。
【００３２】
　上記搬送ユニット１２０の搬送室１３０は，例えばＮ２ガス等の不活性ガスや清浄空気
が循環される断面略矩形状の箱体により構成されている。搬送室１３０における断面略矩
形状の長辺を構成する一側面には，複数のカセット台１３２Ａ～１３２Ｃが並設されてい
る。これらカセット台１３２Ａ～１３２Ｃは，カセット容器１３４Ａ～１３４Ｃを載置す
る被処理基板待機ポートとして機能する。図１では，例えば各カセット台１３２Ａ～１３
２Ｃに３台のカセット容器１３４Ａ～１３４Ｃをそれぞれ１つずつ載置することができる
例を挙げているが，カセット台とカセット容器の数はこれに限られず，例えば１台又は２
台であってもよく，また４台以上設けてもよい。
【００３３】
　各カセット容器１３４Ａ～１３４Ｃには，例えば最大２５枚のウエハＷを等ピッチで多
段に載置して収容できるようになっており，内部は例えばＮ２ガス雰囲気で満たされた密
閉構造となっている。そして，搬送室１３０はその内部へゲートバルブ１３６Ａ～１３６
Ｃを介してウエハＷを搬出入可能に構成されている。
【００３４】
　搬送室１３０内には，ウエハＷをその長手方向（図１に示す矢印方向）に沿って搬送す
る共通搬送機構（大気側搬送機構）１６０が設けられている。この共通搬送機構１６０は
，例えば基台１６２上に固定され，この基台１６２は搬送室１３０内の中心部を長さ方向
に沿って設けられた図示しない案内レール上を例えばリニアモータ駆動機構によりスライ
ド移動可能に構成されている。共通搬送機構１６０は例えば図１に示すような２つのピッ
クを備えるダブルアーム機構であってもよく，また１つのピックを備えるシングルアーム
機構であってもよい。
【００３５】
　搬送室１３０の端部，すなわち断面略矩形状の短辺を構成する一測面には，位置決め装
置（例えばオリエンタ，プリアライメントステージ）２００が設けられている。位置決め
装置２００は，ウエハＷの位置決め（位置合せ）を行うものである。なお，このような位
置決め装置２００についての詳細は後述する。
【００３６】
　搬送室における断面略矩形状の長辺を構成する他測面には，上記２つのロードロック室
１５０Ａ，１５０Ｂの基端が，開閉可能に構成されたゲートバルブ（大気側ゲートバルブ
）１５２Ａ，１５２Ｂをそれぞれ介して連結されている。各ロードロック室１５０Ａ，１
５０Ｂの先端は，開閉可能に構成されたゲートバルブ（真空側ゲートバルブ）１４４Ａ，
１４４Ｂを介してそれぞれ上記処理室１４０Ａ，１４０Ｂに連結されている。
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【００３７】
　各ロードロック室１５０Ａ，１５０Ｂ内には，それぞれウエハＷを一時的に載置して待
機させる一対のバッファ用載置台１５４Ａ，１５６Ａ及び１５４Ｂ，１５６Ｂが設けられ
る。ここで搬送室側のバッファ用載置台１５４Ａ，１５４Ｂを第１バッファ用載置台とし
，反対側のバッファ用載置台１５６Ａ，１５６Ｂを第２バッファ用載置台とする。そして
，両バッファ用載置台１５４Ａ，１５６Ａ間及び１５４Ｂ，１５６Ｂ間には，屈伸，旋回
及び昇降可能になされた多関節アームよりなる個別搬送機構（真空側搬送機構）１７０Ａ
，１７０Ｂが設けられている。
【００３８】
　これら個別搬送機構１７０Ａ，１７０Ｂの先端にはピック１７２Ａ，１７２Ｂが設けら
れ，このピック１７２Ａ，１７２Ｂを用いて第１，第２の両バッファ用載置台１５４Ａ，
１５６Ａ及び１５４Ｂ，１５６Ｂ間でウエハＷの受け渡し移載を行い得るようになってい
る。なお，ロードロック室１５０Ａ，１５０Ｂから処理室１４０Ａ，１４０Ｂ内へのウエ
ハの搬出入は，それぞれ上記個別搬送機構１７０Ａ，１７０Ｂを用いて行われる。
【００３９】
　上記基板処理装置１００には，上記位置決め装置２００の他，各搬送機構１６０，１７
０，各ゲートバルブ１３６，１４４，１５６などの動作制御も含めてこの基板処理装置全
体の動作を制御する制御部１８０が設けられている。制御部１８０は，例えばこの制御部
１８０の本体を構成するマイクロコンピュータ，各種のデータ等を記憶するメモリなどを
備える。
【００４０】
　このような構成の基板処理装置によりウエハの処理を行う場合，共通搬送機構１６０に
より各カセット容器１３４Ａ～１３４ＣからウエハＷを取出すと，そのウエハＷを先ず位
置決め装置２００へ搬入して位置決め（位置合せ）を行う。そして，再度共通搬送機構１
６０によりウエハＷを受け取って，処理を行う真空処理ユニット１１０Ａ又は１１０Ｂの
ロードロック室１５０Ａ又は１５０Ｂへ搬入する。個別搬送機構１７０Ａ又は１７０Ｂに
よりウエハＷを処理室１４０Ａ又は１４０Ｂを搬入し，処理室１４０Ａ又は１４０Ｂにお
いてウエハＷに対して処理ガスによるエッチング処理などの所定の処理を実行する。そし
て，処理室１４０Ａ又は１４０Ｂでの処理が終了すると，処理済ウエハＷは個別搬送機構
１７０Ａ又は１７０Ｂによりロードロック室１５０Ａ又は１５０Ｂへ戻され，共通搬送機
構１６０により搬送室１３０を介して各カセット容器１３４Ａ～１３４Ｃへ戻される。
【００４１】
　ところで，特に近年は回路パターンの微細化に伴い，高いレベルの微細加工技術が必要
不可欠となっているため，ウエハに対して上述したような処理を施す場合や検査などを行
う場合に，ウエハの向きを位置決めする際においても，デバイスデザインのナノオーダー
（例えば回路線幅６５ｎｍレベル）に対応した位置設定精度が要求されている。
【００４２】
　このため，本実施形態にかかる位置決め装置２００では，例えば後述するウエハの位置
決め処理に基づいてウエハＷの周縁部の一部に形成された切欠マーク（例えば図２に示す
ような凹み状の切欠部で構成されるノッチＮ）を検出することによって，ウエハＷの向き
を高精度で検出することにより，ウエハＷを所定の向きに精度良く調整できるようになっ
ている。
【００４３】
（位置決め装置の構成例）
　このような位置決め装置の具体的構成例について図面を参照しながら説明する。図３は
位置決め装置２００内の具体的な概略構成例を示す図である。図４は，位置決め装置２０
０によりウエハ周縁部を検出する原理を説明する図である。位置決め装置２００は，略筒
状の容器内に，ウエハＷを載置する回転載置台２１０と，光透過型センサ２５０によりウ
エハＷの周縁部を検出するセンサ部２２０を配設して構成される。
【００４４】
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　回転載置台２１０は，例えば駆動部２１２と，この駆動部２１２から延出される回転駆
動軸２１４と，その回転駆動軸２１４上に固定され，ウエハＷを載置する回転板２１６を
備える。回転板２１６は，昇降自在であるとともに，駆動部２１２により回転駆動軸２１
４を介して伝達された動力により所定量だけ回転させることができる。回転載置台２１０
は，制御部１８０に接続されており，制御部１８０からの制御信号により駆動制御される
。
【００４５】
　なお，回転板２１６の外径は，ウエハＷの外径よりも小さく構成されるが，回転時にウ
エハＷを十分に支承できる大きさであることが好ましい。また回転板２１６の上面には図
示しないゴムパッドまたは静電吸着パッドが設置されており，回転板２１６に載置された
ウエハＷを回転する際に遠心力に抗して固定することが可能である。
【００４６】
　センサ部２２０は，ウエハＷの周縁部を検出する検出手段の１例として光透過型センサ
２５０を備える。光透過型センサ２５０は，発光部２３０と受光部２４０とを備え，発光
部２３０と受光部２４０は回転載置台２１０に載置されたウエハＷの周縁部を挟み込むよ
うに配置される。具体的には例えば発光部２３０はウエハＷの下方に配置され，受光部２
４０はウエハＷの上方に配置される。
【００４７】
　なお，光透過型センサ２５０の発光部２３０と受光部２４０はそれぞれ制御部１８０に
接続されており，制御部１８０からの制御信号により発光部２３０が制御されるとともに
，受光部２４０からの信号は制御部１８０へ送信されるようになっている。また，センサ
部２２０は，センサ部駆動部（図示しない）によりウエハＷの径方向に往復移動可能に構
成されている。センサ部駆動部は，制御部１８０に接続されており，制御部１８０からの
制御信号により駆動制御される。
【００４８】
　発光部２３０は例えば図４に示すように発光ダイオードなどの発光素子２３２と，レン
ズ２３４を有する。なお，発光部２３０は，受光部２４０で受光する透過光が外乱光の影
響を受け難くするために，レンズ２３４の上方にスリット（図示しない）を設け，光の直
進性を向上させるようにしてもよい。受光部２４０は，例えばＣＣＤ（Charge Coupled D
evices）センサなどの撮像素子により構成される。なお，受光部はフォトダイオードなど
の受光素子によって構成してもよい。
【００４９】
　このようなセンサ部２２０では，発光部２３０の発光素子２３２からの光は，レンズ２
３４を介して受光部２４０の受光素子により受光され，位置信号に変換された後，制御部
１８０に送信される。制御部１８０に送信された信号は，制御部１８０のウエハＷの位置
決め処理などに使用される。制御部１８０は，ウエハＷの位置決め処理により得られたウ
エハＷの位置情報などに基づいて，駆動部２１２により回転載置台２１０を制御するとと
もに共通搬送機構１６０を制御して，ウエハの位置決め（位置合せ，アライメント）を行
う。なお，ウエハＷの位置決め処理の詳細については後述する。
【００５０】
　このような位置決め装置２００によれば，例えば共通搬送機構１６０により回転載置台
２１０の回転板２１６にウエハＷが載置されると，回転板２１６にウエハＷを吸着する。
そして，回転板２１６とともにウエハＷを回転させながら，発光部２３０により光を照射
して受光部２４０により透過光を受光する。このとき，ウエハＷが存在しない部分はオン
レベルとなり，ウエハＷの周縁部によって発光部２３０と受光部２４０との光路が遮断さ
れると，その部分はオフレベルとなるので，ウエハＷの周縁部を検出できる。こうして，
ウエハＷが１回転する際におけるウエハＷの周縁部の位置を検出することにより，ウエハ
Ｗの周縁形状に関する情報であるウエハ周縁形状データを収集することができる。
【００５１】
（ウエハ周縁形状データ）
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　ここで，ウエハ周縁形状データについて図面を参照しながら説明する。図５は，ウエハ
周縁形状データを説明する図であり，同図（ａ）はウエハＷの中心と回転載置台２１０の
回転中心が一致する場合のウエハ周縁形状データを示したグラフであり，同図（ｂ）はウ
エハＷの中心と回転載置台の回転中心が一致しない場合のウエハ周縁形状データを示した
グラフである。同図（ｃ）は，同図（ｂ）のグラフの半周分をずらして重ね合せたグラフ
である。
【００５２】
　ウエハＷの中心と回転載置台２１０の回転中心が一致していれば，略円形のウエハの周
縁形状は一定であることから，ウエハ周縁形状データは図５（ａ）に示す実線Ａのように
，切欠マーク相当部分Ｂを除いてほぼ水平の直線となる。
【００５３】
　しかしながら，ウエハＷは共通搬送機構１６０により回転載置台２１０に載置されるの
で，ウエハＷの中心と回転載置台２１０の回転中心とが正確に一致させることは困難であ
る。このため，実際には，ウエハＷの中心と回転載置台２１０の回転中心とは偏心するの
で，ウエハ周縁形状データは，図５（ｂ）に示す実線Ａ′のように，切欠マーク相当部分
Ｂ′を除き，略正弦波の曲線となる。
【００５４】
　従って，図５（ｂ）に示すようなウエハ周縁形状データに基づいてウエハＷの切欠マー
クを正確に検出する場合には，図５（ｂ）に示すようなウエハＷの１回転（３６０度）分
，すなわち１周期分のウエハ周縁形状データを半周期（１８０度）分ずらして重ね合せる
。これにより，ウエハ周縁形状データは，図５（ｃ）に示す実線Ａ″のように，切欠マー
ク相当部分Ｂ″を除いてほぼ水平の直線となる。こうすることにより，ウエハ周縁形状デ
ータについての正弦波成分をキャンセルできるので，ウエハ周縁形状データにおけるウエ
ハＷの中心と回転載置台２１０の回転中心との偏心の影響をなくすことができるので，ウ
エハＷの切欠マーク（Ｂの部分）を正確に検出することができる。
【００５５】
（不透明ウエハと透明ウエハ）
　ここで，本実施形態にかかる位置決め装置２００で位置決めされるウエハＷについて説
明する。本実施形態にかかる位置決め装置２００で位置決めされるウエハＷとしては，シ
リコンなどの不透明部材から構成される不透明ウエハＷのみならず，光透過性及び電気絶
縁性に優れたサファイア（酸化アルミニウム単結晶基板），ガラス，石英（ＳｉＯ２）等
の光素材や透明部材で構成される透明ウエハＷも対象となる。すなわち，ここでいう透明
ウエハＷには，サファイア基板，ガラス（素材）基板，石英ウエハ，ＳＯＳ（シリコン・
オン・サファイア）基板等も含まれる。
【００５６】
　上記サファイア基板は，例えばＬＣＤバックライト面発光ＬＥＤなどを作るときに用い
られる基板であり，ガラス（素材）基板は，例えば赤外線遮断フィルタ（IR Cut-off Fil
ter）などを作るときに用いられるガラス基板（素材）であり，さらに，石英ウエハは，
例えばＭＥＭＳ（超微細機械加工）等で用いられる基板である。なお，ＳＯＳ基板は，シ
リコンとサファイアの合板である。
【００５７】
　位置決め装置２００で位置決めされる対象が不透明ウエハＷの場合には，発光部２３０
からの光は不透明ウエハＷが存在しない部分では透過するのに対して，不透明ウエハＷが
存在する部分では透過しないため，その境界部分であるウエハＷの周縁部についての検出
も容易である。これに対して，位置決め装置２００で位置決めされる対象が透明ウエハＷ
の場合には，透明ウエハＷが存在しない部分はもちろん，透明ウエハＷが存在する部分で
あってもその大部分を光が透過するため，不透明ウエハＷの場合に比してウエハＷの周縁
部についての検出が困難であるとも考えられる。
【００５８】
　しかしながら，上記のような透明ウエハＷであっても，そのウエハＷの周縁形状に沿っ
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て全周にわたって，ウエハＷに垂直な光をほとんど直進させない部分（例えば面取部など
）があれば，その部分を光透過型センサ２５０で検出することによって透明ウエハＷの周
縁部を検出可能であると考えられる。
【００５９】
　例えば図４に示すようにウエハＷの周縁形状に沿って全周にわたって形成される斜面上
の面取部Ｆでは発光部２３０からの光が反射して受光部２４０の受光量も面取部Ｆの範囲
ではオフレベルになる。本実施形態では，この点に着目し，このウエハＷの面取部Ｆを検
出することによって透明ウエハＷの周縁部を検出するようにしている。このため，透明ウ
エハＷでも不透明ウエハＷと同様に周縁部を容易に検出できる。
【００６０】
　ここで，透明ウエハＷの周縁部に発光部２３０から光を照射したときに，受光部２４０
で受光される受光量の波形グラフを図４に示す。図４に示すグラフの横軸にはセンサ部２
２０の走査方向の位置をとっており，縦軸は受光部２４０で受光した受光量のレベルをと
っている。受光量のレベルは例えば光が透過する場合はオンレベルとなり，光が透過しな
い場合はオフレベルとなる。
【００６１】
　図４に示すように，透明ウエハＷが存在しない部分はもちろん，透明ウエハＷが存在す
る部分でもその大部分は発光部２３０からの光を透過するので，受光部２４０の受光量は
ほとんどオンレベルになる。ところが，図４に示すように透明ウエハＷの面取部Ｆの部分
だけは受光部２４０の受光量がオフレベルになる。従って，例えば受光部２４０の受光量
が所定範囲だけオフレベルになる部分を透明ウエハＷの面取部Ｆであると判断して，この
部分の位置を透明ウエハＷの周縁部として検出することができる。
【００６２】
　これにより，透明ウエハＷでも不透明ウエハＷと同じように周縁部を検出できるので，
位置決め装置２００についても上述したような不透明ウエハＷと同じような装置構成を利
用することができ，透明ウエハＷと不透明ウエハＷを問わずに位置決めを行うことができ
る。
【００６３】
　こうして，回転載置台２１０に載置されたウエハＷを回転させながらセンサ部２２０に
よってウエハ１回転分（１周分）のウエハ周縁部を検出することにより，ウエハ周縁形状
データが得られる。
【００６４】
　しかしながら，透明ウエハＷの面取部Ｆについてのウエハの径方向の範囲は狭いので，
不透明ウエハＷの場合に比して外乱光などの影響を受けやすい。例えば透明ウエハＷ上に
パターンが形成されていると，そのパターンによる光の回折現象などにより受光部２４０
でノイズ光を受光してしまう場合がある。
【００６５】
　このため，透明ウエハＷの周縁部の一部を検出しているときに，たまたま面取部Ｆの範
囲内でノイズ光を受光してその範囲がオンレベルになってしまうと，その部分のウエハ周
縁部を検出できない。すなわち，この場合にはセンサ部２２０がさらにウエハＷの中心方
向へ走査されるものの，実際には透明ウエハＷの面取部Ｆを過ぎてしまっているので，最
終的にその部分のウエハＷの周縁部を検出できない。このような場合にはウエハ周縁形状
データとしてはオンレベルの飽和データ（異常データ）となってしまう。
【００６６】
　ここで飽和データとは，受光部２４０で検出できる受光量の最大値である。例えば受光
部２４０をＣＣＤセンサで構成し，その受光量が画素数（pixels）に対応する場合は，そ
のＣＣＤセンサで検出できる最大の画素数（pixels）をいう。飽和データは例えばＣＣＤ
センサなどの検出範囲内で検出点を検出できなかったときに測定される値である。このよ
うな飽和データ（異常データ）の具体例を図６に示す。図６は，ウエハ周縁形状データの
一部であり，横軸にはサンプリング点数（ウエハ回転角度に相当）をとり，縦軸にはウエ
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ハ周縁形状データをとっている。図６に示すサンプリングデータのうちのＡ部分はほぼ直
線でありウエハ周縁形状を示していることがわかる。これに対してＣ部分は飽和レベルに
達している飽和データが発生しているノイズの部分である。このＣ部分は，突発的な飽和
データが繰返し現れている。すなわち，Ａ部分のレベルと飽和レベルとの振幅をほぼ連続
して繰返している。
【００６７】
　このように，飽和データがウエハ１回転分（１周分）の一部にノイズ部分として複数発
生すると，その飽和データのばらつき度合（例えば図６のＣ部分のように突発的な飽和デ
ータが繰返し現れる場合など）によっては，そのようなノイズ部分（例えば図６のＣ部分
）をウエハＷの切欠マークであると判定してしまう虞がある。このような誤判定が生じる
と，ウエハＷの位置決め処理を正確に実行できなくなる。
【００６８】
　そこで，本発明では，ウエハＷの位置決め処理に，突発的な飽和データ（異常データ）
をノイズとして除去することができるノイズ低減処理と，飽和データ（異常データ）の影
響を受けることのない切欠マークの判定処理とを含めている。これにより，透明ウエハＷ
を位置決めする場合に生じる飽和データ（異常データ）などの影響を受けることなく，ウ
エハＷの位置決め処理を正確に実行することができる。
【００６９】
（ウエハの位置決め処理）
　次に，上記位置決め装置２００を使用して行われるウエハの位置決め処理の具体例につ
いて図面を参照しながら説明する。図７は，ウエハの位置決め処理の具体例を示すフロー
チャートである。本実施形態では，制御部１８０によりプログラムデータが読出されて，
プログラムデータが実行されることにより，ウエハＷの位置決め処理が行われる。
【００７０】
　本実施形態にかかるウエハＷの位置決め処理は，図７に示すように，先ずステップＳ１
００にてウエハ周縁形状データを取得する。具体的には上述したように回転載置台２１０
に載置されたウエハＷを回転させながら，センサ部２２０によりウエハ周縁部に光を照射
して透過光を受光して得られたウエハ１回転分のウエハ周縁部のサンプリングデータ（例
えば図６に示すようなウエハ周縁形状データ）を受信して，例えば制御部１８０のメモリ
などで構成される記憶手段の実データ記憶領域に記憶する。
【００７１】
（ノイズ低減処理）
　次に，ステップＳ２００にてセンサ部２２０によりサンプリングされ取得したウエハ周
縁形状データに含まれるノイズを低減するノイズ低減処理を行う。図８は，このようなノ
イズ低減処理の具体例を示すフローチャートである。図８に示すように，本実施形態にお
けるノイズ低減処理では，第１ノイズ低減処理（ステップＳ２１０）及びこれに続く第２
ノイズ低減処理（ステップＳ２２０）の２段階の処理を行う。
【００７２】
　先ず，第１ノイズ低減処理について説明する。第１ノイズ低減処理は，ノイズとして例
えば飽和データを含む突発的な異常データを削除して，その周辺のサンプリングデータに
基づいて得られるウエハ周縁形状の予測データを補間するものである。例えば第１ノイズ
低減処理をウエハ周縁形状データの実データに対して実行し，処理後のデータを制御部１
８０に設けられた処理用データ処理領域に処理用データとして格納していく。これにより
，突発的な異常データがウエハＷの切欠マーク判定に影響を与えることを防止できる。
【００７３】
　第１ノイズ低減処理は，例えば次のように行う。先ず，ウエハ周縁形状データから突発
的な異常データを検出する。具体的にはウエハ周縁形状データのサンプリングデータのす
べてを１点ずつ順番に突発的な異常データか否かを判定する。具体的には判定対象となる
１点のデータを対象データとすると，対象データを前後１点のデータとそれぞれ比較して
，対象データが前後のデータから第１ノイズ閾値以上離れているか否か（第１ノイズ判定
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条件）により判断する。
【００７４】
　このような第１ノイズ判定条件は，例えば対象データをｔａとし，その対象データｔａ

の直前データをｔａ－１，直後データをｔａ＋１，第１ノイズ閾値をｍ１とすると，下記
（１－１）式及び（１－２）式のように表すことができる。
【００７５】
ｔａ－ｔａ－１＞ｍ１　　…（１－１）
ｔａ－ｔａ＋１＞ｍ１　　…（１－２）
【００７６】
　このような判定は，上記実データ記憶領域からウエハ周縁形状データの対象データｔａ

，直前データｔａ－１，直後データｔａ＋１のそれぞれを，例えば制御部１８０のメモリ
などにより構成される記憶手段の対象データ記憶領域，直前データ記憶領域，直後データ
記憶領域に格納してこれらを比較して判断する。
【００７７】
　対象データｔａが上記（１－１）式及び（１－２）式を両方同時に満たす場合には，そ
の対象データｔａを突発的な異常データと判断する。また，（１－１）式及び（１－２）
式を満たさない場合，すなわち（１－１）式と（１－２）式のうち両方満たさない場合及
び一方のみを満たさない場合には，その対象データｔａを突発的な異常データでないと判
断する。
【００７８】
　対象データｔａが突発的な異常データでないと判断した場合は，その対象データｔａは
削除しない。従って，この場合は例えば処理用データ処理領域に対象データｔａをそのま
ま処理用データとして格納する。
【００７９】
　これに対して，対象データｔａが突発的な異常データであると判断した場合は，その対
象データｔａを削除する。そして，直前データｔａ－１と直後データｔａ＋１の平均値を
予測データｔａ′として算出し，この予測データｔａ′を削除した対象データｔａの部分
に補間する。従って，この場合は例えば処理用データ処理領域に対象データｔａの代りに
予測データｔａ′を処理用データとして格納する。
【００８０】
　上記第１ノイズ閾値ｍ１の値は，大きすぎると突発的な異常データを削除できなくなる
一方，小さすぎると切欠マークの頂点に相当するデータまで突発的な異常データとして削
除してしまう虞がある。切欠マークの頂点に相当するデータまで削除してしまうと，切欠
マークを正確に判定できなくなる虞がある。そこで，第１ノイズ閾値ｍ１としては，少な
くとも切欠マークの頂点近傍に相当するデータは削除されないような値にする。
【００８１】
　このような第１ノイズ閾値ｍ１の決定方法の具体例について説明する。本実施形態にお
ける第１ノイズ閾値ｍ１はウエハ周縁形状データのうちの切欠マーク相当部のサンプリン
グデータに基づいて，少なくとも切欠マークの頂点に相当するデータが削除されないよう
な範囲で決定する。具体的には，切欠マーク相当部のサンプリングデータのうち，少なく
とも切欠マーク相当部の頂点に相当する１点とその前後１点の合計３点のデータが削除さ
れないような範囲の値を第１ノイズ閾値ｍ１とすればよい。
【００８２】
　ところが，実際には切欠マーク相当部のサンプリングデータの値にはばらつきがあるの
で，より確実に切欠マークの頂点に相当するデータが削除されないようにするためには，
切欠マーク相当部のサンプリングデータのうち，切欠マーク相当部の頂点に相当する１点
とその前後２点の合計５点のデータが削除されないような範囲の値を第１ノイズ閾値ｍ１

とすることが好ましい。
【００８３】
　このような第１ノイズ閾値ｍ１についてより具体的に説明するため，ウエハＷの切欠マ
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ーク相当部のサンプリングデータの具体例を図９に示す。図９では，横軸にサンプリング
点数をとり，縦軸に各サンプリング点数におけるウエハ周縁形状データ，すなわちここで
は受光部２４０を例えばＣＣＤセンサで構成した場合のＣＣＤセンサの画素数（pixels）
をとっている。なお，縦軸には，受光部２４０の受光量のカウント数（number）をとって
もよい。なお，後述する図面例えば図１０～図１６，図２２～図２６などの横軸と縦軸に
ついても図９に示すものと同様である。なお，ウエハ周縁形状データとしては，ＣＣＤセ
ンサの画素数（pixels），受光量のカウント数（number）などを用いてもよく，またこれ
らのＣＣＤセンサの画素数（pixels），受光量のカウント数（number）を，例えば基準位
置からウエハ周縁までの距離（ｍｍ）などに変換して用いてもよい。
【００８４】
　例えば図９に示すようなウエハＷの切欠マーク部分のサンプリングデータをｔ１１～ｔ

１７とすると，切欠マーク部分の頂点に相当するデータｔ１４のデータと，その前後２点
目のデータｔ１２，ｔ１３のそれぞれの差を算出し，これらのうちの大きい方の値を第１
ノイズ閾値ｍ１とする。こうして求めた第１ノイズ閾値ｍ１を例えば制御部１８０のメモ
リなどで構成される記憶手段の第１ノイズ閾値記憶領域に予め記憶しておく。
【００８５】
　このような本実施形態にかかる第１ノイズ低減処理によれば，１点だけ突出した異常デ
ータが削除され，その周辺データ例えば前後データに基づく予測データが補間される。こ
れにより，切欠マークの誤判定の原因となり易い，異常データが繰返し発生しているノイ
ズ部分の異常データを減らすことができるので，そのようなノイズ部分が切欠マーク判定
に影響を与えることを防止することができる。また，本実施形態にかかる第１ノイズ低減
処理によれば，切欠マークの判定に必要なデータ，すなわち切欠マークの頂点付近に相当
するデータは削除しないで残すことができる。
【００８６】
　例えばウエハ周縁形状データの一部に図１０の「×」で示すようなサンプリングデータ
ｔ２１～ｔ３３が含まれていたとすると，第１ノイズ閾値ｍ１以上離れているようなデー
タｔ２７，ｔ３１については異常データとされるので削除され，第１ノイズ閾値ｍ１内に
含まれるようなデータｔ２３は異常データとされないので削除されない。従って，第１ノ
イズ低減処理の実行後は，図１１に示すように異常データとされるデータｔ２７，ｔ３１

については，図１１において「○」で示す予測データで補間され，異常データとされない
データｔ２３については削除されないでそのまま残る。
【００８７】
　ところで，このような第１ノイズ低減処理によれば，１点だけ突出した異常データは削
除の対象となるのに対して，連続する異常データについては削除の対象とならずにそのま
ま残る。このように１点だけ突出したデータを削除の対象としたのは，補間する予測デー
タの計算を簡単にするためである。なお，連続する異常データが残っても，後述する切欠
マークの判定処理において，切欠マーク候補から除外されるので問題ない。
【００８８】
　次に，第２ノイズ低減処理について説明する。第２ノイズ低減処理はノイズとして例え
ば周辺のサンプリングデータに比べてずれているデータを，その周辺のサンプリングデー
タに基づいて補正するものである。これにより，ノイズによるウエハ周縁形状データのば
らつきを低減することができるので，これらのノイズがウエハＷの切欠マーク判定に影響
を与えることを防止できる。なお，第２ノイズ低減処理は，第１ノイズ低減処理の実行後
のウエハ周縁形状データの処理用データに対して実行する。
【００８９】
　第２ノイズ低減処理は，例えば次のように行う。先ず，ウエハ周縁形状データの処理用
データについてのサンプリングデータのすべてを１点ずつ順番に基づいて補正する。具体
的には判定対象となる１点のデータを対象データとすると，対象データ１点とその前後２
点分のデータの合計５点のデータの総和から最大値，最小値を引算し，その結果を３で割
った値を補正データとする。そして，対象データを補正データに変える。
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【００９０】
　このような本実施形態にかかる第２ノイズ低減処理によれば，例えば周辺のサンプリン
グデータに比べて上方にずれているデータのみならず，下方にずれているデータについて
も補正される。例えば第１ノイズ低減処理の実行後の図１１に示すサンプリングデータに
対して第２ノイズ低減処理を実行すると，図１２に示すようになる。図１２によれば，第
１ノイズ低減処理によって削除されなかったデータｔ２３についても，周辺データに基づ
いて補正されて，「□」で示す補正データになる。なお，図１２において，「×」及び「
○」のデータは周辺データと同じなので補正データに変更されても同じデータのままとな
る。
【００９１】
　また，第１ノイズ低減処理の後に第２ノイズ低減処理を実行することによって，第１ノ
イズ低減処理で削除されずにそのまま残った飽和データ（異常データ）についても，第２
ノイズ低減処理によりノイズが低減する方向へ補正できる可能性を高くすることができる
。例えばウエハ周縁形状データにおけるサンプリングデータのうちの５点に複数の飽和デ
ータ（異常データ）が含まれていた場合，その飽和データのいくつかが第１ノイズ低減処
理によって削除されて，飽和データが１つだけ削除されずに残った場合は，第２ノイズ低
減処理によってその飽和データをノイズが低減する方向へ補正することができる。
【００９２】
　なお，本実施形態では，ノイズ低減処理として第１ノイズ低減処理と第２ノイズ低減処
理の２段階の処理を行う場合について説明したが，必ずしもこれに限定されるものではな
く，ノイズ低減処理として第１ノイズ低減処理のみを行うようにしてもよい。すなわち，
ノイズ低減処理として第１ノイズ低減処理のみを実行しても，突発的な異常データをなく
すことができるので，例えば透明ウエハの場合に生じる飽和データを効果的に除去するこ
とができる。本実施形態のように第１ノイズ低減処理に第２ノイズ低減処理を組合せるこ
とによって，第１ノイズ低減処理のみを実行する場合よりも多くの異常データをなくすこ
とができる。これにより，ウエハＷの切欠マークの判定に影響を与える虞のある飽和デー
タなどの異常データによるノイズをより効果的に低減することができる。
【００９３】
　また，不透明ウエハの場合は，後述する透明ウエハのような飽和データに起因する問題
がないため，ノイズ低減処理として第２ノイズ低減処理のみを実行するようにしてもよい
が，透明ウエハの場合は，飽和データが複数発生する可能性が高いので，ノイズ低減処理
として第２ノイズ低減処理のみをウエハ周縁形状データの実データに対して実行すると，
これらの飽和データが第２ノイズ低減処理によって算出される補正データに影響を与える
虞がある。
【００９４】
　例えば図１３に示すような飽和データを含むサンプリングデータに対して第２ノイズ低
減処理のみを実行した場合を考える。サンプリングデータの５点の中に１つだけ飽和デー
タが存在する場合（対象データｔ２３，ｔ２７，ｔ３１）には，図１４に示すように周辺
データと同じ値に補正されるので問題はない。これに対して，サンプリングデータの５点
の中に２つの飽和データが含まれる場合（対象データｔ２９）には，５点の総和から最大
値，最小値が引算されるので，結果的に１点分の飽和データが残ることになる。このため
，対象データｔ２９の補正データは残った飽和データの影響を受けるため，かえって図１
４に示すように補正後のデータは大きくなってしまう。このように，第２ノイズ低減処理
のみを実行すると，異常データをノイズが低減する方へ補正されるものの，正常データを
ノイズが拡大する方へ補正してしまう虞がある。
【００９５】
　従って，飽和データのばらつき度合（例えば図６のＣ部分のように突発的な飽和データ
が繰返し現れる場合など）によっては，第２ノイズ低減処理によってノイズ部分が切欠マ
ークに近いデータに補正されてしまう虞がある。例えば図１５に示すように複数の飽和デ
ータを含むノイズ部分のサンプリングデータに対して，第２ノイズ低減処理のみを実行す
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ると，例えば図１６に示すようにノイズ部分が切欠マークに近いデータに補正されてしま
う。これにより，このようなノイズ部分をウエハＷの切欠マークであると誤判定してしま
う虞がある。
【００９６】
　そこで，特に透明ウエハＷの場合には，第２ノイズ低減処理を実行する前に第１ノイズ
低減処理を実行することが好ましい。これにより，第１ノイズ低減処理によって突発的な
飽和データを取除くことができるため，第２ノイズ低減処理における飽和データの影響を
極力低減することができる。すなわち，第２ノイズ低減処理によってノイズ部分が切欠マ
ークに近いデータに補正されてしまうことを防止できるので，後述する切欠マークの判定
によってノイズ部分をウエハＷの切欠マークであると誤判定してしまうことを防止できる
。こうして，切欠マークの判定精度の確率を向上させることができる。
【００９７】
　なお，不透明ウエハＷでも，例えば信号制御の電気的なノイズなどにより異常データが
発生した場合には，透明ウエハＷの場合と同様の問題が生じる虞も考えられるので，不透
明ウエハＷについても，第２ノイズ低減処理を実行する前に第１ノイズ低減処理を実行す
るようにしてもよい。これにより，透明ウエハＷ，不透明ウエハＷの種類を問わずに同じ
ノイズ低減処理を実行できる。
【００９８】
（切欠マークの検出処理）
　上述したようなノイズ低減処理が終了すると，図７のメインルーチンに戻り，後述する
ステップＳ３００にて切欠マークの検出処理を行う。切欠マークの検出処理は，上記ノイ
ズ低減処理の実行後のウエハ周縁形状データ（処理用データ）に対して実行する。このよ
うな切欠マークの検出処理の具体例を図１７に示す。
【００９９】
　図１７に示すように，先ずステップＳ３１０にて重ね合せデータを作成する。具体的に
はウエハ周縁形状データのサンプリングデータを半周期（１８０度）分ずらして重ね合せ
る。例えば図１８に示すようなウエハ周縁形状データのサンプリングデータを半周期（１
８０度）分ずらして重ね合せると，図１９に示すような重ね合せデータになる。図１８，
図１９は，横軸にサンプリング点数をとり，縦軸にウエハ周縁形状データをとっている。
図１８，図１９は，例えばウエハ１回転分について３０００点分のサンプリングデータを
とった例である。従って，ウエハＷの１回転を３６０度とすれば，横軸の０～３０００は
０度～３６０度に相当する。
【０１００】
　次いでステップＳ３２０にて有効データ数の割合を判定する。ここでいう有効データと
は，例えばセンサ部２２０によるウエハの径方向の検出可能範囲内に入るデータとし，上
記検出可能範囲を外れるデータは無効データとする。例えばウエハＷの中心と回転載置台
２１０の回転中心が偏心している場合に，その偏心の程度が大きいとセンサ部２２０によ
るウエハの径方向の検出可能範囲を外れてしまい，ウエハの周縁が検出できずにウエハ周
縁形状データの一部が連続してすべて無効データ（透明ウエハの場合は光透過型センサ２
５０の光がウエハＷを透過するので飽和データとなり得る）になってしまうことがある。
ウエハ周縁形状データ全体に対する有効データ数の割合が少なければ，ウエハ周縁形状を
正しく検出できないため，ウエハＷの切欠マークも正しく判定できない。このため，ウエ
ハ周縁形状データ全体に対する有効データ数を判定する。
【０１０１】
　次いでステップＳ３３０にて有効データ数が所定値に満たないか否かを判断する。具体
的には例えば有効データ数がウエハ周縁形状データにおける１回転（３６０度）分のサン
プリングデータの３／１０に満たないか否かを判断する。図１９に示すような重ね合せデ
ータにおいては半回転（１８０度）分のサンプリングデータの３／５に満たないか否かを
判断する。なお，有効データの判定基準は上述した場合に限定されることはなく，要求精
度に応じて任意の数値に設定することが可能である。
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【０１０２】
　ステップＳ３３０にて有効データ数が所定値に満たないと判断した場合はステップＳ３
７０にてエラー処理を行う。エラー処理としては例えば有効なアライメント処理が行えな
い旨をディスプレイなどの表示手段に表示し，ウエハＷを共通搬送機構１６０により回転
載置台２１０に載せ直す処理などを実行する。
【０１０３】
　ステップＳ３３０にて有効データ数が所定値以上であると判断した場合はステップＳ３
４０にてウエハ周縁形状データについての重ね合せデータの平均値と標準偏差（σ）を算
出する。この場合，ピーク値（最大値）の位置から所定範囲（切欠マーク相当部分）を除
く有効データを対象とすることによって，平均値と標準偏差（σ）を算出するようにして
もよい。このように，切欠マーク相当部分及び無効データを除いて平均値と標準偏差（σ
）を算出することにより，高い精度で平均値と標準偏差（σ）を算出することができる。
なお，こうして算出されたウエハ周縁形状データについての重ね合せデータの平均値と標
準偏差（σ）は例えば制御部１８０のメモリなどに記憶される。
【０１０４】
（切欠マークの判定処理）
　次に，ステップＳ３５０にて切欠マークの判定処理を行う。図２０に，このような切欠
マークの判定処理の具体例を示すフローチャートである。図２０に示すように，切欠マー
ク判定処理は，先ずステップＳ３５１にてウエハ周縁形状データについての重ね合せデー
タ切欠マーク候補の検索を行う。
【０１０５】
　具体的には上記のように算出されたウエハ周縁形状データについての重ね合せデータの
平均値と標準偏差（σ）に基づいて切欠マーク候補を検索する。例えば図２１に示すよう
に重ね合せデータの平均値＋４σを閾値として，重ね合せデータのうち上記閾値を超える
部分を検索し，この部分を切欠マーク候補と判断する。
【０１０６】
　次いで，ステップＳ３５２にて切欠マーク候補が検索されたか否かを判断する。切欠マ
ーク候補が検索されないと判断した場合は，ステップＳ３５９にてエラー処理を行う。エ
ラー処理としては，例えば有効なアライメント処理が行えない旨をディスプレイなどの表
示手段に表示し，ウエハＷを共通搬送機構１６０により回転載置台２１０に載せ直す処理
などを実行する。
【０１０７】
　ステップＳ３５２にて切欠マーク候補が検索されたと判断した場合はステップＳ３５３
にて検索された切欠マーク候補のサンプリングデータに対して前提判定処理を行う。ここ
では，後続の切欠マーク候補の本判定（例えば第１判定処理及び第２判定処理）を正しく
行うことができるように，前提となる判定条件の判定を行う。
【０１０８】
　前提判定条件としては，例えば切欠マーク候補のサンプリングデータのデータ数が所定
数（例えば３点）以上であることが挙げられる。切欠マーク候補のサンプリングデータの
データ数が少なくとも３点以上なければ，本判定（例えば第１判定処理及び第２判定処理
）において曲線近似を行うことができないからである。
【０１０９】
　その他の前提判定条件としては，切欠マーク候補のサンプリングデータに含まれる飽和
データ数が所定数（例えば２０点）未満であることが挙げられる。切欠マーク候補のサン
プリングデータに含まれる飽和データ数が例えば２０点以上もあればノイズ部分である蓋
然性が高いので，このような場合は第１判定処理（ステップＳ３５５），第２判定処理（
ステップＳ３５７）を行わないようにするためである。これにより，飽和データによって
切欠マークを誤判定することを予め防止することができる。
【０１１０】
　その他の前提判定条件としては，切欠マーク候補のサンプリングデータのデータ数が切
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欠マークを構成し得る許容範囲内（例えば切欠マークがノッチの場合は基準値９点±４点
）であることが挙げられる。例えば切欠マークがノッチの場合における切欠マーク候補の
具体例を図２２に示す。このように切欠マークがノッチの場合は，切欠マーク候補のサン
プリングデータのデータ数が許容範囲内の場合には，所定のノッチ幅となり，切欠マーク
である蓋然性が高いからである。
【０１１１】
　なお，このような前提判定条件のうちの１つを判断してもよく，いずれか２つを組合わ
せて判断するようにしてもよい。但し，後続の本判定による切欠マークの判定精度の確率
をより高めるためには，上記前提判定条件のすべてを判断することが好ましい。
【０１１２】
　ステップＳ３５４にて検索された切欠マーク候補のサンプリングデータが上述したよう
な前提判定条件を満たすか否かを判断する。ステップＳ３５４にて前提判定条件を満たさ
ないと判断した場合はステップＳ３５１に戻り，他の切欠マーク候補の検索を行う。そし
て他の切欠マーク候補がなければ，エラー処理を行い，他の切欠マーク候補が検索されれ
ば，その切欠マーク候補について再び前提判定処理を行う。
【０１１３】
　これに対して，ステップＳ３５４にて前提判定条件を満たすと判断した場合はステップ
Ｓ３５５以降の本判定が行われる。図２０に示すように，本実施形態における切欠マーク
の本判定では，第１判定処理（ステップＳ３５５）及びこれに続く第２判定処理（ステッ
プＳ３５７）の２段階の判定を行う。
【０１１４】
（切欠マークの第１判定処理）
　先ず，第１判定処理（ステップＳ３５５）について説明する。第１判定処理は，検索さ
れた切欠マーク候補に相当する部分のサンプリングデータ群（以下，「切欠マーク候補の
データ群」とも称する）を曲線近似し，その近似曲線と切欠マーク候補のデータ群との誤
差（ずれ）を判定するものである。
【０１１５】
　第１判定処理は，例えば次のように行う。先ず，検索された切欠マーク候補のデータ群
に対して，例えば最小２乗法による２次曲線（放物線）近似処理を行う。このような２次
曲線（放物線）近似処理として，例えばＮ点の切欠マーク候補のサンプリングデータ（ｘ

ｉ，ｙｉ）を下記（２－１）式に示すような２次式により最小２乗法により曲線近似する
方法の具体例について説明する。
【０１１６】
ｙ＝ａ０＋ａ１ｘ＋ａ２ｘ２　　　　…（２－１）
【０１１７】
　ここで，最小２乗法とは，下記（２－２）式が極小となるようなａ０，ａ１，ａ２を求
めることである。
【０１１８】
Ｓ＝（ｙ１－ｙ）２＋（ｙ２－ｙ）２＋…＋（ｙｎ－ｙ）２

　＝（ｙ１－ａ０－ａ１ｘ１－ａ２ｘ１
２）２

　　　＋（ｙ２－ａ０－ａ１ｘ２－ａ２ｘ２
２）２

　　　　＋（ｙｎ－ａ０－ａ１ｘｎ－ａ２ｘｎ
２）２　　　　　…（２－２）

【０１１９】
　従って，例えば上記（２－２）式で表されるＳをａ０，ａ１，ａ２でそれぞれ微分し，
極小点においはａ０，ａ１，ａ２で微分した式がそれぞれ０になることを利用することに
より，上記（２－２）式が極小となるようなａ０，ａ１，ａ２を求めることができ，（２
－１）式により近似曲線式を求めることができる。
【０１２０】
　このように，切欠マーク候補のデータ群の近似曲線が求められると，その近似曲線と切
欠マーク候補のデータ群との誤差を求める。例えば上述したような最小２乗法によって求
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められた近似曲線式に基づいて切欠マーク候補のデータ群の各点での近似値を算出する。
【０１２１】
　次いで，これら近似曲線式による近似値データ群と，切欠マーク候補の元のデータ群と
の誤差を求める。具体的には例えば近似曲線式による近似値データ群における各点のデー
タと，これらに対応する切欠マーク候補に相当するデータ群における各点のデータとの差
をそれぞれ求め，これらの平均値を上記近似曲線との誤差として算出する。このような近
似曲線式による近似値データ群と，切欠マーク候補の元のデータ群との具体例を図２３に
示す。図２３において実線で示す曲線は近似曲線であり，「×」は切欠マーク候補の元の
データ群，「○」は近似曲線式による近似値データ群を示す。
【０１２２】
　こうして求めた近似曲線との誤差が第１判定条件を満たすか否かを判断する（誤差判定
）。このような誤差判定における第１判定条件としては，例えば図２３に示すように近似
曲線によって現される切欠マーク候補部分の深さ（高さ）Ｈを基準として，その切欠マー
ク候補部分の深さ（高さ）Ｈに対する上記誤差の割合が第１判定閾値を超えないことを条
件とする。
【０１２３】
　上述したような近似曲線によって現される切欠マーク候補部分の深さ（高さ）Ｈは，例
えば近似曲線式によって求められた近似値の最大値と最小値との差として算出できる。従
って，上記第１判定条件としては，近似曲線式による近似値のデータと，切欠マーク候補
のサンプリングデータとの誤差の，近似曲線式による近似値の最大値と最小値の差に対す
る割合が第１判定閾値（例えば１／１０）を超えないことを条件とする。
【０１２４】
　ここで，近似曲線によって現される切欠マーク候補部分の深さ（高さ）Ｈ（例えば近似
曲線式によって求められた近似値の最大値と最小値との差）を上記誤差判定の基準とした
のは，以下の理由による。
【０１２５】
　切欠マーク候補の判定を行う前には，ウエハ周縁形状データのサンプリングデータを半
周期折り返して重ね合せデータにすることによって，正弦波成分をキャンセルしている（
図１７に示すステップＳ３１０）。このため，基本的に切欠マーク以外はほぼ平坦な波形
になる（例えば図２１参照）。しかしながら，ウエハ周縁形状データに飽和データが含ま
れると，その部分については重ね合せデータの波形が隆起(シフト)してしまうことがある
。このため，例えば図２４に示すように，重ね合せデータにおける切欠マーク候補につい
ても，飽和データの有無によって，シフトしてしまったり，シフトしなかったりするため
，重ね合せデータの切欠マーク候補部分の値が変動する。従って，もし近似曲線式から算
出した近似値をそのまま上記誤差判定の基準とすれば，その誤差判定が切欠マーク候補部
分の値の変動の影響を受けてしまう。
【０１２６】
　そこで，本実施形態にかかる誤差判定では，近似曲線式から算出した近似値をそのまま
誤差判定の基準とするのではなく，図２４に示すように近似曲線によって現される切欠マ
ーク候補部分の深さ（高さ）Ｈを誤差判定の基準とすることにより，重ね合せデータの切
欠マーク候補部分の値の変動の影響を受けることなく，誤差判定を行うことができるよう
にしている。
【０１２７】
　第１判定閾値については，実際の切欠マークに相当する部分が切欠マーク候補とされた
場合は除外されずに残され，ノイズ部分が切欠マーク候補とされた場合のみ，そのような
切欠マーク候補を除外する値に設定することが好ましい。例えばウエハ周縁形状データの
サンプリングデータから切欠マーク相当部分と，ノイズ部分とにおける上記誤差判定を行
った実験結果によれば，切欠マーク相当部分についての誤差は切欠マーク候補部分の深さ
（高さ）Ｈの１／４０以内であるのに対して，ノイズ部分についての誤差は切欠マーク候
補部分の深さ（高さ）Ｈの７／１０以上であった。従って，第１判定閾値は，少なくとも
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切欠マーク候補部分の深さ（高さ）Ｈの１／４０～７／１０の範囲で決定した値であるこ
とが好ましい。例えば切欠マーク相当部分については誤差が切欠マーク候補部分の深さ（
高さ）Ｈの１／４０以内であることを考慮すれば，マージンを考慮して，切欠マーク候補
部分の深さ（高さ）Ｈの１／１０とすることがより好ましい。こうして決定された第１判
定閾値は，例えば制御部１８０のメモリなどで構成される記憶手段の第１判定閾値記憶領
域に予め記憶しておく。
【０１２８】
　このような第１判定処理によれば，例えば切欠マーク候補の近似曲線との誤差が大きい
ほど，その切欠マーク候補部分はノイズ部分である蓋然性が高いので，このようなノイズ
部分を切欠マーク候補から除外することができる。また，切欠マーク候補の近似曲線との
誤差が上記第１判定閾値を超えなければその切欠マーク候補部分は切欠マークである蓋然
性が高いので，上記第１判定処理よって切欠マークの判定を行うことによって，判定精度
を高めることができる。さらに，第２判定処理を実行する前に切欠マーク候補からノイズ
部分を除外することができるので，第２判定処理によってノイズ部分を切欠マークである
と誤判定する虞をなくすことができる。
【０１２９】
　ステップＳ３５５にて上述したような第１判定処理を行って，ステップＳ３５６にて第
１判定条件を満たすか否か，すなわち第１判定処理における上記誤差判定により，切欠マ
ーク候補のサンプリングデータと近似曲線との誤差が第１判定条件を満たすか否かを判断
する。
【０１３０】
　ステップＳ３５６にて第１判定条件を満たさないと判断した場合には，ステップＳ３５
１に戻って他の切欠マーク候補の検索を行い，第１判定条件を満たすと判断した場合には
，ステップＳ３５７にて第２判定処理を行う。
【０１３１】
（切欠マークの第２判定処理）
　ここで，第２判定処理（ステップＳ３５７）について説明する。第２判定処理は，上述
したように切欠マーク候補のサンプリングデータを曲線近似した場合に，その切欠マーク
候補の近似曲線式の係数が所定の第２判定条件を満たすか否かを判定するものである。こ
れにより，切欠マーク候補の近似曲線の形が実際の切欠マークの形（例えば実際の切欠マ
ークのサンプリングデータを曲線近似した場合の近似曲線の形）に近いか否かを判定する
ことができる。
【０１３２】
　第２判定処理は，例えば次のように行う。検索された切欠マーク候補のサンプリングデ
ータに対して，例えば最小２乗法による２次曲線（放物線）近似処理を行った場合には，
上記（２－１）式に示す２次曲線式における２次の項の係数ａ２が第２判定条件である許
容範囲内にあるか否かを判断する。
【０１３３】
　第２判定条件としての許容範囲は，ウエハＷに形成された切欠マークの形に応じて決定
することが好ましい。ウエハＷに形成された切欠マークの形によってその部分を曲線近似
した場合の曲線の形も変るからである。第２判定条件としての許容範囲は，例えば切欠マ
ークがノッチの場合は基準値３０±１８とすることができる。こうして決定された第２判
定条件としての許容範囲は，制御部１８０のメモリなどで構成される記憶手段の許容範囲
領域に予め記憶される。
【０１３４】
　このような第２判定処理によれば，例えば切欠マーク候補の近似曲線の形が実際の切欠
マークの近似曲線の形に近いほど，その候補は切欠マークである蓋然性が高いので，この
ような判定することによって，切欠マークを高い確率で判定することができる。
【０１３５】
　また，第１判定処理によって切欠マーク候補を曲線近似した場合の近似曲線と切欠マー
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ク候補のサンプリングデータとの誤差を判定した上で，第２判定処理によって切欠マーク
候補の近似曲線の形が実際の切欠マークの近似曲線の形に近いか否かを判定するため，切
欠マークの判定精度をより向上させることができる。
【０１３６】
　なお，本実施形態では，上記のように切欠マークの本判定として，第１判定処理と第２
判定処理の２段階の処理を行う場合について説明したが，必ずしもこれに限定されるもの
ではなく，切欠マークの本判定として第１判定処理のみを行うようにしてもよい。すなわ
ち，切欠マークの本判定として第１判定処理のみを実行しても，飽和データなどの異常デ
ータのばらつきによるノイズ部分を切欠マークと誤判定することを防止できるので，切欠
マークの判定精度を高めることができる。
【０１３７】
　また，不透明ウエハの場合は，後述する透明ウエハのような飽和データに起因する問題
がないため，切欠マークの本判定として第２判定処理のみを行うようにしてもよいが，透
明ウエハの場合は，飽和データが複数発生する可能性が高いので，切欠マークの本判定と
して第２判定処理を行っただけでは，これらの飽和データのばらつきによってはノイズ部
分を切欠マークと誤判定される虞がある。
【０１３８】
　例えば図２５に示すような飽和データを含むサンプリングデータに対して第２判定処理
のみを行った場合を考える。このようにウエハ周縁形状データの中に飽和データがばらつ
いて複数発生している場合にはそのノイズ部分について，最小２乗法による２次曲線近似
を行うと，図２６に示すようにノイズ部分であるにも拘らず，切欠マークのような近似曲
線（２次曲線式）ができる場合がある。このような場合，第２判定処理では近似曲線と切
欠マークのサンプリングデータとの誤差（ずれ）を認識できないため，ノイズ部分の近似
曲線（２次曲線式）であっても，その２次曲線式における２次の項の係数ａ２が第２判定
条件である許容範囲を満たせば，そのノイズ部分を切欠マークと誤判定してしまう虞があ
る。
【０１３９】
　そこで，特に透明ウエハＷの場合には，第２判定処理を行う前に第１判定処理を行うこ
とが好ましい。これにより，第１判定処理によって近似曲線と切欠マークのサンプリング
データとの誤差（ずれ）を判定することによって，飽和データのばらつきが切欠マークの
判定に影響を与えることを防止することができる。すなわち，例えば図２６に示すように
飽和データのばらつきがあるノイズ部分は，そのノイズ部分の近似曲線と切欠マークのサ
ンプリングデータとの誤差（ずれ）が大きくなり許容範囲を超えるため，第１判定処理に
よってこのようなノイズ部分を切欠マーク候補から除外することができる。このため，そ
の後に行われる第２判定処理では，近似曲線と切欠マークのサンプリングデータとの誤差
（ずれ）が許容範囲内となる切欠マーク候補のみを判定することができるので，飽和デー
タに影響されずに切欠マークの判定を行うことができる。これにより，切欠マークの判定
精度をより一層向上させることができる。
【０１４０】
　なお，不透明ウエハＷでも，例えば信号制御の電気的なノイズなどにより異常データが
発生した場合には，透明ウエハＷの場合と同様の問題が生じる虞も考えられるので，不透
明ウエハＷについても，第２判定処理を行う前に第１判定処理を行うようにしてもよい。
これにより，透明ウエハＷ，不透明ウエハＷの種類を問わずに同じ判定処理を実行できる
。
【０１４１】
　ステップＳ３５７にて上述したような第２判定処理を行って，ステップＳ３５８にて第
２判定条件を満たすか否か，すなわち切欠マークの近似曲線式である例えば２次曲線式に
おける２次の項の係数ａ２が第２判定条件である許容範囲内にあるか否かを判断する。
【０１４２】
　ステップＳ３５８にて第２判定条件を満たさないと判断した場合には，ステップＳ３５
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１に戻って他の切欠マーク候補の検索を行い，第２判定条件を満たすと判断した場合には
，図１７に示す処理に戻ってステップＳ３６０にて切欠マークの判定処理による判定条件
を満たす切欠マーク候補を切欠マークと決定する。
【０１４３】
　そして，図７の処理に戻り，ステップＳ４００にて切欠マークの位置と方向を算出する
。例えば図２０に示す切欠マークの判定処理で決定した切欠マークのサンプリングデータ
が存在する位置を，ウエハ周縁形状データにおいて実際に切欠マークが存在している位置
として決定し，その切欠マークの方向を算出する。
【０１４４】
　そして，切欠マークの方向の算出が終了すると，ステップＳ５００にてウエハＷの向き
の調整が行われる。例えばステップＳ４００までの処理によって得られた切欠マークの位
置と方向に基づいて，回転載置台２１０を回転させてウエハＷを所定の向きにする。こう
して，一連のウエハの位置決め処理を終了する。その後は，例えば共通搬送機構１６０に
よってウエハＷを位置決め装置２００から取出して例えばロードロック室などに搬送する
。これにより，ウエハＷは所定の向きに位置決め（位置合せ）された状態で，処理室へ向
けて搬送することができる。
【０１４５】
（基板搬送装置の他の構成例）
　次に，本発明の実施形態にかかる基板処理装置の他の構成例について図面を参照しなが
ら説明する。例えば本発明は，図１に示す基板処理装置１００に限られず，様々な基板処
理装置に適用できる。図２７には，真空処理ユニットがマルチチャンバで構成される基板
処理装置の概略構成を示す。
【０１４６】
　図２７に示す基板処理装置３００は，基板例えばウエハＷに対して成膜処理，エッチン
グ処理等の各種の処理を行う複数の処理室３４０を有する真空処理ユニット３１０と，こ
の真空処理ユニット３１０に対してウエハＷを搬出入させる搬送ユニット１２０とを備え
る。搬送ユニット１２０の構成は，図１とほぼ同様であるため，実質的に同一の機能構成
を有する構成要素については，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【０１４７】
　図２７に示す搬送ユニット１２０は，搬送室１３０内に配設される共通搬送機構（大気
側搬送機構）１６０を１つのピックを備えるシングルアーム機構で構成した例である。共
通搬送機構１６０が固定される基台１６２は，搬送室１３０内の中心部を長さ方向に沿っ
て設けられた図示しない案内レール上にスライド移動可能に支持されている。この基台１
６２と案内レールにはそれぞれ，リニアモータの可動子と固定子とが設けられている。案
内レールの端部には，このリニアモータを駆動するためのリニアモータ駆動機構（図示し
ない）が設けられている。リニアモータ駆動機構には，制御部１８０が接続されている。
これにより，制御部１８０からの制御信号に基づいてリニアモータ駆動機構が駆動し，共
通搬送機構１６０が基台１６２とともに案内レールに沿って矢印方向へ移動するようにな
っている。
【０１４８】
　図２７では，例えば６つの処理室３４０Ａ～３４０Ｆを有する真空処理ユニット３１０
を搬送ユニット１２０の側面に配設したものを示す。真空処理ユニット３１０は，６つの
処理室３４０Ａ～３４０Ｆにウエハを搬出入する共通搬送室３５０を備え，この共通搬送
室３５０の周りに各処理室３４０Ａ～３４０Ｆがそれぞれゲートバルブ３４４Ａ～３４４
Ｆを介して配設されている。また，共通搬送室３５０には，真空引き可能に構成された第
１，第２ロードロック室３６０Ｍ，３６０Ｎがそれぞれゲートバルブ３５４Ｍ，３５４Ｎ
を介して配設されている。これら第１，第２ロードロック室３６０Ｍ，３６０Ｎは，それ
ぞれゲートバルブ３６４Ｍ，３６４Ｎを介して搬送室１３０の側面に接続されている。
【０１４９】
　このように，上記共通搬送室３５０と上記６つの各処理室３４０Ａ～３４０Ｆとの間及
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び上記共通搬送室３５０と上記各ロードロック室３６０Ｍ，３６０Ｎとの間はそれぞれ気
密に開閉可能に構成され，クラスタツール化されており，必要に応じて共通搬送室３５０
内と連通可能になっている。また，上記第１及び第２の各ロードロック室３６０Ｍ，３６
０Ｎと上記搬送室１３０との間も，それぞれ気密に開閉可能に構成されている。
【０１５０】
　上記各処理室３４０Ａ～３４０Ｆは，ウエハＷに対して例えば同種の処理または互いに
異なる異種の処理を施すようになっている。各処理室３４０Ａ～３４０Ｆ内には，ウエハ
Ｗを載置するための載置台３４２Ａ～３４２Ｆがそれぞれ設けられている。
【０１５１】
　上記ロードロック室３６０Ｍ，３６０Ｎは，ウエハＷを一時的に保持して圧力調整後に
，次段へパスさせる機能を有している。上記ロードロック室３６０Ｍ，３６０Ｎは，さら
に冷却機構や加熱機構を有するように構成してもよい。
【０１５２】
　共通搬送室３５０内には，例えば屈伸・昇降・旋回可能に構成された多関節アームより
なる搬送機構（真空側搬送機構）３７０が設けられている。この搬送機構３７０は基台３
７２に回転自在に支持されている。基台３７２は，共通搬送室３５０内の基端側から先端
側にわたって配設された案内レール３７４上を例えばアーム機構３７６によりスライド移
動自在に構成されている。
【０１５３】
　このように構成された搬送機構３７０によれば，搬送機構３７０を案内レール３７４に
沿ってスライド移動させることにより，各ロードロック室３６０Ｍ，３６０Ｎ及び各処理
室３４０Ａ～３４０Ｆにアクセス可能となる。例えば上記各ロードロック室３６０Ｍ，３
６０Ｎ及び対向配置された処理室３４０Ａ，３４０Ｆにアクセスする際には，搬送機構３
７０を案内レール３７４に沿って共通搬送室３５０の基端側寄りに位置させる。
【０１５４】
　また，上記４つの処理室３４０Ｂ～３４０Ｅにアクセスする際には，搬送機構３７０を
案内レール３７４に沿って共通搬送室３５０の先端側寄りに位置させる。これにより，１
つの搬送機構３７０により，共通搬送室３５０に接続されるすべてのロードロック室３６
０Ｍ，３６０Ｎや各処理室３４０Ａ～３４０Ｆにアクセス可能となる。搬送機構３７０は
，２つのピックを有しており，一度に２枚のウエハを取り扱うことができるようになって
いる。
【０１５５】
　なお，搬送機構３７０の構成は上記のものに限られず，２つの搬送機構によって構成し
てもよい。例えば共通搬送室３５０の基端側寄りに屈伸・昇降・旋回可能に構成された多
関節アームよりなる第１搬送機構を設けるとともに，共通搬送室３５０の先端側寄りに屈
伸・昇降・旋回可能に構成された多関節アームよりなる第２搬送機構を設けるようにして
もよい。また，上記搬送機構３７０のピックの数は，２つの場合に限られることはなく，
例えば１つのみのピックを有するものであってもよい。
【０１５６】
　図２７に示すような基板処理装置３００においても，位置決め装置２００を使用して上
述したような位置決め処理を実行することができる。これにより，基板処理装置３００に
おいても，例えば飽和データなどの異常データに起因するノイズ部分を基板周縁に形成さ
れた切欠マークと誤判定することを防止するとともに切欠マークの判定精度を向上するこ
とができる。
【０１５７】
　なお，基板処理装置３００における処理室３４０の数は，図２７に示すような６つの場
合に限定されるものではなく，５つ以下でもよく，またさらに追加して設けてもよい。ま
た，図２７に示す真空処理ユニット３１０は，１つの共通搬送室３５０の周りに複数の処
理室を接続した処理室ユニットが１つの場合について説明したが，必ずしもこれに限定さ
れるものではなく，１つの共通搬送室３５０の周りに複数の処理室を接続した処理室ユニ
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ットをバッファ室を介して２以上接続する，いわゆるタンデム型の構成にしてもよい。
【０１５８】
　以上説明したような本実施形態におけるウエハの位置決め処理は，透明ウエハの場合の
みならず，不透明ウエハの場合にも適用可能である。例えば不透明ウエハであっても外乱
光の影響や電気的ノイズの影響などによって異常データが発生した場合には，異常データ
のばらつき度合によっては，そのようなノイズ部分をウエハの切欠マークであると誤判定
する虞がある。このため，不透明ウエハの場合においても本実施形態におけるウエハの位
置決め処理を適用することによって，このような切欠マークの誤判定を防止することがで
き，切欠マークの判定精度を向上させることができる。
【０１５９】
　また，本実施形態では，光センサとして光透過型センサによってウエハの周縁形状を検
出する場合について説明したが，必ずしもこれに限定されるものではなく，光センサとし
て光反射型センサによってウエハの周縁形状を検出するようにしてもよい。透明ウエハの
大部分は光を透過するため，光透過型センサであっても，反射型光センサであっても，こ
れらの光センサが例えば外乱光などのノイズ光の影響によって飽和データ（異常データ）
が発生する可能性が高いため，飽和データのばらつき度合によっては，そのようなノイズ
部分をウエハの切欠マークであると誤判定する虞がある。
【０１６０】
　このため，光センサとして光反射型センサを使用する場合についても本実施形態におけ
るウエハの位置決め処理を適用することによって，このような切欠マークの誤判定を防止
することができ，切欠マークの判定精度を向上させることができる。
【０１６１】
　また，本実施形態におけるウエハの位置決め処理は，切欠マークとしてノッチが形成さ
れたウエハの他に，切欠マークとしてオリフラ（オリエンテーションフラット）が形成さ
れたウエハにも適用できる。
【０１６２】
　また，上述した実施形態の機能（例えばウエハ処理機能，除電処理機能）を実現するソ
フトウェアのプログラムを記憶した記憶媒体等の媒体をシステム或いは装置に供給し，そ
のシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体等の媒体に格
納されたプログラムを読み出して実行することによっても，本発明が達成されることは言
うまでもない。
【０１６３】
　この場合，記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラム自体が上述した実施形態の機
能を実現することになり，そのプログラムを記憶した記憶媒体等の媒体は本発明を構成す
ることになる。プログラムを供給するための記憶媒体等の媒体としては，例えば，フロッ
ピー（登録商標）ディスク，ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯ
Ｍ，ＣＤ－Ｒ，ＣＤ－ＲＷ，ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＡＭ，ＤＶＤ－ＲＷ，ＤＶＤ＋
ＲＷ，磁気テープ，不揮発性のメモリカード，ＲＯＭ，或いはネットワークを介したダウ
ンロードなどを用いることができる。
【０１６４】
　なお，コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより，上述した実施形態
の機能が実現されるだけでなく，そのプログラムの指示に基づき，コンピュータ上で稼動
しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行い，その処理によって上述した実施
形態の機能が実現される場合も，本発明に含まれる。
【０１６５】
　さらに，記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムが，コンピュータに挿入された
機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込ま
れた後，そのプログラムの指示に基づき，その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い，その処理によって上述した実施形態
の機能が実現される場合も，本発明に含まれる。
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【０１６６】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１６７】
　本発明は，ウエハなどの基板の周縁に形成された切欠マークを検出し，検出された切欠
マークに基づいて基板の位置決めを行う基板位置決め装置，基板位置決め方法，プログラ
ムに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】本発明の実施形態にかかる基板処理装置の構成例を示す断面図である。
【図２】ウエハに形成された切欠マークの具体例を示す図である。
【図３】同実施形態にかかる位置決め装置内の具体的な概略構成例
【図４】同実施形態にかかる位置決め装置によりウエハ周縁部を検出する原理を説明する
図である。
【図５】同実施形態にかかるウエハ周縁形状データを説明する図である。
【図６】同実施形態にかかる飽和データ（異常データ）の具体例を示す図である。
【図７】同実施形態にかかるウエハの位置決め処理の具体例を示すフローチャートである
。
【図８】図７に示すノイズ低減処理の具体例を示すフローチャートである。
【図９】図８に示す第１ノイズ低減処理における第１ノイズ閾値を説明する図である。
【図１０】ウエハ周縁形状データの一部のサンプリングデータの具体例を示す図である。
【図１１】図１０に示すサンプリングデータに第１ノイズ低減処理を実行した結果を示す
図である。
【図１２】図１１に示すサンプリングデータに第２ノイズ低減処理を実行した結果を示す
図である。
【図１３】飽和データを含むサンプリングデータの具体例を示す図である。
【図１４】図１３に示すサンプリングデータに第２ノイズ低減処理のみを実行した結果を
示す図である。
【図１５】複数の飽和データを含むノイズ部分のサンプリングデータの具体例を示す図で
ある。
【図１６】図１５に示すサンプリングデータに第２ノイズ低減処理のみを実行した結果を
示す図である。
【図１７】図７に示す切欠マークの検出処理の具体例を示すフローチャートである。
【図１８】ウエハ周縁形状データについての全周期分のサンプリングデータの具体例を示
す図である。
【図１９】図１８に示すウエハ周縁形状データに基づいて生成された重ね合せデータを示
す図である。
【図２０】図１７に示す切欠マークの判定処理の具体例を示すフローチャートである。
【図２１】図１７に示す切欠マーク候補の検索を説明するための図である。
【図２２】切欠マーク候補の具体例を示す図である。
【図２３】切欠マーク候補の具体例を示す図である。
【図２４】重ね合せデータの波形が隆起(シフト)する場合を説明する図である。
【図２５】複数の飽和データを含むノイズ部分のサンプリングデータの他の具体例を示す
図である。
【図２６】図２５に示すサンプリングデータに第２判定処理のみを実行した結果を示す図
である。
【図２７】本発明の実施形態にかかる基板処理装置の他の構成例を示す断面図である。
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【符号の説明】
【０１６９】
１００　　　基板処理装置
１１０（１１０Ａ，１１０Ｂ）　　　真空処理ユニット
１２０　　　搬送ユニット
１３０　　　搬送室
１３２（１３２Ａ～１３２Ｃ）　　　カセット台
１３４（１３４Ａ～１３４Ｃ）　　　カセット容器
１３６（１３６Ａ～１３６Ｃ）　　　ゲートバルブ
１４０（１４０Ａ，１４０Ｂ）　　　処理室
１４２（１４２Ａ，１４２Ｂ）　　　載置台
１５０（１５０Ａ，１５０Ｂ）　　　ロードロック室
１５４（１５４Ａ，１５４Ｂ）　　　バッファ用載置台
１５６（１５６Ａ，１５６Ｂ）　　　バッファ用載置台
１６０　　　共通搬送機構
１６２　　　基台
１７０（１７０Ａ，１７０Ｂ）　　　個別搬送機構
１７２（１７２Ａ，１７２Ｂ）　　　ピック
１８０　　　制御部
２００　　　装置
２１０　　　回転載置台
２１２　　　駆動部
２１４　　　回転駆動軸
２１６　　　回転板
２２０　　　センサ部
２３０　　　発光部
２３２　　　発光素子
２３４　　　レンズ
２４０　　　受光部
２５０　　　光透過型センサ
３００　　　基板処理装置
３１０　　　真空処理ユニット
３４０（３４０Ａ～３４０Ｆ）　　　処理室
３４２（３４２Ａ～３４２Ｆ）　　　載置台
３４４（３４４Ａ～３４４Ｆ）　　　ゲートバルブ
３５０　　　共通搬送室
３５４（３５４Ｍ，３５４Ｎ）　　　ゲートバルブ
３６０（３６０Ｍ，３６０Ｎ）　　　ロードロック室
３６４（３６４Ｍ，３６４Ｎ）　　　ゲートバルブ
３７０　　　搬送機構
３７２　　　基台
３７４　　　案内レール
３７６　　　アーム機構
　Ｗ　　　　ウエハ
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