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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理部に対して基板を搬入出させる搬入出部側に設けた搬入口と，前記処理部側に設け
た搬出口とを備えた第一のロードロック装置と，処理部に対して基板を搬入出させる搬入
出部側に設けた搬出口と，前記処理部側に設けた搬入口とを備えた第二のロードロック装
置と，を上下に積み重ねて備えたロードロック装置であって，
　前記第二のロードロック装置は，基板を冷却する上面冷却用プレート及び下面冷却用プ
レートを備え，
　前記第二のロードロック装置は，前記第一のロードロック装置の上に設けられ，
　前記第二のロードロック装置の上面冷却用プレートは昇降可能であることを特徴とする
，ロードロック装置。
【請求項２】
　前記第一のロードロック装置は，基板を加熱する上面加熱用プレート及び下面加熱用プ
レートを備えることを特徴とする請求項１に記載のロードロック装置。
【請求項３】
　前記下面加熱用プレートは，昇降可能であることを特徴とする請求項２に記載のロード
ロック装置。
【請求項４】
　処理部に対して基板を搬入出させる搬入出部側に設けた搬入口と，前記処理部側に設け
た搬出口とを備えた第一のロードロック装置と，処理部に対して基板を搬入出させる搬入
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出部側に設けた搬出口と，前記処理部側に設けた搬入口とを備えた第二のロードロック装
置と，を上下に積み重ねて備えたロードロック装置であって，
　前記第一のロードロック装置は，基板を加熱する上面加熱用プレート及び下面加熱用プ
レートを備え，
　前記第一のロードロック装置は，前記第二のロードロック装置の上に設けられ，
　前記第一のロードロック装置の上面加熱用プレートは昇降可能であることを特徴とする
，ロードロック装置。
【請求項５】
　前記第二のロードロック装置は，基板を冷却する上面冷却用プレート及び下面冷却用プ
レートを備えることを特徴とする請求項４に記載のロードロック装置。
【請求項６】
　前記下面冷却用プレートは，昇降可能であることを特徴とする請求項５に記載のロード
ロック装置。
【請求項７】
　前記第一のロードロック装置および前記第二のロードロック装置において，前記基板は
支持部材によって水平に支持されることを特徴とする，請求項１～６のいずれかに記載の
ロードロック装置。
【請求項８】
　基板を処理する１又は２以上の基板処理装置と，
　請求項１～７のいずれかに記載のロードロック装置と，
　前記基板処理装置とロードロック装置との間で基板を搬送する搬送装置とを備えたこと
を特徴とする，処理システム。
【請求項９】
　基板を搬入出部から処理部に第一のロードロック装置を介して搬入し，
前記処理部において処理し，前記処理部から前記搬入出部に前記第一のロードロックの下
部に設けた第二のロードロック装置を介して搬出する基板の処理方法であって，
　前記第一のロードロック装置の処理部側に設けた搬出口を閉じたまま，前記第一のロー
ドロック装置の搬入出部側に設けた搬入口を開き，
　前記第一のロードロック装置の搬入口を通じて第一のロードロック装置内に基板を搬入
し，
第一のロードロック装置内に備えた上面加熱用プレート及び下面加熱用プレートの間に収
納し， 前記第一のロードロック装置の搬入口を閉じ，
　前記上面加熱用プレートを下降させ，
　前記第一のロードロック装置内に収納された基板を，前記上面加熱用プレート及び下面
加熱用プレートによって両面から加熱し，
　前記第一のロードロック装置の搬入口を閉じたまま前記第一のロードロック装置の搬出
口を開き，前記上面加熱用プレートを上昇させ，前記第一のロードロック装置の搬出口を
通じて処理部に基板を搬入することを特徴とする，処理方法。
【請求項１０】
　基板を搬入出部から処理部に第一のロードロック装置を介して搬入し，前記処理部にお
いて処理し，前記処理部から前記搬入出部に前記第一のロードロックの上部に設けた第二
のロードロック装置を介して搬出する基板の処理方法であって，
　前記処理部から前記搬入出部に基板を搬送する際に，前記第二のロードロック装置の搬
入出部側に設けた搬出口を閉じたまま，前記第二のロードロック装置の処理部側に設けた
搬入口を開き，
　前記第二のロードロック装置の搬入口を通じて第二のロードロック装置内に基板を搬入
し，第二のロードロック装置内に備えた上面冷却用プレート及び下面冷却用プレートの間
に収納し，前記第二のロードロック装置の搬入口を閉じ，
　前記上面冷却用プレートを下降させ，
　前記第二のロードロック装置内に収納された基板を，前記上面冷却用プレート及び下面
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冷却用プレートによって両面から冷却し，
　前記第二のロードロック装置の搬入口を閉じたまま前記第二のロードロック装置の搬出
口を開き，前記上面冷却用プレートを上昇させ，前記第二のロードロック装置の搬出口を
通じて搬入出部に基板を搬出することを特徴とする，処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，ロードロック装置，そのロードロック装置とＣＶＤ装置等の基板処理装置と
を備えた処理システム，及び，その処理システムにおける基板の処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばＬＣＤ基板等の製造工程においては，減圧雰囲気下で基板に成膜，エッチング，
アッシング等の所定の処理を施す基板処理装置を複数備えた，いわゆるマルチチャンバー
型の処理システムが使用されている（例えば，特許文献１参照）。このような処理システ
ムには，基板を搬送する基板搬送装置を備えた搬送室と，その周囲に設けられた複数の基
板処理装置とを有する処理部が備えられている。そして，基板搬送装置の搬送アームによ
り，基板が各基板処理装置に対して搬入出されるようになっている。
【０００３】
　さらに，この処理システムには，カセットステーション等を備えた搬入出部，及び，搬
入出部と処理部との間に設けられたロードロック装置が備えられている。ロードロック装
置は，処理部内を真空に保持し，大気圧となっている搬入出部側に開放させないことを目
的に設けられるものであり，例えば搬送室に隣接させて配置される。かかる構成において
，搬入出部に搬送された基板は，先ずロードロック装置の搬入出部側に設けた搬入出口を
通じて，ロードロック装置内に収納される。そして，ロードロック装置内が減圧され真空
になった後，ロードロック装置の処理部側に設けた搬入出口が開かれて搬送室に連通させ
られると，基板搬送装置の搬送アームにより，基板がロードロック装置から搬出され，各
基板処理装置に搬送される。また，各基板処理装置で処理された基板は，基板搬送装置の
搬送アームにより取り出され，ロードロック装置の搬入出部側の搬入出口を通じて，ロー
ドロック装置内に収納される。そして，ロードロック装置内が加圧され大気圧に戻ると，
ロードロック装置の搬入出部側の搬入出口が開かれて，基板が搬入出部に戻されるように
なっている。
【０００４】
　かかるロードロック装置としては，ロードロック装置内で基板を予備加熱するためのヒ
ータを備えたものが知られている（例えば，特許文献２参照。）。また，加熱用プレート
と冷却用プレートとを備え，基板を搬入出部から処理部に搬入するときは，加熱用プレー
トによって基板を加熱し，基板を処理部から搬入出部に搬出するときは，冷却用プレート
によって基板を冷却できるようにしたものが提案されている（例えば，特許文献１参照）
。
【０００５】
【特許文献１】特表２００４－５２３８８０号公報
【特許文献２】特開２００１－２３９１４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら，従来のロードロック装置にあっては，基板を効率的に加熱又は冷却する
ことが難しく，より効率的な加熱又は冷却手段が望まれていた。また，基板が熱応力の影
響により反り返ってしまうことがあった。その場合，基板に割れが生じる，搬送時に搬送
アーム等での保持が不安定になる，カセットに好適に収納されないなどの不都合が懸念さ
れていた。
【０００７】
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　本発明の目的は，基板を好適に加熱又は冷却できるロードロック装置，該ロードロック
装置を備えた処理システム，及び，該ロードロック装置を用いた処理方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため，本発明によれば，処理部に対して基板を搬入出させる搬入出
部側に設けた搬入口と，前記処理部側に設けた搬出口とを備えた第一のロードロック装置
と，処理部に対して基板を搬入出させる搬入出部側に設けた搬出口と，前記処理部側に設
けた搬入口とを備えた第二のロードロック装置と，を上下に積み重ねて備えたロードロッ
ク装置であって，前記第二のロードロック装置は，基板を冷却する上面冷却用プレート及
び下面冷却用プレートを備え，前記第二のロードロック装置は，前記第一のロードロック
装置の上に設けられ，前記第二のロードロック装置の上面冷却用プレートは昇降可能であ
ることを特徴とする，ロードロック装置が提供される。
　このロードロック装置において，前記第一のロードロック装置は，基板を加熱する上面
加熱用プレート及び下面加熱用プレートを備えても良い。この場合，前記下面加熱用プレ
ートは，昇降可能であっても良い。
　また，本発明によれば，処理部に対して基板を搬入出させる搬入出部側に設けた搬入口
と，前記処理部側に設けた搬出口とを備えた第一のロードロック装置と，処理部に対して
基板を搬入出させる搬入出部側に設けた搬出口と，前記処理部側に設けた搬入口とを備え
た第二のロードロック装置と，を上下に積み重ねて備えたロードロック装置であって，前
記第一のロードロック装置は，基板を加熱する上面加熱用プレート及び下面加熱用プレー
トを備え，前記第一のロードロック装置は，前記第二のロードロック装置の上に設けられ
，前記第一のロードロック装置の上面加熱用プレートは昇降可能であることを特徴とする
，ロードロック装置が提供される。
　このロードロック装置において，前記第二のロードロック装置は，基板を冷却する上面
冷却用プレート及び下面冷却用プレートを備えても良い。この場合，前記下面冷却用プレ
ートは，昇降可能であっても良い。
　かかる構成によれば，上面加熱用プレート及び下面加熱用プレートによって基板を両面
から加熱することで，基板を効率的に加熱でき，さらに，両面の温度差が抑制されるので
，基板の変形を防止できる。また，上面冷却用プレート及び下面冷却用プレートによって
基板を両面から冷却することで，基板を効率的に冷却でき，さらに，両面の温度差が抑制
されるので，基板の変形を防止できる。
【０００９】
　前記第一のロードロック装置および前記第二のロードロック装置において，前記基板は
支持部材によって水平に支持されるとしても良い。
【００１３】
　また，本発明によれば，基板を処理する１又は２以上の基板処理装置と，上記のロード
ロック装置と，前記基板処理装置とロードロック装置との間で基板を搬送する搬送装置と
を備えたことを特徴とする，処理システムが提供される。
【００１４】
　さらにまた，本発明によれば，基板を搬入出部から処理部に第一のロードロック装置を
介して搬入し，前記処理部において処理し，前記処理部から前記搬入出部に前記第一のロ
ードロックの下部に設けた第二のロードロック装置を介して搬出する基板の処理方法であ
って，前記第一のロードロック装置の処理部側に設けた搬出口を閉じたまま，前記第一の
ロードロック装置の搬入出部側に設けた搬入口を開き，前記第一のロードロック装置の搬
入口を通じて第一のロードロック装置内に基板を搬入し，第一のロードロック装置内に備
えた上面加熱用プレート及び下面加熱用プレートの間に収納し，前記第一のロードロック
装置の搬入口を閉じ，前記上面加熱用プレートを下降させ，前記第一のロードロック装置
内に収納された基板を，前記上面加熱用プレート及び下面加熱用プレートによって両面か
ら加熱し，前記第一のロードロック装置の搬入口を閉じたまま前記第一のロードロック装
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置の搬出口を開き，前記上面加熱用プレートを上昇させ，前記第一のロードロック装置の
搬出口を通じて処理部に基板を搬入することを特徴とする，処理方法が提供される。
【００１５】
　この処理方法にあっては，前記第二のロードロック装置の搬入出部側に設けた搬出口を
閉じたまま，前記第二のロードロック装置の処理部側に設けた搬入口を開き，前記第二の
ロードロック装置の搬入口を通じて第二のロードロック装置内に基板を搬入し，第二のロ
ードロック装置内に備えた第一の冷却用プレート及び第二の冷却用プレートの間に収納し
，前記第二のロードロック装置の搬入口を閉じ，前記第二のロードロック装置内に収納さ
れた基板を，前記第一の冷却用プレート及び第二の冷却用プレートによって両面から冷却
し，前記第二のロードロック装置の搬入口を閉じたまま前記第二のロードロック装置の搬
出口を開き，前記第二のロードロック装置の搬出口を通じて搬入出部に基板を搬出するこ
ととしても良い。
【００１６】
　さらに，前記処理部は前記搬入出部よりも減圧されており，前記第一のロードロック装
置に基板を搬入した後，前記第一のロードロック装置の搬入口を閉じ，前記第一のロード
ロック装置内を密閉状態とし，前記第一のロードロック装置内を所定の圧力まで減圧して
から，前記第一のロードロック装置の搬出口を開き，前記第一のロードロック装置から処
理部に基板を搬出することとしても良い。
【００１７】
　また，本発明によれば，基板を搬入出部から処理部に第一のロードロック装置を介して
搬入し，前記処理部において処理し，前記処理部から前記搬入出部に前記第一のロードロ
ックの上部に設けた第二のロードロック装置を介して搬出する基板の処理方法であって，
前記処理部から前記搬入出部に基板を搬送する際に，前記第二のロードロック装置の搬入
出部側に設けた搬出口を閉じたまま，前記第二のロードロック装置の処理部側に設けた搬
入口を開き，前記第二のロードロック装置の搬入口を通じて第二のロードロック装置内に
基板を搬入し，第二のロードロック装置内に備えた上面冷却用プレート及び下面冷却用プ
レートの間に収納し，前記第二のロードロック装置の搬入口を閉じ，前記上面冷却用プレ
ートを下降させ，前記第二のロードロック装置内に収納された基板を，前記上面冷却用プ
レート及び下面冷却用プレートによって両面から冷却し，前記第二のロードロック装置の
搬入口を閉じたまま前記第二のロードロック装置の搬出口を開き，前記上面冷却用プレー
トを上昇させ，前記第二のロードロック装置の搬出口を通じて搬入出部に基板を搬出する
ことを特徴とする，処理方法が提供される。
【００１８】
　前記処理部は前記搬入出部より減圧されており，前記第二のロードロック装置に基板を
搬入した後，前記第二のロードロック装置の搬入口を閉じ，前記第二のロードロック装置
内を密閉状態とし，前記第二のロードロック装置内を所定の圧力まで加圧してから，前記
第二のロードロック装置の搬出口を開き，前記第二のロードロック装置から搬入出部に基
板を搬出することとしても良い。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば，上面加熱用プレート及び下面加熱用プレートによって基板を両面から
加熱することで，基板を効率的に加熱でき，さらに，両面の温度差が抑制されるので，基
板の変形を防止できる。また，上面冷却用プレート及び下面冷却用プレートによって基板
を両面から冷却することで，基板を効率的に冷却でき，さらに，両面の温度差が抑制され
るので，基板の変形を防止できる。基板の加熱又は冷却効率を向上させることで，スルー
プットの向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　　以下，本発明の第一の実施の形態を，基板の一例としてのＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃ
ｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ；液晶表示装置）用のガラス基板Ｇに対して，プラズマＣ
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ＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）処理により薄膜を成膜す
る工程を実施する処理システムに基づいて説明する。図１は，本発明の実施の形態にかか
る処理システム１の概略的な構成を示した平面図である。図１に示す処理システム１は，
いわゆるマルチチャンバー型の処理システムであり，処理システム１の外部に対して基板
Ｇを搬入出させ，また，処理部３に対して基板Ｇを搬入出させるための搬入出部２と，Ｃ
ＶＤ処理を行う処理部３とを備えている。搬入出部２と処理部３との間には，ロードロッ
ク装置５が設置されている。
【００２１】
　搬入出部２には，複数枚の基板Ｇを収納したカセットＣを載置する載置台１１と，基板
Ｇを搬送する第一の搬送装置１２とが設けられている。載置台１１上には，図１において
略水平方向のＸ軸方向に沿って，複数のカセットＣが並べられる。図２に示すように，載
置台１１上のカセットＣ内には，略長方形の薄板状の基板Ｇが，略水平な姿勢で複数枚上
下に並べて収納されている。
【００２２】
　搬送装置１２は，水平方向のＹ軸方向において載置台１１の後方（図１においては右方
）に備えられている。また，搬送装置１２は，Ｘ軸方向に沿って延設されたレール１３と
，レール１３に沿って水平方向に移動可能な搬送機構１４とを備えている。搬送機構１４
は，一枚の基板Ｇを略水平に保持する搬送アーム１５を備えており，搬送アーム１５は，
Ｚ軸方向（鉛直方向）に屈伸及び略水平面内で旋回可能に構成されている。即ち，載置台
１１上の各カセットＣの正面に設けられた開口１６に搬送アーム１５をアクセスさせて，
基板Ｇを一枚ずつ取り出したり収納したりすることができる構成になっている。また，搬
送装置１２を挟んで載置台１１と対向する側（Ｙ軸方向において搬送装置１２の後方）に
設けられたロードロック装置５に対して，搬送アーム１５をアクセスさせ，基板Ｇを一枚
ずつ搬入及び搬出させることができる。
【００２３】
　図２に示すように，ロードロック装置５は，一対のロードロック装置，即ち，第一のロ
ードロック装置２１及び第二のロードロック装置２２によって構成されている。第一のロ
ードロック装置２１と第二のロードロック装置２２は，上下に積み重ねて備えられており
，図示の例では，第一のロードロック装置２１の上に第二のロードロック装置２２が設け
られている。また，Ｙ軸方向においてロードロック装置２１の前側（図２においては左側
）には，後述するロードロック装置２１の搬入口６３を開閉するゲートバルブ２５が設け
られており，Ｙ軸方向においてロードロック装置２１の後側には，後述するロードロック
装置２１の搬出口６４を開閉するゲートバルブ２６が設けられている。Ｙ軸方向において
ロードロック装置２２の後側には，後述するロードロック装置２２の搬入口１０３を開閉
するゲートバルブ２７が設けられており，Ｙ軸方向においてロードロック装置２２の前側
には，後述するロードロック装置２２の搬出口１０４を開閉するゲートバルブ２８が設け
られている。かかる構成において，各ゲートバルブ２５，２８を閉じることにより，搬入
出部２の雰囲気とロードロック装置２１，２２内の雰囲気とをそれぞれ遮断できるように
なっている。また，各ゲートバルブ２６，２７を閉じることにより，処理部３の雰囲気と
ロードロック装置２１，２２内の雰囲気とをそれぞれ遮断できるようになっている。なお
，基板Ｇは，搬入出部２から下段のロードロック装置２１を介して処理部３に搬入され，
処理部３で処理された後は，上段のロードロック装置２２を介して搬入出部２に搬出され
る。このようにすると，処理後の基板Ｇにパーティクルが付着することを防止できる。各
ロードロック装置２１，２２の構造については，後に詳細に説明する。
【００２４】
　図１に示すように，処理部３には，基板Ｇを収納してプラズマＣＶＤ処理を施す複数，
例えば５つの基板処理装置３０Ａ～３０Ｅ，及び，ロードロック装置５と各基板処理装置
３０Ａ～３０Ｅとの間で基板Ｇを搬送する第二の搬送装置３１が備えられている。第二の
搬送装置３１は，密閉構造のチャンバ３２内に設けられた搬送室３３に格納されている。
チャンバ３２は，Ｙ軸方向においてロードロック装置５の後方に設けられている。また，



(7) JP 4860167 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

ロードロック装置５，及び，基板処理装置３０Ａ～３０Ｅは，チャンバ３２の周囲を囲む
ように配置されている。
【００２５】
　搬送室３３とロードロック装置２１，２２の間には，前述したゲートバルブ２６，２７
がそれぞれ設けられており，各ゲートバルブ２６，２７によって搬送室３３内の雰囲気と
ロードロック装置２１，２２内の雰囲気とをそれぞれ遮断できるようになっている。搬送
室３３と各基板処理装置３０Ａ～３０Ｅとの間には，それぞれゲートバルブ３５が設けら
れており，各ゲートバルブ３５によって基板処理装置３０Ａ～３０Ｅの開口を気密に閉塞
し，搬送室３３内の雰囲気と各基板処理装置３０Ａ～３０Ｅ内の雰囲気とをそれぞれ遮断
できるようになっている。また，図２に示すように，搬送室３３内を強制排気して減圧さ
せるための排気路３６が設けられている。処理システム１における処理時，処理部３の搬
送室３３，基板処理装置３０Ａ～３０Ｅ内は，搬入出部２よりも減圧雰囲気にされ，例え
ば真空状態にされる。
【００２６】
　第二の搬送装置３１は，例えば多関節の搬送アーム５１を備えている。搬送アーム５１
は，一枚の基板Ｇを略水平に保持することができ，Ｚ軸方向に屈伸及び略水平面内で旋回
可能に構成されている。即ち，各ロードロック装置２１，２２，基板処理装置３０Ａ～３
０Ｅに，各ゲートバルブ２６，２７，３５を介して搬送アーム５１をアクセスさせて，基
板Ｇを一枚ずつ搬入及び搬出させることができるように構成されている。
【００２７】
　次に，前述したロードロック装置２１の構成について詳細に説明する。図３に示すよう
に，ロードロック装置２１は，密閉構造のチャンバ６１を備えている。チャンバ６１の内
部は，基板Ｇを収納するロードロック室６２となっている。
【００２８】
　チャンバ６１の搬入出部２側，即ち，Ｙ軸方向において前側には，ロードロック室６２
に基板Ｇを搬入するための搬入口６３が設けられている。搬入口６３には，前述したゲー
トバルブ２５が設けられており，ゲートバルブ２５によって気密に閉塞可能になっている
。チャンバ６１の処理部３側，即ち，Ｙ軸方向において後側には，ロードロック室６２か
ら基板Ｇを搬出するための搬出口６４が設けられている。搬出口６４には，前述したゲー
トバルブ２６が設けられており，ゲートバルブ２６によって気密に閉塞可能になっている
。
【００２９】
　ロードロック室６２内には，基板Ｇを支持する複数の保持部材７０が備えられている。
各保持部材７０は略棒状をなし，チャンバ６１の底部から上方に突出するように設けられ
ており，各保持部材７０の上端部に基板Ｇの下面を載せることにより，基板Ｇを略水平に
支持するようになっている。
【００３０】
　さらに，ロードロック室６２内には，保持部材７０に支持された基板Ｇを加熱する第一
の加熱用プレートとしての上面加熱用プレート７１，及び，第二の加熱用プレートとして
の下面加熱用プレート７２が備えられている。上面加熱用プレート７１と下面加熱用プレ
ート７２は，それぞれ交流電源７３に接続されており，交流電源７３から供給される電力
によってそれぞれ昇温されるようになっている。
【００３１】
　上面加熱用プレート７１は，厚みを有する略長方形板状をなし，チャンバ６１の天井に
沿って略水平に備えられており，保持部材７０に支持された基板Ｇの上面（例えばデバイ
スが形成される表面）側に配置され，チャンバ６１に対して固定されている。また，保持
部材７０に支持された基板Ｇの上面に対して略平行な姿勢で対向するようになっている。
なお，上面加熱用プレート７１の下面の面積は基板Ｇの上面の面積より大きく，基板Ｇの
上面全体を覆うようにして加熱することができる。
【００３２】
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　下面加熱用プレート７２は，厚みを有する略長方形板状をなし，チャンバ６１の底面に
沿って略水平に備えられており，保持部材７０に支持された基板Ｇの下面（例えばデバイ
スが形成されない裏面）側に配置される。前述した保持部材７０は，下面加熱用プレート
７２に形成された複数の孔７４内にそれぞれ配置されている。下面加熱用プレート７２は
，保持部材７０によって保持された基板Ｇの下面に対して略平行な姿勢で対向する。
【００３３】
　また，下面加熱用プレート７２は上下に昇降可能に構成されており，上面加熱用プレー
ト７１に対して近接及び離隔することができる。例えば図３に示すように，チャンバ６１
の下方に昇降機構としてのシリンダ７５が設けられており，シリンダ７５に接続されたロ
ット７６が，チャンバ６１の底部を上下に貫通するように設けられている。下面加熱用プ
レート７２は，ロット７６の下端部に取り付けられている。そして，シリンダ７５の駆動
によって，ロット７６がＺ軸方向に昇降することにより，下面加熱用プレート７２がロッ
ト７６と一体的に，各孔７４をそれぞれ保持部材７０に沿って移動させながら昇降するよ
うになっている。
【００３４】
　さらに，下面加熱用プレート７２の上面には，加熱時に基板Ｇを支持するための複数の
支持部材７８が設けられている。下面加熱用プレート７２を待機位置Ｐ１に下降させたと
き，支持部材７８は，保持部材７０の上端部より下方に位置する。そのため，保持部材７
０に基板Ｇが保持されていても，支持部材７８は基板Ｇに接触しないようになっている。
一方，下面加熱用プレート７２を待機位置Ｐ１から上昇させることにより，支持部材７８
を保持部材７０の上端部より上方に移動させることができる。即ち，保持部材７０に保持
された基板Ｇを，支持部材７８によって持ち上げ，支持部材７８によって基板Ｇを支持す
る状態にすることができる。支持部材７８は，各支持部材７８の上端部に基板Ｇの下面を
載せることにより，基板Ｇを略水平に支持するようになっている。支持部材７８に支持さ
れた基板Ｇの下面と下面加熱用プレート７２の上面との間には，略均一な幅の隙間が形成
され，基板Ｇと下面加熱用プレート７２が互いに近接配置されるように構成されている。
基板Ｇの加熱時，下面加熱用プレート７２は，加熱処理位置Ｐ２に上昇させられ，この状
態では，複数の支持部材７８によって基板Ｇが支持されるようになっており，また，支持
部材７８に支持された基板Ｇと前述した上面加熱用プレート７１が近接し，支持部材７８
に支持された基板Ｇの上面と前述した上面加熱用プレート７１の下面との間に，略均一な
幅の隙間が形成されるようになっている。即ち，上面加熱用プレート７１と下面加熱用プ
レート７２は，両者の間に収納された基板Ｇに対して，それぞれ相対的に近接及び離隔可
能な構成となっている。なお，下面加熱用プレート７２の上面の面積は基板Ｇの下面の面
積より大きく，基板Ｇの下面全体を覆うようにして加熱することができる。
【００３５】
　このように，下面加熱用プレート７２をチャンバ６１に対して昇降させる構成とすれば
，基板Ｇを保持部材７０に受け渡す際に下面加熱用プレート７２を待機位置Ｐ１に下降さ
せることで，余裕を持って受け渡しを行うことができ，基板Ｇの加熱時には加熱処理位置
Ｐ２に上昇させることで，基板Ｇを効率的に加熱することができる。また，シリンダ７５
をチャンバ６１の下方に配置することができ，上面加熱用プレート７１をチャンバ６１に
対して昇降可能にする場合よりも，省スペースを図ることができる。即ち，上面加熱用プ
レート７１を昇降可能にする場合，上段のロードロック装置２２と下段のロードロック装
置２１との間に昇降機構を設置することとなり，ロードロック装置２１の搬入口６３，搬
出口６４とロードロック装置２２の後述する搬入口１０３，搬出口１０４との間の高さが
高くなってしまうが，そのような不都合が無く，その間の高さを低くすることができる。
従って，搬送装置１２，３１の上下移動範囲も小さくすることができ，基板Ｇの搬送効率
が良くなる。
【００３６】
　また，チャンバ６２には，ロードロック室６２内に例えばＮ２（窒素）ガスやＨｅ（ヘ
リウム）ガス等の不活性ガスを供給するガス供給路８５，及び，ロードロック室６２内を
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強制排気する排気路８６が接続されている。即ち，ガス供給路８５からのガス供給と排気
路８６による強制排気により，ロードロック室６２内の圧力を調節することができる。
【００３７】
　次に，前述したロードロック装置２２の構成について詳細に説明する。図３に示すよう
に，ロードロック装置２２は，密閉構造のチャンバ１０１を備えている。図示の例では，
チャンバ１０１は下段のロードロック装置２１のチャンバ６１の上面に載せられている。
チャンバ１０１の内部は，基板Ｇを収納するロードロック室１０２となっている。
【００３８】
　チャンバ１０１の処理部３側，即ち，Ｙ軸方向において後側には，ロードロック室１０
２に基板Ｇを搬入するための搬入口１０３が設けられている。搬入口１０３には，前述し
たゲートバルブ２７が設けられており，ゲートバルブ２７によって気密に閉塞可能になっ
ている。チャンバ１０１の搬入出部２側，即ち，Ｙ軸方向において前側には，ロードロッ
ク室１０２から基板Ｇを搬出するための搬出口１０４が設けられている。搬出口１０４に
は，前述したゲートバルブ２８が設けられており，ゲートバルブ２８によって気密に閉塞
可能になっている。
【００３９】
　ロードロック室１０２内には，基板Ｇを保持するための複数の支持部材１１０が備えら
れている。各支持部材１１０は略棒状をなし，チャンバ１０１の底部から上方に突出する
ように設けられており，各支持部材１１０の上端部に基板Ｇの下面を載せることにより，
基板Ｇを略水平に保持するようになっている。
【００４０】
　さらに，ロードロック室１０２内には，基板Ｇを冷却する第一の冷却用プレートとして
の上面冷却用プレート１１１，及び，第二の冷却用プレートとしての下面冷却用プレート
１１２が備えられている。上面冷却用プレート１１１，下面冷却用プレート１１２には，
冷却水を送水する冷却水送水路１１３，１１４がそれぞれ内蔵されており，冷却水送水路
１１３，１１４を流れる冷却水の冷熱によって各上面冷却用プレート１１１，下面冷却用
プレート１１２が冷却されるようになっている。
【００４１】
　上面冷却用プレート１１１は，厚みを有する略長方形板状をなし，チャンバ１０１の天
井に沿って略水平に備えられており，支持部材１１０に支持された基板Ｇの上面（例えば
デバイスが形成される表面）側に配置される。また，支持部材１１０に支持された基板Ｇ
の上面に対して略平行な姿勢で対向するようになっている。
【００４２】
　また，上面冷却用プレート１１１は，上下に昇降可能に構成されており，支持部材１１
０に支持された基板Ｇに対して近接及び離隔することができる。例えば図３に示すように
，チャンバ１０１の上方に昇降機構としてのシリンダ１２５が設けられており，シリンダ
１２５に接続されたロット１２６が，チャンバ１０１の天井を上下に貫通するように設け
られている。上面冷却用プレート１１１は，ロット１２６の下端部に取り付けられている
。そして，シリンダ１２５の駆動によって，ロット１２６がＺ軸方向に昇降することによ
り，上面冷却用プレート１１１がロット１２６と一体的に昇降するようになっている。上
面冷却用プレート１１１は，例えば支持部材１１０に支持された基板Ｇから離隔する上方
の待機位置Ｐ３と，基板Ｇに近接する下方の冷却処理位置Ｐ４とに移動する。なお，上面
冷却用プレート１１１の下面の面積は基板Ｇの上面の面積より大きく，支持部材１１０に
支持された基板Ｇの上面全体を覆うようにして冷却することができる。
【００４３】
　このように，上面冷却用プレート１１１をチャンバ１０１に対して昇降させる構成とす
れば，基板Ｇを支持部材１１０に受け渡す際に上面冷却用プレート１１１を待機位置Ｐ３
に上昇させることで，余裕を持って受け渡しを行うことができ，基板Ｇの冷却時には冷却
処理位置Ｐ４に下降させることで，基板Ｇを効率的に冷却することができる。また，シリ
ンダ１２５をチャンバ１０１の上方に配置することができ，下面冷却用プレート１１２を
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チャンバ１０１に対して昇降可能にする場合よりも，省スペースを図ることができる。即
ち，下面冷却用プレート１１２を昇降可能にする場合，上段のロードロック装置２２と下
段のロードロック装置２１との間に昇降機構を設置することとなり，前述したロードロッ
ク装置２１の搬入口６３，搬出口６４とロードロック装置２２の搬入口１０３，搬出口１
０４との間の高さが高くなってしまうが，そのような不都合が無く，その間の高さを低く
することができる。従って，搬送装置１２，３１の上下移動範囲も小さくすることができ
，基板Ｇの搬送効率が良くなる。
【００４４】
　下面冷却用プレート１１２は，厚みを有する略長方形板状をなし，チャンバ６１の底面
に沿って略水平に備えられており，支持部材１１０に支持された基板Ｇの下面（例えばデ
バイスが形成されない裏面）側に配置され，チャンバ１０１に対して固定されている。前
述した支持部材１１０は，下面冷却用プレート１１２に形成された複数の孔１２８内にそ
れぞれ配置されている。下面冷却用プレート１１２は，支持部材１１０によって支持され
た基板Ｇの下面に対して略平行な姿勢で対向する。また，基板Ｇと下面冷却用プレート１
１２との間に，略均一な幅の隙間が形成された状態で，基板Ｇと下面冷却用プレート１１
２が互いに近接配置されるようになっている。下面冷却用プレート１１２の上面の面積は
基板Ｇの下面の面積より大きく，支持部材１１０に支持された基板Ｇの下面全体を覆うよ
うにして冷却することができる。
【００４５】
　また，チャンバ１０２には，ロードロック室１０２内に例えばＮ２（窒素）ガスやＨｅ
（ヘリウム）ガス等の不活性ガスを供給するガス供給路１３１，及び，ロードロック室１
０２内を強制排気する排気路１３２が接続されている。即ち，ガス供給路１３１からのガ
ス供給と排気路１３２による強制排気により，ロードロック室１０２内の圧力を調節する
ことができる。
【００４６】
　次に，以上のように構成された処理システム１における基板Ｇの処理工程について説明
する。先ず，複数枚の基板Ｇが収納されたキャリアＣが，開口１６を搬送装置１２側に向
けた状態で載置台１１上に載置される。そして，搬送装置１２の搬送アーム１５が開口１
６に進入させられ，一枚の基板Ｇが取り出される。基板Ｇを保持した搬送アーム１５は，
下段に配置されたロードロック装置２１のゲートバルブ２５の前方に対向する位置に移動
させられる。
【００４７】
　一方，ロードロック装置２１は，閉塞状態のゲートバルブ２５，２６によって，搬入口
６３，搬出口６４がそれぞれ気密に封じられており，ロードロック室６２が密閉されてい
る。ロードロック装置２２は，閉塞状態のゲートバルブ２７，２８によって，搬入口１０
３，搬出口１０４がそれぞれ気密に封じられており，ロードロック室１０２が密閉されて
いる。従って，搬入出部２の雰囲気と処理部３の搬送室３３内の雰囲気とは，ロードロッ
ク装置２１，２２を介して互いに遮断された状態となっている。搬入出部２の雰囲気は例
えば大気圧となっているのに対して，搬送室３３内は排気路３６からの排気により真空引
きされている。搬送室３３は各ゲートバルブ２７，２８，３５によって密閉されているの
で，略真空状態を維持することができる。
【００４８】
　ロードロック装置２１においては，先ず，ロードロック装置２１内を所定の圧力，即ち
搬入出部２と略同一の略大気圧にした状態で，搬出口６４をゲートバルブ２６によって閉
じたまま，ゲートバルブ２５を開放状態にして，搬入口６３を開口させる。これにより，
ロードロック室６２は搬入口６３を介して搬入出部２の雰囲気と連通した状態になる。搬
入口６３を開口させている間も，搬出口６４をゲートバルブ２６によって閉塞することに
より，搬送室３３内の真空状態を維持することができる。また，下面加熱用プレート７２
はシリンダ１２５の駆動により下降させておき，待機位置Ｐ１に待機させておく。こうし
て，搬入口６３を開口させるとともに，下面加熱用プレート７２を待機位置Ｐ１に配置し
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た状態にしたら，基板Ｇを保持した搬送アーム１５をＹ軸方向に移動させ，ゲートバルブ
２５，搬入口６３を介して，ロードロック室６２内に進入させ，基板Ｇを上面加熱用プレ
ート７１と下面加熱用プレート７２との間に進入させ，搬送アーム１５から保持部材７０
上に基板Ｇを受け渡す。下面加熱用プレート７２が下降していることにより，上面加熱用
プレート７１と下面加熱用プレート７２との間には，十分な空間が形成されており，搬送
アーム１５は下面加熱用プレート７２や上面加熱用プレート７１に接触することなく，基
板Ｇは余裕を持って保持部材７０に受け渡される。
【００４９】
　このようにして基板Ｇがゲートバルブ２５，搬入口６３を通じて搬入され，上面加熱用
プレート７１と下面加熱用プレート７２との間に収納され，搬送アーム１５がロードロッ
ク室６２から退出したら，ゲートバルブ２５を閉じ，ロードロック室６２を密閉状態にし
て，ロードロック室６２内を排気路８６によって強制排気することにより，ロードロック
室６２内を所定の圧力，即ち，搬送室３３内と略同圧の真空状態に減圧する。なお，ロー
ドロック室６２内にガス供給路８５から不活性ガスを供給しながら，即ちロードロック室
６２内を不活性ガスによってパージしながら減圧するようにしても良く，この場合，基板
Ｇの加熱の促進を図ることができる。
【００５０】
　一方，上面加熱用プレート７１と下面加熱用プレート７２との間に収納された基板Ｇは
，上面加熱用プレート７１と下面加熱用プレート７２とによって加熱される。先ず，シリ
ンダ７５の駆動により下面加熱用プレート７２が待機位置Ｐ１から上昇させられる。する
と，下面加熱用プレート７２が上昇する途中で，基板Ｇは支持部材７８によって保持部材
７０から持ち上げられ，支持部材７８によって支持された状態になる。支持部材７８に支
持された基板Ｇは，下面加熱用プレート７２と一体的に上昇して，上面加熱用プレート７
１に近接させられる。こうして，下面加熱用プレート７２が加熱処理位置Ｐ２に配置され
，基板Ｇの上面全体に上面加熱用プレート７１が近接させられ，下面全体に下面加熱用プ
レート７２が近接させられた状態で，基板Ｇが上面加熱用プレート７１と下面加熱用プレ
ート７２とによって加熱される。このように，基板Ｇを両面から加熱することにより，基
板Ｇを均一に加熱することができ，また，短時間で効率的に加熱することができる。なお
，基板Ｇの片面のみに加熱用プレートを近接させ片面のみから加熱する場合，加熱される
側の面とその反対側の面との間で温度差が生じ，熱応力の影響により，基板Ｇの外周側が
加熱用プレートから離れる向きに変形し，基板Ｇが反り返ってしまう心配があるが，上記
のように，基板Ｇを上面加熱用プレート７１と下面加熱用プレート７２とによって両面か
ら均等に加熱することにより，基板Ｇに温度差が生じることを防止できる。従って，基板
Ｇが反り返ることを防止できる。
【００５１】
　なお，ロードロック室６２における基板Ｇの加熱は，ロードロック室６２の減圧と並行
して行うと良い。そうすれば，ロードロック室６２での処理時間を短縮することができ，
効率的である。
【００５２】
　ロードロック室６２が略真空状態になり，かつ，基板Ｇの加熱が終了したら，搬入口６
３をゲートバルブ２５によって閉じたまま，ゲートバルブ２６を開放状態にして，搬出口
６４を開口させる。これにより，ロードロック室６２は搬出口６４を介して搬送室３３の
雰囲気と連通した状態になる。搬出口６４を開口させている間も，搬入口６３をゲートバ
ルブ２５によって閉塞することにより，ロードロック室６２及び搬送室３３内の真空状態
を維持することができる。
【００５３】
　また，下面加熱用プレート７２は加熱処理位置Ｐ２から下降させ，待機位置Ｐ１に戻す
。すると，下面加熱用プレート７２が下降する途中で，基板Ｇの下面に保持部材７０が当
接し，基板Ｇが支持部材７８から保持部材７０に受け渡される。これにより，基板Ｇは，
上面加熱用プレート７１と下面加熱用プレート７２から離隔させられ，保持部材７０によ
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って支持された状態になる。
【００５４】
　こうして，搬出口６４を開口させるとともに，下面加熱用プレート７２を待機位置Ｐ１
に配置した状態にしたら，第二の搬送装置３１の搬送アーム５１をＹ軸方向に移動させ，
ゲートバルブ２６，搬出口６４を介して，ロードロック室６２内に進入させる。そして，
搬送アーム５１によって保持部材７０から基板Ｇを受け取り，基板Ｇを保持した搬送アー
ム５１をロードロック室６２から退出させる。上面加熱用プレート７１が上昇しているこ
とにより，上面加熱用プレート７１と基板Ｇの間や，下面加熱用プレート７２と基板Ｇの
間には，十分な空間が形成されているので，搬送アーム５１が上面加熱用プレート７１や
下面加熱用プレート７２に接触することなく，基板Ｇは余裕を持ってロードロック室６２
から搬出される。こうして，基板Ｇが，ロードロック室６２から搬出口６４，ゲートバル
ブ２６を通じて搬出され，処理部３の搬送室３３に搬入される。
【００５５】
　搬送室３３に搬入された基板Ｇは，搬送アーム５１によって搬送室３３から基板処理装
置３０Ａ～３０Ｅのいずれかに搬入され，所定のプラズマＣＶＤ処理による成膜が行われ
る。基板処理装置３０Ａ～３０Ｅにおいては，減圧雰囲気下で基板Ｇが加熱されるととも
に，処理室内に反応ガスが供給され，マイクロ波のエネルギによって反応ガスがプラズマ
化される。これにより，基板Ｇの表面上に所定の薄膜が形成される。ここで，搬入された
基板Ｇはロードロック室６２において予備加熱されているので，基板処理装置３０Ａ～３
０Ｅにおける基板Ｇの加熱時間を短くすることができ，効率的に処理することができる。
【００５６】
　基板処理装置３０Ａ～３０Ｅにおいて基板Ｇの処理が終了したら，搬送アーム５１によ
って基板処理装置３０Ａ～３０Ｅから基板Ｇを取り出し，搬送室３３に搬出させる。この
とき，基板Ｇは高温状態となっている。
【００５７】
　一方，ロードロック装置２２は，閉塞状態のゲートバルブ２７，２８によって，搬入口
１０３，搬出口１０４をそれぞれ気密に封じ，ロードロック室１０２を密閉した状態にし
ておく。また，排気路１３２の強制排気によって，ロードロック室１０２内を所定の圧力
，即ち搬送室３３と略同一の真空状態に減圧しておく。この状態で，搬出口１０４をゲー
トバルブ２８によって閉じたまま，ゲートバルブ２７を開放状態にして，搬入口１０３を
開口させる。これにより，ロードロック室１０２は搬入口１０３を介して搬送室３３の雰
囲気と連通した状態になる。搬入口１０３を開口させている間も，搬出口１０４をゲート
バルブ２８によって閉塞することにより，ロードロック室１０２及び搬送室３３内の真空
状態を維持することができる。また，上面冷却用プレート１１１はシリンダ１２５の駆動
により上昇させておき，待機位置Ｐ３に待機させる。
【００５８】
　搬入口１０３を開口させるとともに，下面冷却用プレート１１２を待機位置Ｐ３に配置
した状態にしたら，基板Ｇを保持した搬送アーム５１をＹ軸方向に移動させ，ゲートバル
ブ２７，搬入口１０３を介して，ロードロック室１０２内に進入させ，さらに上面冷却用
プレート１１１と下面冷却用プレート１１２との間に進入させる。そして，基板Ｇを搬送
アーム５１から支持部材１１０上に受け渡す。上面冷却用プレート１１１が上昇している
ことにより，下面冷却用プレート１１２と上面冷却用プレート１１１との間には，十分な
空間が形成されており，搬送アーム５１は下面冷却用プレート１１２に接触することなく
，基板Ｇは余裕を持って支持部材１１０に受け渡される。
【００５９】
　このようにして，基板処理装置３０Ａ～３０Ｅから搬出された高温状態の基板Ｇが，ゲ
ートバルブ２７，搬入口１０３通じて搬入され，上面冷却用プレート１１１と下面冷却用
プレート１１２との間に収納され，搬送アーム５１がロードロック室１０２から退出した
ら，ゲートバルブ２７を閉じ，ロードロック室１０２を密閉状態にする。そして，ロード
ロック室１０２内にガス供給路１３１から不活性ガスを供給して，ロードロック装置２１
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内が所定の圧力，即ち搬入出部２と略同一の略大気圧になるまで加圧する。
【００６０】
　一方，基板Ｇは上面冷却用プレート１１１と下面冷却用プレート１１２とによって冷却
される。冷却時は，シリンダ１２５の駆動により上面冷却用プレート１１１を下降させて
冷却処理位置Ｐ４に配置し，基板Ｇの上面に近接させる。即ち，基板Ｇの上面全体に上面
冷却用プレート１１１を近接させ，下面全体に下面冷却用プレート１１２を近接させ，上
面冷却用プレート１１１と基板Ｇとの間，下面冷却用プレート１１２と基板Ｇとの間に，
それぞれ略均一な幅の隙間を形成した状態で，基板Ｇを上面冷却用プレート１１１と下面
冷却用プレート１１２とによって冷却する。このように，基板Ｇを両面から冷却すること
により，基板Ｇを均一に冷却することができ，また，短時間で効率的に冷却することがで
きる。なお，基板Ｇの片面のみに冷却用プレートを近接させ片面のみから冷却する場合，
冷却される側の面とその反対側の面との間で温度差が生じ，熱応力の影響により，基板Ｇ
の外周側が冷却用プレートに近づく向きに変形し，基板Ｇが反り返ってしまう心配がある
が，上記のように，基板Ｇを上面冷却用プレート１１１と下面冷却用プレート１１２とに
よって両面から均等に冷却することにより，基板Ｇに温度差が生じることを防止できる。
従って，基板Ｇが反り返ることを防止できる。
【００６１】
　なお，ロードロック室１０２における基板Ｇの冷却は，ロードロック室１０２の加圧と
並行して行うと良い。そうすれば，ロードロック室１０２での処理時間を短縮することが
でき，効率的である。また，ガス供給路１３１から供給される不活性ガスの冷風によって
，基板Ｇの冷却の促進を図るようにしても良い。
【００６２】
　ロードロック室１０２が略大気圧状態になり，かつ，基板Ｇの冷却が終了したら，搬入
口１０３をゲートバルブ２７によって閉じたまま，ゲートバルブ２８を開放状態にして，
搬出口１０４を開口させる。これにより，ロードロック室１０２は搬出口１０４を介して
搬入出部２の雰囲気と連通した状態になる。搬出口１０４を開口させている間も，搬入口
１０３をゲートバルブ２７によって閉塞することにより，搬送室３３内の真空状態を維持
することができる。上面冷却用プレート１１１は冷却処理位置Ｐ４から上昇させ，待機位
置Ｐ３に戻す。
【００６３】
　搬出口１０４を開口させるとともに，上面冷却用プレート１１１を待機位置Ｐ３に配置
した状態にしたら，搬送装置１２の搬送アーム１５をＹ軸方向に移動させ，ゲートバルブ
２８，搬出口１０４を介して，ロードロック室１０２内に進入させる。そして，搬送アー
ム１５によって支持部材１１０から基板Ｇを受け取り，基板Ｇを保持した搬送アーム１５
をロードロック室１０２から退出させる。上面冷却用プレート１１１が上昇していること
により，上面冷却用プレート１１１と下面冷却用プレート１１２との間には，十分な空間
が形成されているので，搬送アーム５１が上面冷却用プレート１１１や下面冷却用プレー
ト１１２に接触することなく，基板Ｇは余裕を持ってロードロック室１０２から搬出され
る。
【００６４】
　こうして，基板Ｇはロードロック室１０２から搬出口１０４，ゲートバルブ２８を通じ
て搬出され，搬入出部２に搬出される。そして，搬送アーム１５によって載置台１１上の
キャリアＣに戻される。以上のようにして，処理システム１における一連の処理工程が終
了する。
【００６５】
　なお，上記一連の工程において，ロードロック装置２１のロードロック室６２から搬送
室３３に基板Ｇを搬出した後は，ゲートバルブ２６によって搬出口６４を閉じ，ロードロ
ック室６２を再び密閉状態とし，ガス供給路８５からの不活性ガスの供給を開始して，ロ
ードロック室６２を略大気圧に戻す。そして，基板Ｇを基板処理装置３０Ａ～３０Ｅに搬
送してＣＶＤ処理する間に，次の未処理の基板Ｇをロードロック室６２に搬入し，ロード



(14) JP 4860167 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

ロック室６２の減圧及び基板Ｇの予備加熱を行うことができる。即ち，ロードロック装置
２１での減圧及び予備加熱を連続的に行い，基板Ｇをロードロック室６２から基板処理装
置３０Ａ～３０Ｅに順次搬送し，最大で５枚の基板Ｇを並行してＣＶＤ処理することがで
きる。また，ロードロック装置２２のロードロック室１０２から搬入出部２に基板Ｇを搬
出した後は，ゲートバルブ２８によって搬出口１０４を閉じ，ロードロック室１０２を密
閉状態とし，排気路１３２によって強制排気を行い，ロードロック室１０２を真空状態に
戻す。そして，基板処理装置３０Ａ～３０Ｅから，次の処理済みの基板Ｇをロードロック
室１０２に搬入し，ロードロック室１０２の加圧及び基板Ｇの冷却を行うことができる。
即ち，処理済みの基板Ｇを基板処理装置３０Ａ～３０Ｅからロードロック室１０２に順次
搬送し，ロードロック装置２２での加圧及び冷却を連続的に行い，基板Ｇを連続的に搬入
出部２に戻すことができる。そして，基板Ｇが基板処理装置３０Ａ～３０Ｅから搬出され
た後に，すぐに未処理の基板Ｇをロードロック室６２から基板処理装置３０Ａ～３０Ｅに
順次搬送することで，ＣＶＤ処理を連続的に行うことができる。こうして，ロードロック
装置２１での減圧及び予備加熱，基板処理装置３０Ａ～３０ＥでのＣＶＤ処理，及び，ロ
ードロック装置２２での加圧及び冷却を，並行して行い，ロードロック装置２１，基板処
理装置３０Ａ～３０Ｅ，ロードロック装置２２を長く待機させることなく，それぞれ連続
的に稼動させ，複数枚の基板Ｇを効率的に処理することができる。
【００６６】
　かかる処理システム１によれば，ロードロック装置２１において，上面加熱用プレート
７１と下面加熱用プレート７２によって，基板Ｇを両面から加熱することで，基板Ｇを効
率的に加熱できる。ロードロック装置２１における基板Ｇの加熱時間を短縮し，基板処理
装置３０Ａ～３０Ｅを長く待機させることなく，基板Ｇを効率的に基板処理装置３０Ａ～
３０Ｅへ供給することができる。即ち，基板Ｇの加熱効率を向上させることで，スループ
ットの向上を図ることができる。また，基板Ｇを両面から加熱することで，基板Ｇの両面
の温度差が抑制されるので，基板Ｇの反り変形を防止できる。従って，基板Ｇに割れが生
じたり，搬送時に搬送アーム５１による基板Ｇの保持が不安定になったりすることを防止
して，基板Ｇを好適に，均一に加熱することができ，ひいては，基板処理装置３０Ａ～３
０Ｅにおいて，基板ＧにＣＶＤ処理を良好に施すことができる。
【００６７】
　また，ロードロック装置２２において，上面冷却用プレート１１１と下面冷却用プレー
ト１１２によって，基板Ｇを両面から冷却することで，基板Ｇを効率的に冷却できる。ロ
ードロック装置２２における基板Ｇの冷却時間を短縮し，基板Ｇを効率的に搬入出部２に
搬出することができるので，基板処理装置３０Ａ～３０Ｅにおいて処理が終了した基板Ｇ
を長く待機させることなく，効率的にロードロック装置２２に搬送し，搬入出部２に搬出
することができる。即ち，基板Ｇの冷却効率を向上させることで，スループットの向上を
図ることができる。また，基板Ｇを両面から冷却することで，基板Ｇの両面の温度差が抑
制されるので，基板Ｇの反り変形を防止できる。従って，基板Ｇに割れが生じたり，搬送
時に搬送アーム１５による基板Ｇの保持が不安定になったりすることを防止でき，また，
基板ＧをカセットＣに確実に収納することができる。
【００６８】
　以上，本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明はかかる例に限定されない
。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において，各種の変
更例または修正例に想到しう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。
【００６９】
　以上の実施形態では，加熱用のロードロック装置２１を１台設けることとしたが，かか
るロードロック装置２１は，２台以上設けても良い。また，冷却用のロードロック装置２
２を１台設けることとしたが，かかるロードロック装置２２は，２台以上設けても良い。
また，加熱用のロードロック装置２１と冷却用のロードロック装置２２は，上下に積み重
ねるものに限定されず，例えば横に並べて設けるようにしても良く，離隔した位置に設け
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ても良い。
【００７０】
　ロードロック装置２１においては，下面加熱用プレート７２をチャンバ６１に対して昇
降可能とし，さらに，下面加熱用プレート７２上の支持部材７８によって保持部材７０か
ら基板Ｇを受け取る構成としたが，基板Ｇを受け取らず，保持部材７０（この場合は，加
熱時に基板を支持する支持部材として機能）に支持された基板Ｇに単に近接する構成とし
ても良い。また，上面加熱用プレート７１をチャンバ６１に対して昇降可能とし，上面加
熱用プレート７１自体の昇降移動により，上面加熱用プレート７１を基板Ｇに近接及び離
隔させることが可能な構成にしても良い。また，以上の実施形態では，上面加熱用プレー
ト７１と下面加熱用プレート７２をそれぞれ基板Ｇに対して隙間を空けて近接させた状態
で加熱を行うこととしたが，上面加熱用プレート７１又は下面加熱用プレート７２を基板
Ｇに接触させた状態で加熱するようにしても良い。
【００７１】
　また，ロードロック装置２１においては，上面冷却用プレート１１１をチャンバ１０１
に対して昇降可能とし，基板Ｇに対して近接及び離隔させることが可能な構成とし，下面
冷却用プレート１１２をチャンバ１０１に対して固定させた構成としたが，勿論，下面冷
却用プレート１１２も基板Ｇに対して近接及び離隔させることが可能な構成としても良い
。また，例えばロードロック装置２１における下面加熱用プレート７２と同様に，下面冷
却用プレート１１２の上面に，基板Ｇを支持するための支持部材を設け，基板Ｇの冷却時
に支持部材１１０から基板Ｇを受け取る構成としても良い。この場合，上面冷却用プレー
ト１１１と下面冷却用プレート１１２を，両者の間に収納された基板Ｇに対して，それぞ
れ相対的に近接及び離隔可能な構成にすることができる。また，以上の実施形態では，上
面冷却用プレート１１１と下面冷却用プレート１１２をそれぞれ基板Ｇに対して隙間を空
けて近接させた状態で冷却を行うこととしたが，上面冷却用プレート１１１と下面冷却用
プレート１１２を基板Ｇに接触させた状態で冷却するようにしても良い。
【００７２】
　処理システムは，複数の基板処理装置を備えたマルチチャンバー型のものには限定され
ない。処理部に備える基板処理装置の台数は１台でも良い。また，以上の実施形態では，
処理部３においてプラズマＣＶＤ処理を行う処理システム１について説明したが，処理部
で行われる処理は他の処理であっても良い。本発明は，その他の減圧雰囲気下で行う処理
，例えば熱ＣＶＤ処理，エッチング処理，アッシング処理等を処理部において行う処理シ
ステムに適用することもできる。また，以上の実施形態では，ＬＣＤ用基板Ｇを処理する
場合について説明したが，基板は他のもの，例えば半導体ウェハ等であっても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は，例えば基板のＣＶＤ処理を行う処理システム，該処理システムに備えられる
ロードロック装置，該処理システムにおける処理方法に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】処理システムの構成を説明する概略平面図である。
【図２】処理システムの構成を説明する概略側面図である。
【図３】ロードロック装置の概略縦断面図である。
【符号の説明】
【００７５】
　Ｇ　　　基板
　１　　　処理システム
　２　　　搬入出部
　３　　　処理部
　５　　　ロードロック装置
　２１　　第一のロードロック装置
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　２２　　第二のロードロック装置
　３０Ａ～３０Ｅ　基板処理装置
　３１　　搬送装置
　６１　　ロードロック室
　６３　　搬入口
　６４　　搬出口
　７１　　上面加熱用プレート
　７２　　下面加熱用プレート
　７５　　シリンダ
　７８　　支持部材
　８５　　ガス供給路
　８６　　排気路
　１０２　ロードロック室
　１０３　搬入口
　１０４　搬出口
　１１０　支持部材
　１１１　上面冷却用プレート
　１１２　下面冷却用プレート
　１２５　シリンダ
　１３１　ガス供給路
　１３２　排気路

【図１】 【図２】
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