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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体を加熱するための加熱装置において、
　前記被処理体に向けて波長が３６０～５２０ｎｍの範囲内の加熱用の光を射出するＬＥ
Ｄ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）素子を含む複数の加熱光源を有するこ
とを特徴とする加熱装置。
【請求項２】
　前記ＬＥＤ素子は、紫外光を射出する紫外光ＬＥＤ素子と紫色光を射出する紫色光ＬＥ
Ｄ素子と青色光を射出する青色光ＬＥＤ素子の内の少なくとも一種よりなることを特徴と
する請求項１記載の加熱装置。
【請求項３】
　前記青色光ＬＥＤ素子は、中心波長が４７０ｎｍの加熱用の光を射出することを特徴と
する請求項２記載の加熱装置。
【請求項４】
　前記各加熱光源には、該加熱光源からの光を反射して前記被処理体に向ける第１のリフ
レクタがそれぞれ設けられることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の加熱装
置。
【請求項５】
　前記各第１のリフレクタからの反射光は、それぞれ前記被処理体の異なる領域に向けて
集光するように設定されていることを特徴とする請求項４記載の加熱装置。
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【請求項６】
　前記第１のリフレクタの反射面は曲面状に成形されていることを特徴とする請求項４ま
たは５記載の加熱装置。
【請求項７】
　前記第１のリフレクタは、アルミニウムまたはアルミニウムの表面にフッ化マグネシウ
ム膜をコーティングして形成されることを特徴とする請求項４乃至６のいずれかに記載の
加熱装置。
【請求項８】
　前記各加熱光源は、ヒートパイプよりなる素子取付棒と、該素子取付棒の先端部に取り
付けられた複数の前記ＬＥＤ素子と、よりなることを特徴とする請求項１乃至７のいずれ
かに記載の加熱装置。
【請求項９】
　前記各加熱光源は、該加熱光源の基部をハウジングに支持させていることを特徴とする
請求項１乃至８のいずれかに記載の加熱装置。
【請求項１０】
　前記ハウジングは、ドーム状に成形されており、その内側は曲面状に成形された反射面
よりなる第２のリフレクタとして形成されていることを特徴とする請求項９記載の加熱装
置。
【請求項１１】
　前記第２のリフレクタは、アルミニウムまたはアルミニウムの表面にフッ化マグネシウ
ム膜をコーティングして形成されることを特徴とする請求項１０記載の加熱装置。
【請求項１２】
　前記ハウジングには、前記素子取付棒の基部側を冷却するための取付棒冷却手段が設け
られることを特徴とする請求項１０または１１記載の加熱装置。
【請求項１３】
　前記各素子取付棒は、前記被処理体の表面に対して直交する方向、またはこの直交する
方向に近似する方向に沿って設けられることを特徴とする請求項８乃至１２のいずれかに
記載の加熱装置。
【請求項１４】
　前記被処理体の温度を測定するための放射温度計を有し、該放射温度計の測定波長帯域
を、前記ＬＥＤ素子からの光の波長帯域とは異なるように設定していることを特徴とする
請求項１乃至１３のいずれかに記載の加熱装置。
【請求項１５】
　被処理体に対して所定の熱処理を施すようにした熱処理装置において、
　排気可能になされた処理容器と、
　前記処理容器内に設けられてその上面側に前記被処理体を載置させるための載置台と、
　前記処理容器の天井部を気密に覆う光透過窓と、
　前記処理容器内に向けて必要なガスを導入するガス導入手段と、
　前記光透過窓の上方に設けられて前記被処理体に向けて加熱用の光を射出する請求項１
乃至１４のいずれかに記載の加熱装置と、
　を備えたことを特徴とする熱処理装置。
【請求項１６】
　前記載置台の上部には、複数の熱電変換素子が設けられることを特徴とする請求項１５
記載の熱処理装置。
【請求項１７】
　前記複数の熱電変換素子の近傍には、必要時に熱媒体を流す熱媒体流路が設けられてい
ることを特徴とする請求項１５または１６に記載の熱処理装置。
【請求項１８】
　前記熱処理装置は、該熱処理装置全体の動作を制御するための制御手段を有し、該制御
手段は、前記被処理体の加熱時には前記加熱装置をオンすると共に前記熱電変換素子に前
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記被処理体を加熱するような方向へ電流を流し、
　前記被処理体の冷却時には前記加熱装置をオフすると共に前記熱電変換素子に前記被処
理体を冷却するような方向へ電流を流すように制御することを特徴とする請求項１５乃至
１７のいずれかに記載の熱処理装置。
【請求項１９】
　前記熱処理装置は、該熱処理装置全体の動作を制御するための制御手段を有し、該制御
手段は、前記被処理体の加熱時には先に前記熱電変換素子をオンして前記被処理体を加熱
するような方向へ電流を流して予備加熱した後、前記加熱装置をオンし、
　前記被処理体の冷却時には前記加熱装置をオフすると共に前記熱電変換素子に前記被処
理体を冷却するような方向へ電流を流すように制御することを特徴とする請求項１５乃至
１７のいずれかに記載の熱処理装置。
【請求項２０】
　前記制御手段は、前記熱電変換素子に対して個別に電流の方向と電力とを制御すること
ができ、前記被処理体の加熱時には前記被処理体の温度の面内均一性を高めるために前記
熱電変換素子を素子単位で加熱、或いは冷却するように制御することを特徴とする請求項
１８または１９に記載の熱処理装置。
【請求項２１】
　前記光透過窓は石英ガラスよりなることを特徴とする請求項１５乃至２０のいずれかに
記載の熱処理装置。
【請求項２２】
　排気可能になされた処理容器と、
　前記処理容器内に設けられてその上面側に被処理体を載置させるための載置台と、
　前記載置台の上部に設けられる複数の熱電変換素子と、
　前記処理容器の天井部を気密に覆う光透過窓と、
　前記処理容器内に向けて必要なガスを導入するガス導入手段と、
　前記光透過窓の上方に設けられて前記被処理体に向けて加熱用の光を射出する請求項１
乃至１４のいずれかに記載の加熱装置と、
　を有する熱処理装置を用いて被処理体に対して所定の熱処理を施すに際して、
　前記被処理体の加熱時には前記加熱装置をオンすると共に前記熱電変換素子に前記被処
理体を加熱するような方向へ電流を流し、
　前記被処理体の冷却時には前記加熱装置をオフすると共に前記熱電変換素子に前記被処
理体を冷却するような方向へ電流を流すように制御するプログラムを記憶することを特徴
とする記憶媒体。
【請求項２３】
　排気可能になされた処理容器と、
　前記処理容器内に設けられてその上面側に被処理体を載置させるための載置台と、
　前記載置台の上部に設けられる複数の熱電変換素子と、
　前記処理容器の天井部を気密に覆う光透過窓と、
　前記処理容器内に向けて必要なガスを導入するガス導入手段と、
　前記光透過窓の上方に設けられて前記被処理体に向けて加熱用の光を射出する請求項１
乃至１４のいずれかに記載の加熱装置と、
　を有する熱処理装置を用いて被処理体に対して所定の熱処理を施すに際して、
　前記被処理体の加熱時には先に前記熱電変換素子をオンして前記被処理体を加熱するよ
うな方向へ電流を流して予備加熱した後、前記加熱装置をオンし、
　前記被処理体の冷却時には前記加熱装置をオフすると共に前記熱電変換素子に前記被処
理体を冷却するような方向へ電流を流すように制御するプログラムを記憶することを特徴
とする記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体ウエハ等に対して加熱用の光を照射する加熱装置、これを用いて半導
体ウエハ等に所定の熱処理を行う枚葉式の熱処理装置及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体デバイスを製造するには、半導体ウエハに成膜処理、パターンエッチン
グ処理、酸化拡散処理、改質処理、アニール処理等の各種の熱処理を繰り返し行なって所
望のデバイスを製造するが、半導体デバイスが高密度化、多層化及び高集積化するに伴っ
てその仕様が年々厳しくなっており、これらの各種の熱処理のウエハ面内における均一性
の向上及び膜質の向上が特に望まれている。例えば半導体デバイスであるトランジスタの
チャネル層等の処理を例にとって説明すると、このチャネル層等に不純物原子のイオン注
入後に、原子構造を安定化させる目的でアニール処理が一般的に行われる。
【０００３】
　ここで図１３を参照して、トランジスタの一般的な構造の代表例としてゲート構造のチ
ャネル層について説明する。図１３中において、ｎ型の不純物をドープしてなるｎ型シリ
コン基板等の半導体ウエハＷの表面には、ｐ型の不純物をドープしてなるｐ＋ 濃度のソ
ース２及びドレイン４がそれぞれ設けられると共に、各ソース２及びドレイン４の表面に
は、上記ｐ＋ 領域よりも不純物濃度が高くなされたｐ＋＋領域６、８がそれぞれ形成さ
れている。そして、上記ソース２及びドレイン４間には、例えばシリコン酸化膜等のゲー
ト絶縁膜１０を介して例えばポリシリコン層よりなるゲート電極１２が形成されている。
【０００４】
　また、このゲート電極１２やゲート絶縁膜１０の側壁側には例えばＳｉＮよりなる絶縁
層１４が形成されている。そして、このように形成された微細なトランジスタは、ウエハ
表面に多数形成されることになり、またその他に必要とされる他の微細な素子もウエハ表
面上に多数形成される。尚、このトランジスタは単なる一例を示したに過ぎず、用途に応
じて多種多用な膜種が用いられている。そして、上述したように、不純物がドープされた
領域の原子構造を安定化させる目的でアニール処理が行われる。
【０００５】
　この場合、上記アニール処理を長時間行うと原子構造は安定化するが、不純物原子が膜
厚方向へ奥深くまで拡散して下方へ突き抜けてしまうので、極力短時間で行う必要がある
。すなわち、チャネル層などの膜厚を薄くしつつ、且つ突き抜けも生ずることなく原子構
造を安定化させるためには、半導体ウエハをアニール温度まで高速で昇温し、且つアニー
ル処理後にあっては拡散が生じないような低い温度まで高速で降温させることが必要とな
る。
　このようなアニール処理を可能とするために、従来の処理装置では、加熱ランプを用い
たランプアニールが一般的に行われている（特許文献１）。そして、この加熱ランプとし
ては、例えばハロゲンランプやフラッシュランプ等が用いられる。
【０００６】
　また他の従来の処理装置としては、例えば特許文献２に示すように、ウエハステージに
ペルチェ素子を設け、１００～２５０℃程度でウエハをエッチングする際に、昇降温時に
上記ペルチェ素子を用いるようにした処理装置がある。
　そして、最近にあっては、比較的大出力が可能となるように開発され、且つ加熱源や光
源としてＬＥＤ素子やレーザが用いられる傾向にある（特許文献３～５）。このＬＥＤ素
子やレーザにあっては、素子自体の発熱は加熱ランプと比較して非常に少なく、且つ寿命
も加熱ランプと比較してかなり長く、しかも、熱容量が少ないことから急速降温に有利な
ので多用される傾向にある。
【０００７】
　例えば特許文献３においては、ヒートパイプとＬＥＤ素子とを組み合わせたランプが開
示されており、特許文献４においては、ＬＥＤ素子やレーザでレジストを加熱するように
した点が開示されており、また特許文献５には、ＣＶＤ処理を行うためにＬＥＤ素子アレ
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イを用いるようにした点が開示されている。
【０００８】
【特許文献１】米国特許第５６８９６１４号
【特許文献２】特開２００１－８５４０８号公報
【特許文献３】特開２００４－２９６２４５号公報
【特許文献４】特開２００４－１３４６７４号公報
【特許文献５】米国特許第６８１８８６４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、前述したように、熱処理を行う場合には、ウエハ表面の温度分布が均一にな
るように加熱するだけではなく、ウエハ温度を短時間で昇降温させる必要がある。
【００１０】
　しかも、半導体デバイスの更なる高速化及び高微細化の要請により、ソース２やドレイ
ン４等の不純物注入領域に関しては、更に浅く、且つ不純物濃度も更に高くすることが求
められている。従って、これらの領域をアニールする際には、不純物の基板厚さ方向への
拡散をできるだけ抑制するために、より速い速度での高速昇温及び高速降温を行うことが
求められている。
【００１１】
　しかしながら、加熱手段として上記したハロゲンランプを用いたアニール処理の場合、
射出される加熱用の光の中心波長が、例えば１～３μｍであって、その波長帯域は３～５
μｍと広く、且つ波長が長いので、ウエハ表面の浅い部分のみを加熱したいにもかかわら
ず、ウエハ表面の深い位置まで光が届いてウエハ表面の深い部分（深部）まで加熱されて
しまい、この結果、不純物がウエハ表面の深い部分まで拡散してしまう、といった問題が
あった。
　また、射出する光の波長が上述のように長いことから、ウエハ表面の深い位置の不必要
な部分まで加熱してしまうことから、昇温効率も低下してしまうので、その分、高出力が
必要とされ、エネルギー効率が低下する原因となっていた。
【００１２】
　また、加熱手段としてフラッシュランプを用いたアニール処理の場合、このフラッシュ
ランプから射出される光の波長は、上記したハロゲンランプよりはかなり狭いが、それで
も図１４に示すフラッシュランプの波長帯域に見られるように、５００ｎｍ付近を中心波
長としてかなり広い１μｍ程度の帯域であるため、上記したハロゲンランプの場合と同様
に、ウエハの深部まで加熱してしまう、という問題点を有していた。
【００１３】
　これに対して、加熱手段としてレーザやＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉ
ｏｄｅ）素子を用いる場合には、上述したような問題点をなくすことができ、例えばウエ
ハ表面のみを効率的に加熱することができる。しかしながら、レーザに代表されるＡｒＦ
レーザ（エキシマレーザ：中心波長１９３ｎｍ）やＫｒＦレーザ（エキシマレーザ：中心
波長２４８ｎｍ）の場合には、これらより放射される光の帯域幅が１μｍ以下であって、
前述した場合とは逆に狭過ぎてしまい、その結果、膜種や波長によって微細領域において
横方向ストレスの発生原因となる温度差が生じたり、或いは部分的に溶融するなどの問題
があった。更に、光路断面積も狭いために、ウエハ表面全面に亘って加熱するためには、
レーザ光を走査機構でスキャニングさせなければならないので、構造が複雑になる、とい
う問題もあった。
【００１４】
　またＬＥＤ素子の場合には、放射される光の波長は、使用する素子にもよるが、例えば
３００～９５０ｎｍの範囲内で１００ｎｍ程度の帯域幅を有しているので、射出される光
はレーザの場合よりも広く、且つ上記フラッシュランプやハロゲンランプの場合よりも狭
い帯域を有しているので、膜質による加熱温度の選択性も抑制され、その結果、ウエハ表
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面側を比較的均一に加熱できる特性を有している。
【００１５】
　しかしながら、単にＬＥＤ素子を用いただけでは、射出する光の波長が最適化されてい
ないので、最近の設計ルールで要求されている程度に不純物拡散領域の深さを浅く維持し
、且つ高い不純物濃度を維持するために、ウエハ表面のみを選択的に且つ均一に加熱する
ことは困難であった。
【００１６】
　本発明は、以上のような問題点に着目し、これを有効に解決すべく創案されたものであ
る。本発明の目的は、ＬＥＤ素子から射出する加熱用の光の波長を最適化することによっ
て、半導体ウエハ等の被処理体の表面のみを浅く、且つ膜種に関係なく均一な温度分布の
状態で高速昇温及び高速降温させることが可能な加熱装置、これを用いた熱処理装置及び
記憶媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　請求項１に係る発明は、被処理体を加熱するための加熱装置において、前記被処理体に
向けて波長が３６０～５２０ｎｍの範囲内の加熱用の光を射出するＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）素子を含む複数の加熱光源を有することを特徴とする加
熱装置である。
　このように、前記被処理体に向けて波長が３６０～５２０ｎｍの範囲内の加熱用の光を
射出するＬＥＤ素子を含む複数の加熱光源を有するようにしたので、ＬＥＤ素子から射出
する加熱用の光の波長は最適化され、この結果、半導体ウエハ等の被処理体の表面のみを
浅く、且つ膜種に関係なく均一な温度分布の状態で高速昇温及び高速降温させることがで
きる。
【００１８】
　この場合、例えば請求項２に規定するように、前記ＬＥＤ素子は、紫外光を射出する紫
外光ＬＥＤ素子と紫色光を射出する紫色光ＬＥＤ素子と青色光を射出する青色光ＬＥＤ素
子の内の少なくとも一種よりなる。
　また例えば請求項３に規定するように、前記青色光ＬＥＤ素子は、中心波長が４７０ｎ
ｍの加熱用の光を射出する。
　また例えば請求項４に規定するように、前記各加熱光源には、該加熱光源からの光を反
射して前記被処理体に向ける第１のリフレクタがそれぞれ設けられる。
　また例えば請求項５に規定するように、前記各第１のリフレクタからの反射光は、それ
ぞれ前記被処理体の異なる領域に向けて集光するように設定されている。
【００１９】
　また例えば請求項６に規定するように、前記第１のリフレクタの反射面は曲面状に成形
されている。
　また例えば請求項７に規定するように、前記第１のリフレクタは、アルミニウムまたは
アルミニウムの表面にフッ化マグネシウム膜をコーティングして形成される。
　また例えば請求項８に規定するように、前記各加熱光源は、ヒートパイプよりなる素子
取付棒と、該素子取付棒の先端部に取り付けられた複数の前記ＬＥＤ素子とよりなる。
　また例えば請求項９に規定するように、前記各加熱光源は、該加熱光源の基部をハウジ
ングに支持させている。
【００２０】
　また例えば請求項１０に規定するように、前記ハウジングは、ドーム状に成形されてお
り、その内側は曲面状に成形された反射面よりなる第２のリフレクタとして形成されてい
る。
　また例えば請求項１１に規定するように、前記第２のリフレクタは、アルミニウムまた
はアルミニウムの表面にフッ化マグネシウム膜をコーティングして形成される。
　また例えば請求項１２に規定するように、前記ハウジングには、前記素子取付棒の基部
側を冷却するための取付棒冷却手段が設けられる。



(7) JP 4940635 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

　また例えば請求項１３に規定するように、前記各素子取付棒は、前記被処理体の表面に
対して直交する方向、またはこの直交する方向に近似する方向に沿って設けられる。
　また例えば請求項１４に規定するように、前記被処理体の温度を測定するための放射温
度計を有し、該放射温度計の測定波長帯域を、前記ＬＥＤ素子からの光の波長帯域とは異
なるように設定している。
【００２１】
　請求項１５に係る発明は、被処理体に対して所定の熱処理を施すようにした熱処理装置
において、排気可能になされた処理容器と、前記処理容器内に設けられてその上面側に前
記被処理体を載置させるための載置台と、前記処理容器の天井部を気密に覆う光透過窓と
、前記処理容器内に向けて必要なガスを導入するガス導入手段と、前記光透過窓の上方に
設けられて前記被処理体に向けて加熱用の光を射出する前記いずれかに記載の加熱装置と
、を備えたことを特徴とする熱処理装置である。
【００２２】
　この場合、例えば請求項１６に規定するように、前記載置台の上部には、複数の熱電変
換素子が設けられる。
　また例えば請求項１７に規定するように、前記複数の熱電変換素子の近傍には、必要時
に熱媒体を流す熱媒体流路が設けられている。
　また例えば請求項１８に規定するように、前記熱処理装置は、該熱処理装置全体の動作
を制御するための制御手段を有し、該制御手段は、前記被処理体の加熱時には前記加熱装
置をオンすると共に前記熱電変換素子に前記被処理体を加熱するような方向へ電流を流し
、前記被処理体の冷却時には前記加熱装置をオフすると共に前記熱電変換素子に前記被処
理体を冷却するような方向へ電流を流すように制御する。
【００２３】
　また例えば請求項１９に規定するように、前記熱処理装置は、該熱処理装置全体の動作
を制御するための制御手段を有し、該制御手段は、前記被処理体の加熱時には先に前記熱
電変換素子をオンして前記被処理体を加熱するような方向へ電流を流して予備加熱した後
、前記加熱装置をオンし、前記被処理体の冷却時には前記加熱装置をオフすると共に前記
熱電変換素子に前記被処理体を冷却するような方向へ電流を流すように制御する。
【００２４】
　また例えば請求項２０に規定するように、前記制御手段は、前記熱電変換素子に対して
個別に電流の方向と電力とを制御することができ、前記被処理体の加熱時には前記被処理
体の温度の面内均一性を高めるために前記熱電変換素子を素子単位で加熱、或いは冷却す
るように制御する。
　また例えば請求項２１に規定するように、前記光透過窓は石英ガラスよりなる。
【００２５】
　請求項２２に係る発明は、排気可能になされた処理容器と、前記処理容器内に設けられ
てその上面側に被処理体を載置させるための載置台と、前記載置台の上部に設けられる複
数の熱電変換素子と、前記処理容器の天井部を気密に覆う光透過窓と、前記処理容器内に
向けて必要なガスを導入するガス導入手段と、前記光透過窓の上方に設けられて前記被処
理体に向けて加熱用の光を射出する前記いずれかに記載の加熱装置と、を有する熱処理装
置を用いて被処理体に対して所定の熱処理を施すに際して、前記被処理体の加熱時には前
記加熱装置をオンすると共に前記熱電変換素子に前記被処理体を加熱するような方向へ電
流を流し、前記被処理体の冷却時には前記加熱装置をオフすると共に前記熱電変換素子に
前記被処理体を冷却するような方向へ電流を流すように制御するプログラムを記憶するこ
とを特徴とする記憶媒体である。
【００２６】
　請求項２３に係る発明は、排気可能になされた処理容器と、前記処理容器内に設けられ
てその上面側に被処理体を載置させるための載置台と、前記載置台の上部に設けられる複
数の熱電変換素子と、前記処理容器の天井部を気密に覆う光透過窓と、前記処理容器内に
向けて必要なガスを導入するガス導入手段と、前記光透過窓の上方に設けられて前記被処
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理体に向けて加熱用の光を射出する請求項１乃至１４のいずれかに記載の加熱装置と、を
有する熱処理装置を用いて被処理体に対して所定の熱処理を施すに際して、前記被処理体
の加熱時には先に前記熱電変換素子をオンして前記被処理体を加熱するような方向へ電流
を流して予備加熱した後、前記加熱装置をオンし、前記被処理体の冷却時には前記加熱装
置をオフすると共に前記熱電変換素子に前記被処理体を冷却するような方向へ電流を流す
ように制御するプログラムを記憶することを特徴とする記憶媒体である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る加熱装置、これを用いた熱処理装置及び記憶媒体によれば、次のように優
れた作用効果を発揮することができる。
　被処理体に向けて波長が３６０～５２０ｎｍの範囲内の加熱用の光を射出するＬＥＤ素
子を含む複数の加熱光源を有するようにしたので、ＬＥＤ素子から射出する加熱用の光の
波長は最適化され、この結果、半導体ウエハ等の被処理体の表面のみを浅く、且つ膜種に
関係なく均一な温度分布の状態で高速昇温及び高速降温させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下に本発明に係る加熱装置、熱処理装置及び記憶媒体の一実施例を添付図面に基づい
て詳述する。
　図１は本発明の熱処理装置の一例を示す断面構成図、図２は熱電変換素子の配列状態を
示す平面図、図３は処理容器から加熱装置を見た時のリフレクタの配列を示す図、図４は
加熱光源の半導体光射出素子から放出された加熱用の光の光路を示す図、図５は半導体光
射出素子が取り付けられた素子取付棒を示す拡大断面図、図６は素子取付棒の先端部分を
示す拡大斜視図である。
【００２９】
　図１に示すように、この熱処理装置２２は、例えばアルミニウムにより筒体状に成形さ
れた処理容器２４を有している。この処理容器２４は例えば３００ｍｍウエハを収容でき
るような大きさに設定されている。この処理容器２４の天井部は開口されており、この開
口部には、Ｏリング等のシール部材２６を介して後述する加熱用の光に対して透明な光透
過窓２８が気密に設けられている。この光透過窓２８の材料としては、本発明で用いる加
熱用の光の波長に対して特に透明な例えば石英ガラス等が用いられる。
【００３０】
　また、この処理容器２４の側壁には、開口２７が設けられると共に、この開口２７には
半導体ウエハＷを搬出入する際に開閉されるゲートバルブ３０が設けられる。また処理容
器２４の他の側壁には、処理時に必要なガスを内部へ導入するガス導入手段としてのガス
ノズル３２が設けられている。また処理容器２４の底部の周辺部には、排気口３４が形成
されており、この排気口３４には図示しない真空ポンプが介設された排気系が接続されて
、処理容器２４内の雰囲気を例えば真空排気可能としている。尚、処理によっては処理容
器２４内は大気圧程度に維持される。またこの処理容器２４の底部は大きく開口され、こ
の開口に例えばＯリング等のシール部材３６を介在させて底部を兼ねる肉厚な載置台３８
が気密に取り付け固定されている。
【００３１】
　この載置台３８は、例えばアルミニウム製の肉厚な載置台本体４０と、この上部に設け
られる複数の熱電変換素子４２と、この熱電変換素子４２の上面側に設置される薄い円板
状の載置板４４とにより構成され、この載置板４４上に被処理体である半導体ウエハＷを
直接的に載置するようになっている。具体的には、上記熱電変換素子４２としては、例え
ばペルチェ素子が用いられる。このペルチェ素子は、異種の導体や半導体を電極によって
直列に接続し電流を流すと接点間でジュール熱以外に熱の発生や吸熱が生じる素子であり
、例えば２００℃以下の温度での使用に耐え得るＢｉ２ Ｔｅ３ （ビスマス・テルル）素
子、より高温で使用できるＰｂＴｅ（鉛・テルル）素子、ＳｉＧｅ（シリコン・ゲルマニ
ウム）素子等によって形成されており、熱電変換素子制御部４６にリード線４８を介して
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電気的に接続されている。熱電変換素子制御部４６は、前記ウエハＷの熱処理時に熱電変
換素子に供給される電流の方向や大きさを制御する。
【００３２】
　図２にペルチェ素子よりなる熱電変換素子４２の配列の一例を示す。図２においては、
直径が３００ｍｍのウエハＷに対して６０個の熱電変換素子４２を前記載置板４４の裏面
側に略全面にわたってほとんど隙間なく敷き詰めた例を示している。このように熱電変換
素子４２を密接させて配置すると、ウエハＷと載置板４４を均一に加熱することができる
。熱電変換素子４２の形状は、四角形に限らず、円形や六角形であってもよい。ここで熱
電変換とは、熱エネルギーを電気エネルギーに、また電気エネルギーを熱エネルギーに変
換することを言う。尚、ここで説明した上記熱電変換素子４２は、後述する本発明の特徴
とするＬＥＤ素子を用いた加熱装置のみで必要とする熱処理が行われるように設計した場
合には、設けなくてもよい。
【００３３】
　図１に戻って、上記載置台本体４０の内部には、熱媒体流路５０がその平面方向の略全
面に亘って形成されている。この熱媒体流路５０は、上記熱電変換素子４２の下部に設け
られており、ウエハＷの降温時に熱媒体として冷媒（水）を供給することにより、上記熱
電変換素子４２の下面から温熱を奪ってこれを冷却するように構成されている。また、ウ
エハＷの昇温時には必要に応じて温媒を供給することにより、熱電変換素子４２の下面か
ら冷熱を奪ってこれを加熱するように構成されている。尚、熱媒体流路５０は、熱媒体を
送給する媒体循環器５２に熱媒体導入管５４と熱媒体排出管５６を介して接続されている
。これにより、媒体循環器５２は熱媒体を熱媒体流路５０に循環供給する。
【００３４】
　また上記熱電変換素子４２上に設置される載置板４４の材料としては、ＳｉＯ２ 材、
ＡｌＮ材、ＳｉＣ材、Ｇｅ材、Ｓｉ材、金属材等によって製作される。載置台３８にはウ
エハＷを昇降する図示しない昇降機構が設けられ、この昇降機構は、載置台本体４０及び
載置板４４を貫通してウエハＷを下から支持する複数本の昇降自在な支持ピンと、これら
の支持ピンを昇降させる駆動装置等で構成されている。
【００３５】
　また、載置台本体４０には、これを上下方向に貫通する貫通孔５７が形成されており、
ここに放射温度計５８が設置される。具体的には、上記貫通孔５７に上記載置板４４の下
面まで延びる光ファイバ６０を気密状態で挿通して載置板４４からの輻射光を案内し得る
ようになっている。そして、この光ファイバ６０の端部には放射温度計本体６２が接続さ
れており、所定の測定波長帯域の光より載置板４４の温度、すなわちウエハ温度を測定で
きるようになっている。ここで上記放射温度計５８の測定波長帯域は、後述するＬＥＤ素
子からの光の波長帯域とは異なるように設定されている。
【００３６】
　そして、処理容器２４の光透過窓２８の上方には、上記ウエハＷに向けて加熱用の光を
照射する加熱装置６２が設けられている。具体的には、この加熱装置６２は、上記光透過
窓２８の上方を覆うようにして設けられるドーム状に成形されたハウジング６４を有して
いる。このドーム状のハウジング６４は、例えばアルミニウム（アルミニウム合金を含む
）や銅等の熱伝導性の良好な材料により形成されており、全体が例えば半球状に成形され
ている。このハウジング６４の下端部の一部と処理容器２４の上端部の一部との間には図
示しないヒンジで接合されており、上記ハウジング６４を展開可能としている。
【００３７】
　このハウジング６４の内周面には、例えばフッ化マグネシウム膜（ＭｇＦ２ ）や金メ
ッキ等が施された高反射率の反射面となっており、第２のリフレクタ６６として構成され
ている。尚、この第２のリフレクタ６６としては、後述するようにアルミニウム（アルミ
ニウム合金を含む）の表面にフッ化マグネシウム膜をコーティングしたものが特に好まし
い。そして、このハウジング６４の内周面側に、複数の加熱光源６８が取り付けられて、
これより加熱用の光（光線）を射出するようになっている。この加熱光源６８は、ドーム
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状のハウジング６４の内周面の略全域に亘って比較的均一等に分布させて設けられており
、例えばここでは全体で３９個程度設けられている。尚、図３においては加熱光源６８の
記載を省略している。
【００３８】
　そして、図３及び図４にも示すように、各加熱光源６８に対応させて、曲面状に窪ませ
て成形された第１のリフレクタ７０がそれぞれ設けられている。この第１のリフレクタ７
０の内周面も、例えばフッ化マグネシウム膜や金メッキ等が施された高反射率の反射面と
なっている。尚、この第１のリフレクタ７０は上記第２のリフレクタ６６と同様に、アル
ミニウム（アルミニウム合金を含む）の表面にフッ化マグネシウム膜をコーティングした
ものが特に好ましい。この第１のリフレクタ７０の開口面は円形、或いは楕円形に成形さ
れており、下方の載置台４０側から見た投影図が同形になるように設定されている。ここ
で上述のようにハウジング６４をドーム状の曲面形状にすることにより、平面形状の場合
と比較して上記加熱光源６８を多数取り付けることができ、その分、加熱用に大電力を投
入することができる。
【００３９】
　そして、上記各加熱光源６８は、図５及び図６にも示すように、微小な棒状の素子取付
棒７２と、この略全体に取り付けられた本発明の特徴とする複数のＬＥＤ素子７４とより
なり、この素子取付棒７２の基部を、上記ハウジング６４の第１のリフレクタ７０の中央
部に設けた接続端子７６（図４参照）に接続して取り付けることにより、この素子取付棒
７２を支持固定すると共に、必要とする電力を上記ＬＥＤ素子７４に供給できるようにな
っている。上記接続端子７６は、図示しない配線を介して電源系に接続されている。これ
により、大部分の素子取付棒７２はウエハＷの表面に対して直交する方向、またはこの直
交する方向に近似する方向に沿って設けられることになる。
【００４０】
　そして、本発明では、このＬＥＤ素子７４としては、射出される加熱用の光の波長が３
６０～５２０ｎｍ範囲内（紫外光～紫色光～青色光に対応）のＬＥＤ素子を用いており、
後述するようにウエハ面内の膜種に関係なく、温度の面内均一性を維持したまま高速での
昇温及び高速での降温を実現できるようになっている。すなわち、このＬＥＤ素子７４と
しては青色光を主体に出力する青色光ＬＥＤ素子や紫色光を主体に出力する紫色光ＬＥＤ
素子を用い、一般的なＬＥＤ素子では、出力される光の波長は１００ｎｍ程度の広がりを
有している。
【００４１】
　そして、上記素子取付棒７２は、中空状になされた例えばヒートパイプよりなり、図５
にも示すように、その内面にはウィック７８が貼り付けられると共に、内部には作動流体
が密封されている。この素子取付棒７２は、例えばアルミニウムや銅のような熱伝導性の
良好な金属材料よりなる。この素子取付棒７２は、多角形、例えば図６に示す場合には六
角形に成形されており、その略全体の側面に上記ＬＥＤ素子７４を集中させて取り付けて
おり、全体として近似的に点光源とみなせる程度の大きさになっている。このＬＥＤ素子
７４は、現状の技術ですでに１個当たりの素子で高出力が得られるものが開発されている
。例えばＬＥＤ素子の１素子当たり最大３０Ｗ程度の高出力が得られる素子が開発されて
いる。例えば、ここでは上記六角形の素子取付棒７２の各面に、それぞれ４２個のＬＥＤ
素子７４を配列させて設け、従って、１本の素子取付棒７２に対して２５２個（＝４２個
×６列）のＬＥＤ素子７４を取り付けている。
【００４２】
　ここで１つのＬＥＤ素子７４の出力を７．５Ｗ（ワット）と仮定すると、１つの加熱光
源６８からは、７．５Ｗ×２５２＝１８９０Ｗ（ワット）の高出力が得られることになる
。そして、加熱光源６８の全体の数が上述のように３９個と仮定すると、全出力は１８９
０Ｗ×３９個＝７３．７１ｋＷになる。この出力は、ウエハに対して１０００℃／ｓｅｃ
の昇温速度を得るのに必要なエネルギーである。尚、上記素子取付棒７２自体にも、上記
接続端子７６と各ＬＥＤ素子７４とを電気的に接続する図示しない配線が設けられている
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。
　ここで上記素子取付棒７２の全体の長さは、６０ｍｍ程度であり、また六角形の一辺の
長さＬ１は１～３ｍｍ程度であり、非常に小型化されている。
【００４３】
　ここで、図４に示すように、上記第１のリフレクタ７０の曲面形状を２つの焦点ｆ１、
ｆ２を有する回転楕円面と仮定し、点光源とみなせる加熱光源６８のＬＥＤ素子７４群を
焦点ｆ１に設置すると、加熱光源６８から放射された光のうち第１のリフレクタ７０で反
射した反射光８０Ａは第２の焦点ｆ２に集光する。ただし、実際には完全な点光源ではな
いので、加熱光源６８から出て第１のリフレクタ７０で反射した反射光８０Ａであっても
その一部は拡散して第２の焦点ｆ２に集光せずその周りを照射する。また、加熱光源６８
から出射し第１のリフレクタ７０に当たらない直射光８０Ｂの一部はウエハＷの表面を直
接照射し、他の一部は第２のリフレクタ６６に当たって反射した後、ウエハＷの表面を照
射する。ウエハＷを照射する光のうち、ウエハＷに吸収される量は最大でも７０％程度で
あり、残りは反射または透過する。このうち反射した光は第２のリフレクタ６６で反射す
ることにより再度ウエハＷを照射する。そして直射光のうち載置台３８や底板を照射する
光が損失となる。この損失となる光線の量は、第１のリフレクタ７０の大きさ、傾き、開
口径等を変えることにより極力少なくすることができる。
【００４４】
　加熱光源６８の数は、ウエハＷの大きさ、加熱光源１つ当たりのウエハＷの照射面積Ｓ
１、ウエハＷの昇温レートの設計指標、加熱光源６８全体のパワー、第２のリフレクタ６
６の直径等によって決定される。
　ここで各加熱光源６８より照射される照射面積Ｓ１の領域は、ウエハＷの表面において
それぞれ異なる領域に向けて集光するように設定され、ウエハＷの表面の全域をカバーで
きるように設定されている。
【００４５】
　そして、図１に戻って、上記加熱光源６８を設けたハウジング６４には、上記素子取付
棒７２の基部側を冷却するための取付棒冷却手段８２が設けられる。具体的には、この取
付棒冷却手段８２は、上記素子取付棒７２の基部の近傍を通るように形成された冷媒通路
８４を有しており、冷媒入口８４Ａから冷却媒体として例えば冷却水を導入し、冷媒出口
８４Ｂから排出するようになっている。尚、上記ハウジング６４の内側空間を空冷するよ
うにしてもよい。また、前述した放射温度計５８の測定波長帯域は、測定誤差の原因とな
る迷光を発生させないために、上記ＬＥＤ素子７４の光の波長（３６０～５２０ｎｍ）と
は異なるように設定し、例えば３μｍ程度の波長を測定波長帯域として設定する。
【００４６】
　そして、この熱処理装置２２の全体は、例えばマイクロコンピュータ等よりなる制御手
段８６により制御される。そして、この制御手段８６は、この装置全体の動作を制御する
ためのプログラムを記憶するための例えばフレキシブルディスク、フラッシュメモリ、ハ
ードディスク、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ等よりなる記憶媒体８８を有している。
【００４７】
　次に、以上のように構成された熱処理装置２２によるウエハＷに対する熱処理動作につ
いて説明する。上述したように、以下に説明する動作は、上記記憶媒体８８に記憶された
プログラムに基づいて行われる。ここでは表面に不純物が注入されたウエハＷをアニール
する場合を例にとって説明する。
【００４８】
　まず、一般的な動作について説明すると、処理容器２４の側壁に設けられているゲート
バルブ３０を開き、処理すべきウエハＷを開口２７より処理容器２４内に搬入し、これを
載置台３８の載置板４４上に載置する。この後、ゲートバルブ３０を閉じて処理容器２４
を密閉する。次に、排気手段によって処理容器２４内を真空排気してガス供給源より供給
される処理ガス、例えばアルゴンガスや窒素ガスに置換し、所定のプロセス圧力（例えば
１００～１００００Ｐａ）に維持する。
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【００４９】
　次に、ペルチェ素子よりなる熱電変換素子４２に通電してウエハＷを予備加熱する。予
備加熱温度は５００～６００℃程度である。この予備加熱温度では、ウエハＷに注入され
ている不純物が拡散することはない。
　ウエハＷの温度は放射温度計５８によって検出されており、この放射温度計５８が所定
の予備加熱温度になったことを検出すると、加熱装置６２の全ての加熱光源６８をオンし
て各ＬＥＤ素子７４から光を放射し、この光でウエハＷの表面を照射して所定の処理温度
（例えば１０００℃）まで瞬時に昇温させる。この際、熱電変換素子４２に供給する電力
も例えばフルパワーとしてウエハＷを迅速に昇温させる。
【００５０】
　尚、この時、ウエハＷの温度の面内均一性が特に重要な場合には、各熱電変換素子４２
に対して個別に電流の方向と電力とを制御することにより熱電変換素子４２単独で加熱、
或いは冷却し、これにより加熱装置６２の加熱光源６８の熱の不均一を補正するようにし
てもよい。これにより、ウエハ温度の面内均一性を更に向上させることができる。
　また、載置台３８に熱電変換素子４２を設けていない場合には、加熱装置６２の駆動で
上記予備加熱及び処理温度までの昇温を行う。そして、この高温状態を所定の時間維持す
ることにより、アニール処理を行う。このように、ウエハＷは上下両面より加熱されるこ
とになり、例えば１００～１０００℃／ｓｅｃ程度まで昇温速度を上げて高速昇温を実現
することができる。
【００５１】
　特に、高出力が可能なＬＥＤ素子７４を複数個集合して点光源化した加熱光源６８を多
数個配置し、各加熱光源６８より高出力の加熱用の光を照射するようにしたので、ウエハ
面上における光の照度を非常に高くすることができ、迅速な昇温が可能となる。特に、本
発明では、ＬＥＤ素子７４から出力される光の波長を、膜種による光の反射特性（吸収特
性）に依存性が少なく、且つウエハの深さ（厚さ）方向への透過が少なくてウエハ表面側
のみを選択的に加熱し得るような波長帯域、すなわち３６０～５２０ｎｍの範囲内となる
ように設定するようにしたので、ウエハ表面の温度の面内均一性を維持しつつ、ウエハ表
面の浅い部分だけを高速に昇温させることができる。尚、この場合、加熱部位の深さを制
御するには、光の照射時間をコントロールすればよいのは勿論である。
【００５２】
　このアニール処理時には、ペルチェ素子よりなる熱電変換素子４２の裏面側には冷熱が
発生するので、この冷熱を排除するために載置台本体４０に設けた熱媒体流路５０には加
熱媒体を流すようにし、熱電変換素子４２を効率的に動作させるのがよい。
　また、加熱装置６２のＬＥＤ素子７４は、多くのジュール熱の発生を伴う抵抗加熱ヒー
タとは発光の形態が異なるとはいえ、これ自体に或る程度の発熱が生じることは避けられ
ない。しかし、このＬＥＤ素子７４が取り付けられている素子取付棒７２はヒートパイプ
で構成されているので、上記ＬＥＤ素子７４で発生した熱を素子取付棒７２の他端へ搬送
してこれをアルミニウム等よりなるハウジング６４側へ伝搬し、更に、このハウジング６
４に設けた取付棒冷却手段８２の冷媒通路８４に冷却水を流して熱を排出するようにして
いるので、ＬＥＤ素子７４及び素子取付棒７２を効率的に冷却することができる。
【００５３】
　また、ヒートパイプよりなる素子取付棒７２の多くは、ウエハＷの表面に対して直交す
る方向、またはこの直交する方向に近似する方向に沿って設けられているので、主として
重力によって動作するヒートパイプを効率的に動作させることができ、その分、ＬＥＤ素
子７４の冷却効率を高めることができる。
　また第１のリフレクタ７０及び第２のリフレクタ６６により、発光効率の高いＬＥＤ素
子７４から射出された光を効率的に反射し、且つ均一にウエハ面に照射することができる
ので、加熱効率を向上させることができ、しかもウエハ温度の面内均一性を高めることが
できる。特に、上記リフレクタ６６、７０の表面にＭｇＦ２ 膜をコーティングした場合
には、反射率を高めることができるので、一層効率的な加熱を行うことができる。
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【００５４】
　このようにして、所定の短時間だけアニール処理を行ったならば、ウエハＷ中の不純物
が過度に拡散することを防止するために、ウエハＷをできるだけ速く冷却する。すなわち
、この場合にはウエハ温度を高速降温させるために、ペルチェ素子よりなる熱電変換素子
４２に加熱時とは反対方向へ電流を流してその上面を冷却する。これにより、載置板４４
が冷却されてウエハＷを急激に冷却する。この時、熱電変換素子４２の下面は温熱が発生
して加熱されるので、これを冷却するために、熱媒体流路５０へは、ウエハ加熱時とは逆
に冷却媒体を流すようにする。これにより、熱電変換素子４２を効率的に動作させること
ができる。
【００５５】
　そして、上記動作と同時に、ハウジング６４に設けた加熱装置６２の各加熱光源６８を
オフし、これに供給していた電力を遮断する。この時、取付棒冷却手段８２の冷媒通路８
４には継続して冷媒、例えば冷却水が流れているので各加熱光源６８の素子取付棒７２及
びＬＥＤ素子７４が降温される。この場合、ウエハ加熱源として加熱ランプを用いた場合
には、加熱ランプ自体が大きな熱容量を有し、しかも消灯しても加熱ランプ自体が高温状
態になっているので、この加熱ランプ自体が発する輻射熱によりウエハが加熱されてしま
い、冷却手段を用いても降温速度に限界が生じ、降温速度をより大きくすることは困難で
あるが、本発明装置のように、素子自体の発熱量が非常に少ないＬＥＤ素子７４を用い、
しかも、このＬＥＤ素子７４や素子取付棒７２を取付棒冷却手段８２で冷却するので、素
子自体の発熱量を抑制できるのみならず、これらを迅速に冷却することができるので、放
出する輻射熱を大幅に削減でき、この結果、ウエハＷの降温速度を大幅に向上させて高速
降温を実現することができる。
【００５６】
　この場合、ウエハ加熱時に説明したように、素子取付棒７２としてヒートパイプを用い
、且つ多くの素子取付棒７２はヒートパイプが効率的に動作するようにウエハ表面に直交
する方向（鉛直方向）、或いはこれに近似する方向に沿って設けられているので、より効
果的乃至効率的にＬＥＤ素子７４を冷却することができ、この結果、より大きな降温速度
での高速降温を行うことができる。本発明装置によれば、ウエハを例えば１００～１５０
℃／ｓｅｃ程度の高速の降温速度で冷却することができる。またＬＥＤ素子７４を加熱ラ
ンプと比較して長寿命化させることができる。
　尚、上記実施例においては、加熱光源６８毎に設けた第１のリフレクタ７０の曲面形状
を回転楕円面としたが、これに限定されず、回転楕円面に近似する曲面、例えば回転放物
面（パラボラ状）或いは半球面等に設定してもよい。
【００５７】
　また、ハウジング６４に設けた各加熱光源６８を例えば同心円状の複数のゾーン毎に区
画し、ゾーン毎に供給電力を制御できるようにしてもよい。
　また、ガス導入手段３２としてはノズルに限定されず、例えば加熱用の光に対して透明
な材料、例えば石英製のシャワーヘッド構造を用いるようにしてもよい。
　更には、上記実施例では、ハウジング６４を半球状の曲面形状（ドーム状）に成形した
場合を例にとって説明したが、これに限定されず、回転楕円形状、或いはこれに近似する
曲面形状、更には、加熱光源６８の取り付け個数は少なくなるが、平面形状に成形するよ
うにしてもよく、いずれにしても、各加熱光源６８の出力パワーやウエハＷの加熱温度等
に依存して設計される。
【００５８】
　次に、本発明に用いるＬＥＤ素子７４から出射される光の波長を３６０～５２０ｎｍの
範囲内、すなわち紫色光（一部紫外光を含む）から青色光の範囲内に限定した理由につい
て説明する。
　先に図１３を参照して説明したように、トランジスタ等のデバイスにおいては、更なる
高速動作化及び高集積化の要請により、不純物がドープされたソースやドレイン等の拡散
領域は、不純物濃度がより高く、且つその拡散領域はより浅く（薄く）なる傾向にある。
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従って、ウエハをアニール処理する場合には、ウエハの深さ方向（厚さ方向）への不純物
の拡散をできるだけ抑制するために、ウエハの表面部のみを迅速に昇温及び迅速に降温さ
せる必要があり、また、ウエハ表面の微細な領域において横方向ストレスの発生を抑制す
るために、上記ウエハの昇降温時においても、ウエハ表面における温度分布が不均一にな
ることを防止して面内温度の均一性をできるだけ維持することが必要である。
【００５９】
　上記したような観点より、光の各波長に対する特性について評価を行った。
　まず、半導体ウエハとしてシリコン基板の厚さ方向（深さ方向）への光の侵入深さの波
長依存性について評価した。図７はシリコン基板の厚さ方向（深さ方向）への光の侵入深
さの波長依存性を示すグラフである。ここでは光の波長を３７０（一部紫外光を含む）～
１０００ｎｍまで変化させ、その時のシリコン基板の厚さ方向（深さ方向）への透過率を
測定した。ここで透過率が深さ方向において急激に減少することはウエハの表面部のみを
加熱することを意味し、透過率が深さ方向において緩やかに減少することは、ウエハの深
部まで加熱されることを意味する。このグラフから明らかなように、波長が短い程、深さ
方向における透過率の減少が大きく、従って、波長が短い程、ウエハの表面部のみを選択
的に加熱できることが判る。換言すれば、波長が長くなる程、ウエハの深部まで加熱でき
ることが判る。この場合、最近の設計ルールでは、不純物の注入の深さは、ウエハ表面か
ら最大５０ｎｍ程度と非常に浅くなっている。従って、光の波長が７００ｎｍ前後、或い
はそれ以上では、ウエハの深部まで加熱されてしまうので好ましくなく、光の波長を４７
０ｎｍ（青色光）前後よりも小さくする必要があることが判る。
【００６０】
　ここで、シリコン基板に対する線吸収係数の光の波長依存性は、一般的には図８に示す
ような特性を示すことが知られている。図８はシリコン基板に対する線吸収係数の光の波
長依存性を示すグラフである。ここでは光の波長は１００～１０００ｎｍの範囲で示され
ている。このグラフによれば、波長３００ｎｍ（紫外光）をピークとしてその前後方向へ
行く程、線吸収係数は次第に低下している。従って、波長３００ｎｍ付近の光が最も効率
よくウエハを加熱できることが判る。またこのグラフより光の波長が５２０ｎｍ付近より
も大きくなると、或いは１８０ｎｍ付近よりも小さくなると、線吸収係数が共に過度に小
さくなってウエハの加熱効率が大幅に低下することが判る。
【００６１】
　次に、ウエハ表面の各膜種に対する反射率の光の波長依存性について評価した。図９は
ウエハ表面の各膜種に対する反射率の光の波長依存性を示すグラフである。尚、ここで反
射率が互いに差が少ない程、互いに差がより少ない昇温速度で加熱できることを意味する
。ここでは、シリコン酸化膜（ＳｉＯ２ ）上に、ＳｉＮ膜、ＴＥＯＳによるＳｉ膜、Ｐ
ｏｌｙ　Ｓｉ膜をそれぞれ成膜して測定した。また参考としてＢａｒｅ　Ｓｉ（ベアシリ
コン）についても測定した。これらの各膜種は、図１３に示すトランジスタのようにウエ
ハ表面に微細な領域で各種の膜種が露出していることを想定している。
【００６２】
　図９に示すように、各Ｂａｒｅ　Ｓｉを含む各膜種は、光の波長に依存して、その反射
率が異なるパターンで上下に大きく変動している。しかしながら、各反射率間の差が最も
少ない波長領域について検討すると、そのような領域は光の波長が３６０～５２０ｎｍの
範囲であり、この３６０～５２０ｎｍの範囲では、各反射率の差は略０．１５内に収まっ
ている。このことは、ウエハ表面に互いに膜種の異なる複数の微少領域が存在しても、こ
れらの微少領域間に大きな温度差を生ぜしめることなく温度が均一に分布した状態で昇温
できることを意味する。
【００６３】
　換言すれば、膜種の異なる微少領域間に大きな温度差、すなわち温度分布が生じたまま
昇温されると、熱膨張差に起因してその微少領域間に大きな横方向ストレスがかかり、最
悪の場合は素子自体が破損する恐れが生ずるが、上述のように光の波長を３６０～５２０
ｎｍの範囲内に設定することにより、上記したような微少領域間における温度差に起因す
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る素子自体の破損を防止することができる。この場合、図９より、各膜種の反射率の差を
より小さくできることから、波長４００～４７０ｎｍの範囲がより好ましいことが判る。
【００６４】
　また、この光の波長３６０～５２０ｎｍの範囲は、先の図７にて説明した制限条件（４
７０ｎｍ近傍より小）及び図８にて説明した制限条件（１８０～５２０ｎｍの範囲）も満
足しており、この結果、ＬＥＤ素子としては３６０～５２０ｎｍの範囲内の波長の光を発
生するＬＥＤ素子を用いることが良好であることが確認できた。
　前述したように、実際のＬＥＤ素子では中心波長に対して１００ｎｍ程度の広がりをも
ったブロードな光を発生する。そして、現在は、中心波長が４７０ｎｍの青色光を発する
青色ＬＥＤ素子が量産されているので、これを用いれば装置自体を安価に提供できる。そ
の他に、紫外光を一部に含む、或いは含まない紫色光を発する紫色ＬＥＤ素子や紫外光を
発する紫外光ＬＥＤ素子等も用いることができる。また、これらの各素子を混在させて設
けるようにしてもよい。
【００６５】
　次に、上述のようにして求めた光の波長３６０～５２０ｎｍの帯域に関して、Ｓｉ基板
の放射率（吸収）の波長と温度との依存性について検討を行ったので、その検討結果につ
いて説明する。図１０はＳｉ基板の放射率（吸収）の波長と温度との依存性を示すグラフ
である。このグラフは、Ｔ．Ｓａｔｏ．Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｖｏｌ．６（
１９６７）３３９．において示されている。　このグラフでは、光の波長が０．４μｍ（
４００ｎｍ）近傍から２０μｍ程度の範囲まで示されている。この図１０より、波長４０
０～５２０ｎｍ（０．４～０．５２μｍ）の範囲では、ウエハ温度５４３°Ｋ（２７０℃
）～１０７３°Ｋ（８００℃）の範囲に亘って、放射率（吸収）が０．５～０．６の高い
値に維持されていることが確認できた。このことは、ウエハを低温から高温まで高い放射
率（吸収）で効率良く昇温できることを意味する。従って、上述したような波長３６０～
５２０ｎｍの範囲内の光でウエハを加熱することにより、このウエハを効率良く昇温でき
ることが確認できた。
【００６６】
　次に、上述のようにして求めた光の波長３６０～５２０ｎｍの帯域に関して、リフレク
タの材料について評価を行ったので、その評価結果について説明する。図１１はリフレク
タの材料と反射率の光の波長依存性を示すグラフである。
　ここではリフレクタの材料として、Ａｕ（金）の場合と、Ａｌ（アルミニウム合金を含
む）のみの場合と、Ａｌ（アルミニウム合金を含む）の表面にＭｇＦ２ （フッ化マグネ
シウム）膜をコーティングした場合について検討した。
　このグラフから明らかなように、光の波長３６０～５２０ｎｍの範囲において、Ａｕの
場合は反射率は３０～４０％程度であってあまり好ましくない。これに対して、Ａｌのみ
の場合及びＡｌの表面にＭｇＦ２ をコーティングした場合には、反射率は８０～９０％
の範囲の高い値を示しており、従って、これらの材料が第１及び第２のリフレクタ７０、
６６の材料として適していることを確認することができた。
【００６７】
　次に、上述のようにして求めた光の波長３６０～５２０ｎｍの帯域に関して、石英ガラ
スの透過率について評価を行ったので、その評価結果について説明する。図１２は石英ガ
ラスの透過率の波長依存性を示すグラフである。
　ここでは光の波長を１５０～９５０ｎｍの範囲で変化させている。このグラフから明ら
かなように、光の波長３６０～５２０ｎｍの範囲において、石英ガラスの透過率は９０～
９４％程度の高い値を示している。従って、処理容器２４の天井部を構成する光透過窓２
８として石英ガラスを用いれば、光の吸収が少なくて透過率が高くなり、この石英ガラス
が適していることを確認することができた。
【００６８】
　またここでは熱処理としてアニール処理を例にとって説明したが、これに限定されず、
酸化拡散処理、成膜処理、改質処理、エッチング処理等の他の熱処理においても本発明を
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　更には、ここでは被処理体として半導体ウエハを例にとって説明したが、これに限定さ
れず、ガラス基板、ＬＣＤ基板、セラミック基板等にも本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の熱処理装置の一例を示す断面構成図である。
【図２】熱電変換素子の配列状態を示す平面図である。
【図３】処理容器から加熱装置を見た時のリフレクタの配列を示す図である。
【図４】加熱光源の半導体光射出素子から放出された加熱用の光の光路を示す図である。
【図５】半導体光射出素子が取り付けられた素子取付棒を示す拡大断面図である。
【図６】素子取付棒の先端部分を示す拡大斜視図である。
【図７】シリコン基板の厚さ方向（深さ方向）への光の侵入深さの波長依存性を示すグラ
フである。
【図８】シリコン基板に対する線吸収係数の光の波長依存性を示すグラフである。
【図９】ウエハ表面の各膜種に対する反射率の光の波長依存性を示すグラフである。
【図１０】Ｓｉ基板の放射率（吸収）の波長と温度との依存性を示すグラフである。
【図１１】リフレクタの材料と反射率の光の波長依存性を示すグラフである。
【図１２】石英ガラスの透過率の波長依存性を示すグラフである。
【図１３】トランジスタの一般的な構造の代表例であるゲート構造を示す図である。
【図１４】フラッシュランプの波長帯域を示す図である。
【符号の説明】
【００７０】
　２２…熱処理装置
　２４…処理容器
　２８…光透過窓
　３２…ガスノズル（ガス導入手段）
　３８…載置台
　４２…熱電変換素子（ペルチェ素子）
　５０…熱媒体流路
　５８…放射温度計
　６２…加熱装置
　６４…ハウジング
　６６…第２のリフレクタ
　６８…加熱光源
　７０…第１のリフレクタ
　７４…ＬＥＤ素子
　８４…冷媒通路
　８６…制御手段
　８８…記憶媒体
　Ｗ…半導体ウエハ（被処理体）。
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