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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の表面に記録用の磁性膜を作成した後にこの磁性膜の上にカーボンよりなる保護膜
を作成して情報記録ディスクを製作する情報記録ディスク用成膜装置であって、前記保護
膜を作成する保護膜作成チャンバーを備えており、この保護膜作成チャンバーは、内部を
排気する排気系と、内部に酸素ガスを導入する酸素ガス導入系と、導入された酸素ガスに
エネルギーを与えてプラズマを形成するプラズマ形成手段とを有しており、保護膜作成チ
ャンバー内の前記基板以外の露出面に堆積したカーボンの膜をアッシングして除去するこ
とが可能となっており、
　複数のチャンバーが気密に一列に接続されたインライン式の装置であって、これら複数
のチャンバーのうちの一つは前記磁性膜を作成する磁性膜作成チャンバーであるとともに
、別の一つは前記保護膜作成チャンバーであり、さらに、前記基板を保持するキャリアを
移動させることでこれら複数のチャンバーに基板を順次搬送する搬送系が設けられており
、
　前記保護膜作成チャンバーの直後又は直前の搬送路上には退避チャンバーが設けられて
おり、前記搬送系は保護膜作成チャンバーでの保護膜の作成の後又は前の前記アッシング
の際に基板を退避チャンバーに搬入するものであり、
　複数のチャンバーのうちの少なくとも一つはキャリアとの間で基板の着脱を行う着脱チ
ャンバーであり、さらに、前記搬送系は、全チャンバーの数よりも退避チャンバーの数の
分だけ少ない数のキャリアを備えており、前記アッシングの際には基板を保持したキャリ
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アを前記退避チャンバーに移動させることで前記退避チャンバー内に基板が配置されてい
ない状態とするよう構成されていることを特徴とする情報記録ディスク用成膜装置。
【請求項２】
 前記保護膜作成チャンバーは、他のチャンバーでの動作時間よりも少ない時間で保護膜
の作成が完了するよう構成されており、他のチャンバー内ではキャリアが移動せずに基板
がまだ滞留している間に退避チャンバーと保護膜作成チャンバーとの間でキャリアが移動
して前記アッシングが行われることを特徴とする請求項１記載の情報記録ディスク用成膜
装置。
【請求項３】
　基板の表面に記録用の磁性膜を作成した後にこの磁性膜の上にカーボンよりなる保護膜
を作成して情報記録ディスクを製作する情報記録ディスク用成膜装置であって、
　前記保護膜を作成する第一第二の保護膜作成チャンバーを備えており、この第一第二の
保護膜作成チャンバーは、内部を排気する排気系と、内部に酸素ガスを導入する酸素ガス
導入系と、導入された酸素ガスにエネルギーを与えてプラズマを形成するプラズマ形成手
段とを夫々有しており、保護膜作成チャンバー内の前記基板以外の露出面に堆積したカー
ボンの膜をアッシングして除去することが可能となっており、
　複数のチャンバーが気密に一列に接続されたインライン式の装置であって、これら複数
のチャンバーのうちの一つは前記磁性膜を作成する磁性膜作成チャンバーであるとともに
、別の二つは前記第一第二の保護膜作成チャンバーであり、さらに、前記基板を保持しな
がらこれら複数のチャンバーに順次搬送する搬送系が設けられており、この搬送系は、前
記アッシングを行う際には前記保護膜作成チャンバーから基板を退避させることが可能と
なっており、
　前記第一第二の保護膜作成チャンバーは搬送路上に隣接して設けられており、前記第一
の保護膜作成チャンバーで成膜が行われている際には前記第二の保護膜作成チャンバー内
では基板は搬入されずに前記アッシングが行われ、当該第二の保護膜作成チャンバーに基
板が移動して成膜が行われる際には前記第一の保護膜作成チャンバー内では基板が搬入さ
れずに前記アッシングが行われるものであることを特徴とする情報記録ディスク用成膜装
置。
【請求項４】
　基板の表面に記録用の磁性膜を作成した後にこの磁性膜の上にカーボンよりなる保護膜
を作成して情報記録ディスクを製作する情報記録ディスク用成膜装置であって、
　前記保護膜を作成する保護膜作成チャンバーを備えており、この保護膜作成チャンバー
は、内部を排気する排気系と、内部に酸素ガスを導入する酸素ガス導入系と、導入された
酸素ガスにエネルギーを与えてプラズマを形成するプラズマ形成手段とを有しており、保
護膜作成チャンバー内の前記基板以外の露出面に堆積したカーボンの膜をアッシングして
除去することが可能となっており、
　複数のチャンバーが気密に一列に接続されたインライン式の装置であって、これら複数
のチャンバーのうちの一つは前記磁性膜を作成する磁性膜作成チャンバーであるとともに
、別の一つは前記保護膜作成チャンバーであり、さらに、前記基板を保持するキャリアを
移動させることでこれら複数のチャンバーに基板を順次搬送する搬送系が設けられており
、
　この搬送系は、すべてのキャリアを同時に次のチャンバーに移動させるものであり、前
記複数のチャンバーのうちの少なくとも一つはキャリアとの間で基板の着脱を行う着脱チ
ャンバーであり、この着脱チャンバーでは、前記アッシングの頻度に応じて基板の着脱作
業を欠落させるよう構成されており、
　前記保護膜作成チャンバーは、基板を保持したキャリアが配置されていない際に前記ア
ッシングが行われるよう構成されていることを特徴とする情報記録ディスク用成膜装置。
【請求項５】
　前記複数のチャンバーは周状に接続されていてこれらチャンバーを通過する無終端の搬
送路が設定されており、前記搬送系は、基板を保持するキャリアを当該無終端の搬送路に
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沿って搬送するものであることを特徴とする請求項１乃至４いずれかに記載の情報記録デ
ィスク用成膜装置。
【請求項６】
　前記保護膜作成チャンバーは、有機化合物ガスを導入するプロセスガス導入系を備えて
おり、導入された有機化合物ガスの気相中での分解反応を利用するプラズマ化学蒸着によ
って前記カーボンの保護膜を作成するよう構成されていることを特徴とする請求項１乃至
５記載の情報記録ディスク用成膜装置。
【請求項７】
　基板の表面に記録用の磁性膜を作成した後にこの磁性膜の上にカーボンよりなる保護膜
を作成して情報記録ディスクを製作する情報記録ディスク用成膜装置であって、
　前記磁性膜を作成する磁性膜作成チャンバーと、
　前記基板に対する前記保護膜の作成と、前記基板以外の露出面に堆積したカーボンの膜
を酸素プラズマにより除去するアッシングとを、時間を分けて実施可能な保護膜作成チャ
ンバーと、
　前記保護膜作成チャンバーに隣接して配置された退避チャンバーと
を含む複数のチャンバーが一列に接続されてなり、
　さらに、前記保護膜作成チャンバーを除く各チャンバーに配された各基板を隣接するチ
ャンバーに所定のタクトタイムが経過する毎に搬送する搬送手段を備えるとともに、この
搬送手段は、前記保護膜作成チャンバーから前記退避チャンバーへの搬送を前記所定のタ
クトタイム経過前に行うように構成されていることを特徴とする情報記録ディスク用成膜
装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願の発明は、情報記録ディスクの製作に関するものであり、特に、記録層としての磁性
膜の上に積層されるカーボンよりなる保護膜の作成に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
情報記録ディスクは、ハードディスクやＣＤ－ＲＯＭ等として従来から良く知られている
。このような情報記録ディスクは、金属製又は誘電体製の基板の表面に記録層を形成した
構造であり、基板に対する表面処理を経て製作される。このような表面処理を、ハードデ
ィスクの製作を例にして説明する。
ハードディスクを製作する場合、一般的には、ＮｉＰコーティングされたアルミニウム製
の基板を用いる。この基板の上に、まず、Ｃｒ等の金属の下地膜を作成し、その上に、Ｃ
ｏＣｒＴａ等の磁性膜を記録層として作成する。そして、記録層の上に保護膜を設けるこ
とでハードディスクが製作される。
【０００３】
保護膜は、記録再生ヘッドによる衝撃や摩耗から記録層を守るため及び耐候性を確保する
ために設けられるものであり、潤滑性のある強固な膜が必要とされている。この保護膜に
は、通常、カーボン膜が使用される。尚、以下の説明では、カーボンよりなる保護膜をカ
ーボン保護膜と称する。
【０００４】
カーボン保護膜は、記録密度の増加に伴い、より薄い厚さで必要な耐久性を備えることが
要求されている。記録密度の増加は、セクタ間距離の減少を意味する。セクタ間距離が減
少すると、磁気記録層に対する磁気ヘッドの距離も短くしなければならない。カーボン保
護膜は、磁気記録層の上に形成されるから、磁気ヘッドまでの距離を短くするには、保護
膜の厚さを薄くしなければならない。現在市販されている例えば１．６ギガビット／平方
インチ程度の記録密度のハードディスクでは、保護膜の厚さは１００～１５０オングスト
ローム程度であるが、記録密度が向上して３ギガビット／平方インチ程度になると、保護
膜の厚さは５０～１００オングストローム程度になると予想されている。
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【０００５】
その一方で、カーボン保護膜は、衝撃や摩耗、熱、湿度等から記録層を十分に保護できる
ものでなければならない。このためには、一般的には、緻密な構造の硬度の高い膜でなけ
ればならない。つまり、情報記録ディスクにおける保護膜は、より薄い厚さでかつ十分な
硬度で作成されることが要求されている。
従来、このようなカーボン保護膜は、スパッタリングによって作成されている。即ち、カ
ーボンよりなるターゲットをスパッタして基板の表面にカーボンよりなる膜を堆積させ、
保護膜としている。
【０００６】
しかしながら、より薄くて高硬度の膜の作成には、スパッタリングよりも化学蒸着（Chem
ical Vapor Deposition, CVD）の方が適している。図１３は、従来の情報記録ディスク用
成膜装置の要部の構成を示す正面概略図であり、プラズマＣＶＤによってカーボン保護膜
を作成する構成が示されている。
図１３に示す装置は、排気系６１を備えた保護膜作成チャンバー６と、保護膜作成チャン
バー６内に所定のプロセスガスを導入するプロセスガス導入系６２と、導入されたプロセ
スガスにエネルギーを与えてプラズマを形成するプラズマ形成手段６３と、保護膜作成チ
ャンバー６内に基板９を搬入する不図示の搬送系とから主に構成されている。
【０００７】
プロセスガス導入系６２は、ＣＨ4 等の有機化合物ガスを導入するようになっている。プ
ラズマ形成手段６３は、プロセスガスに高周波エネルギーを与えてプラズマを形成するよ
うになっており、保護膜作成チャンバー６内に設けられた高周波電極６３１と、整合器６
３２を介して高周波電極６３１に高周波電力を供給する高周波電源６３３とから主に構成
されている。高周波によってＣＨ4 等のガスのプラズマが形成されると、プラズマ中でガ
スが分解し、基板９の表面にカーボンの薄膜が堆積する。
【０００８】
尚、カーボン膜は、アモルファス状のカーボン膜と結晶化したカーボン膜に大きく分けら
れる。そして、結晶化したカーボン膜は通常グラファイトカーボン膜であるが、ダイヤモ
ンドライクカーボン（ＤＬＣ）膜と呼ばれるものがある。ＤＬＣ膜は、一般的には、ダイ
ヤモンドに類似した構造のカーボン膜を意味する。例えば、ＣＨ４ 等の炭化水素化合物
ガスを用いたプラズマＣＶＤによるカーボン膜の作成において、負イオン衝撃によってエ
ネルギーを与えると、Ｃ－Ｈ結合及びＣの二重結合が減少してＣ単結合が多くなり、ダイ
ヤモンド構造の割合が高くなる。即ち、ＤＬＣ膜の構造が得られる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述したカーボン保護膜を作成する情報記録ディスク用成膜装置において、カーボンは、
基板の表面のみならず保護膜作成チャンバー内の露出面にも堆積する。この膜の堆積量が
多くなると、膜は内部応力や自重などによって剥離する。この剥離によって、保護膜作成
チャンバー内にカーボンの微粒子（パーティクル）が生じてしまう。このパーティクルが
基板の表面に付着すると、カーボン保護膜の表面に突起が形成されて局所的な膜厚異常と
なり、製品不良の原因になる。この点を、図１４を使用して説明する。図１４は、パーテ
ィクルの付着の問題を説明した断面概略図である。
【００１０】
カーボン保護膜９０１の表面にパーティクルが付着したり、パーティクルが付着した状態
でカーボン保護膜９０１を堆積させたりすると、図１４に示すように、突起９０２が形成
されてしまう。突起９０２が形成されると、ヘッドクラッシュとか信号エラー等の問題が
生じやすい。そこで、カーボン保護膜９０１の作成後、基板９を軽く表面研磨処理するテ
ープバニッシ工程を行い、その後、グライドハイトテスト（Glide Height Test）と呼ば
れる試験にかけている。
【００１１】
グライドハイトテストは、図１４に示すように、検査治具９０３の先端を基板９０１の表
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面から所定の短い距離を保って走査する試験である。パーティクルの付着によって突起９
０２が形成されていると、検査治具９０３の先端がカーボン保護膜９０１に接触してしま
う。検査治具９０３は、接触による短絡電流を検出する等の検出回路を有しており、突起
９０２が形成されていないかどうかを検査できるようになっている。
【００１２】
上述したパーティクルの大きさは、直径０．１～０．５μｍ程度であり、従って、突起９
０２の高さもこの程度である。一方、グライドハイトテストにおける検査治具９０３の先
端と基板９の表面との距離ｄは、現在、１μインチ（２５４オングストローム）に決めら
れている。従って、たった一個のパーティクルによる突起９０２が形成されているだけで
、基板９はグライドハイトテストをパスできず、不良品となってしまう。そして、将来、
この距離ｄは、１μインチから０．５μインチになると見込まれている。
【００１３】
従来の装置では、保護膜作成チャンバー内の露出面に堆積したカーボン膜が剥離して多量
のパーティクルが発生する。このため、基板９の表面にも多くパーティクルが付着し、基
板９の表面に多数の突起９０２が形成されてしまう。このことから、テープバニッシ工程
ですべての突起９０２を除去して平坦化することが困難になる。また、パーティクルが重
なったりして大きな突起９０２が形成されていると、その突起９０２を除去する際にそれ
を引きずって基板９の表面を傷付けたり凹みを作ったりする問題がある。このような傷や
凹みがあると、グライドハイトテストをパスしても次のサーティファイテスト（記録再生
テスト）で不良となることが多い。このようなことから、従来の装置では、不良品の発生
確率が低くできない問題があった。
本願の発明は、この課題を解決するためになされたものであり、保護膜作成チャンバー内
のパーティクル発生を効果的に防止した構成を有する情報記録ディスク用成膜装置を提供
することを目的としている。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本願の請求項１記載の発明は、基板の表面に記録用の磁性膜
を作成した後にこの磁性膜の上にカーボンよりなる保護膜を作成して情報記録ディスクを
製作する情報記録ディスク用成膜装置であって、
　前記保護膜を作成する保護膜作成チャンバーを備えており、この保護膜作成チャンバー
は、内部を排気する排気系と、内部に酸素ガスを導入する酸素ガス導入系と、導入された
酸素ガスにエネルギーを与えてプラズマを形成するプラズマ形成手段とを有しており、保
護膜作成チャンバー内の前記基板以外の露出面に堆積したカーボンの膜をアッシングして
除去することが可能となっており、
　複数のチャンバーが気密に一列に接続されたインライン式の装置であって、これら複数
のチャンバーのうちの一つは前記磁性膜を作成する磁性膜作成チャンバーであるとともに
、別の一つは前記保護膜作成チャンバーであり、さらに、前記基板を保持するキャリアを
移動させることでこれら複数のチャンバーに基板を順次搬送する搬送系が設けられており
、
　前記保護膜作成チャンバーの直後又は直前の搬送路上には退避チャンバーが設けられて
おり、前記搬送系は保護膜作成チャンバーでの保護膜の作成の後又は前の前記アッシング
の際に基板を退避チャンバーに搬入するものであり、
　複数のチャンバーのうちの少なくとも一つはキャリアとの間で基板の着脱を行う着脱チ
ャンバーであり、さらに、前記搬送系は、全チャンバーの数よりも退避チャンバーの数の
分だけ少ない数のキャリアを備えており、前記アッシングの際には基板を保持したキャリ
アを前記退避チャンバーに移動させることで前記退避チャンバー内に基板が配置されてい
ない状態とするよう構成されているという構成を有する。
　また、上記課題を解決するため、請求項２記載の発明は、上記請求項１の構成において
、前記保護膜作成チャンバーは、他のチャンバーでの動作時間よりも少ない時間で保護膜
の作成が完了するよう構成されており、他のチャンバー内ではキャリアが移動せずに基板
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がまだ滞留している間に退避チャンバーと保護膜作成チャンバーとの間でキャリアが移動
して前記アッシングが行われるという構成を有する。
　また、上記課題を解決するため、請求項３記載の発明は、基板の表面に記録用の磁性膜
を作成した後にこの磁性膜の上にカーボンよりなる保護膜を作成して情報記録ディスクを
製作する情報記録ディスク用成膜装置であって、
　前記保護膜を作成する第一第二の保護膜作成チャンバーを備えており、この第一第二の
保護膜作成チャンバーは、内部を排気する排気系と、内部に酸素ガスを導入する酸素ガス
導入系と、導入された酸素ガスにエネルギーを与えてプラズマを形成するプラズマ形成手
段とを夫々有しており、保護膜作成チャンバー内の前記基板以外の露出面に堆積したカー
ボンの膜をアッシングして除去することが可能となっており、
　複数のチャンバーが気密に一列に接続されたインライン式の装置であって、これら複数
のチャンバーのうちの一つは前記磁性膜を作成する磁性膜作成チャンバーであるとともに
、別の二つは前記第一第二の保護膜作成チャンバーであり、さらに、前記基板を保持しな
がらこれら複数のチャンバーに順次搬送する搬送系が設けられており、この搬送系は、前
記アッシングを行う際には前記保護膜作成チャンバーから基板を退避させることが可能と
なっており、
　前記第一第二の保護膜作成チャンバーは搬送路上に隣接して設けられており、前記第一
の保護膜作成チャンバーで成膜が行われている際には前記第二の保護膜作成チャンバー内
では基板は搬入されずに前記アッシングが行われ、当該第二の保護膜作成チャンバーに基
板が移動して成膜が行われる際には前記第一の保護膜作成チャンバー内では基板が搬入さ
れずに前記アッシングが行われるものであるという構成を有する。
　また、上記課題を解決するため、請求項４記載の発明は、基板の表面に記録用の磁性膜
を作成した後にこの磁性膜の上にカーボンよりなる保護膜を作成して情報記録ディスクを
製作する情報記録ディスク用成膜装置であって、
　前記保護膜を作成する保護膜作成チャンバーを備えており、この保護膜作成チャンバー
は、内部を排気する排気系と、内部に酸素ガスを導入する酸素ガス導入系と、導入された
酸素ガスにエネルギーを与えてプラズマを形成するプラズマ形成手段とを有しており、保
護膜作成チャンバー内の前記基板以外の露出面に堆積したカーボンの膜をアッシングして
除去することが可能となっており、
　複数のチャンバーが気密に一列に接続されたインライン式の装置であって、これら複数
のチャンバーのうちの一つは前記磁性膜を作成する磁性膜作成チャンバーであるとともに
、別の一つは前記保護膜作成チャンバーであり、さらに、前記基板を保持するキャリアを
移動させることでこれら複数のチャンバーに基板を順次搬送する搬送系が設けられており
、
　この搬送系は、すべてのキャリアを同時に次のチャンバーに移動させるものであり、前
記複数のチャンバーのうちの少なくとも一つはキャリアとの間で基板の着脱を行う着脱チ
ャンバーであり、この着脱チャンバーでは、前記アッシングの頻度に応じて基板の着脱作
業を欠落させるよう構成されており、
　前記保護膜作成チャンバーは、基板を保持したキャリアが配置されていない際に前記ア
ッシングが行われるよう構成されている。
　また、上記課題を解決するため、請求項５記載の発明は、上記請求項１乃至４いずれか
の構成において、前記複数のチャンバーは周状に接続されていてこれらチャンバーを通過
する無終端の搬送路が設定されており、前記搬送系は、基板を保持するキャリアを当該無
終端の搬送路に沿って搬送するものであるという構成を有する。
　また、上記課題を解決するため、請求項６記載の発明は、上記請求項１乃至５いずれか
の構成において、前記保護膜作成チャンバーは、有機化合物ガスを導入するプロセスガス
導入系を備えており、導入された有機化合物ガスの気相中での分解反応を利用するプラズ
マ化学蒸着によって前記カーボンの保護膜を作成するよう構成されている。
　また、上記課題を解決するため、請求項７記載の発明は、基板の表面に記録用の磁性膜
を作成した後にこの磁性膜の上にカーボンよりなる保護膜を作成して情報記録ディスクを
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製作する情報記録ディスク用成膜装置であって、
　前記磁性膜を作成する磁性膜作成チャンバーと、
　前記基板に対する前記保護膜の作成と、前記基板以外の露出面に堆積したカーボンの膜
を酸素プラズマにより除去するアッシングとを、時間を分けて実施可能な保護膜作成チャ
ンバーと、
　前記保護膜作成チャンバーに隣接して配置される退避チャンバーと
を含む複数のチャンバーが一列に接続されてなり、
　さらに、前記保護膜作成チャンバーを除く各チャンバーに配された各基板を隣接するチ
ャンバーに所定のタクトタイムが経過する毎に搬送する搬送手段を備えるとともに、この
搬送手段は、前記保護膜作成チャンバーから前記退避チャンバーへの搬送を前記所定のタ
クトタイム経過前に行うように構成されている。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本願発明の実施の形態について説明する。
図１は、本願発明の第一の実施形態に係る情報記録ディスク用成膜装置の概略構成を示す
平面図である。本実施形態の装置は、インライン式の成膜装置になっている。インライン
式とは、複数のチャンバーが一列に縦設され、それらのチャンバーを経由して基板の搬送
路が設定されている装置の総称である。
【００１６】
まず、図１を使用して、基板の搬送及びチャンバーレイアウトの一例について概略的に説
明する。本実施形態の装置では、複数のチャンバーが方形の輪郭に沿って縦設されており
、これに沿って方形の搬送路が設定されている。
各チャンバーは、専用又は兼用の排気系によって排気される真空容器である。各チャンバ
ーの境界部分には、ゲートバルブ１０が設けられている。基板９は、キャリア９０に搭載
されて搬送されるようになっている。
【００１７】
複数のチャンバーのうち、方形の一辺に隣接して配置された二つのチャンバーが、キャリ
ア９０への基板９の搭載を行うロードロックチャンバー１及びキャリア９０からの基板９
の回収を行うアンロードロックチャンバー２になっている。また、方形の他の三辺に配置
されたチャンバーは、各種処理を行う処理チャンバーになっている。方形の角の部分のチ
ャンバーは、基板９の搬送方向を９０度転換する方向転換機構を備えた方向転換チャンバ
ー３になっている。尚、この図１に示す例では、基板９は時計回りに搬送されて順次処理
されるようになっている。
【００１８】
次に、各処理チャンバーの構成について、基板９の搬送の順に説明する。まず、方形の左
側の辺のうちの基板９が一番最初に搬送される処理チャンバーは、成膜に先だって基板９
を所定温度に加熱するプリヒートチャンバー４として構成される。
プリヒートチャンバー４の次に基板９が搬送される処理チャンバーは、下地膜を作成する
第一下地膜作成チャンバー５１になっている。下地膜としては、本実施形態では、Ｃｒ膜
が作成されるようになっている。
【００１９】
また、第一下地膜作成チャンバー５１の次に基板９が搬送される処理チャンバーは、磁性
膜を作成する第一磁性膜作成チャンバー５２になっている。磁性膜としては、本実施形態
では、ＣｏＣｒＴａ膜が作成されるようになっている。
本実施形態の装置では、磁性膜を二層にわたって形成できるようになっている。即ち、方
形の搬送路のうちの紙面上上側の辺に設けられた二つの処理チャンバーは、第二下地膜作
成チャンバー５３及び第二磁性膜作成チャンバー５４になっている。第二下地膜作成チャ
ンバー５３は、第一下地膜作成チャンバー５１と同様にＣｒ膜を下地膜として作成するチ
ャンバーであり、第二磁性膜作成チャンバー５４は、同様にＣｏＣｒＴａ膜を磁性膜とし
て作成するチャンバーである。基板９は、第一磁性膜作成チャンバー５２で磁性膜が作成
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された後、第二下地膜作成チャンバー５３でさらに下地膜が作成され、その上にさらに第
二磁性膜作成チャンバー５４で磁性膜が作成されるようになっている。
【００２０】
そして、第二磁性膜作成チャンバー５４の次に基板９が搬送される二つのチャンバーは、
本実施形態の装置の大きな特徴点を成している。即ち、方形の搬送路の内の右側の辺の三
つの処理チャンバーのうち、最初に基板９が搬送される処理チャンバーは、カーボン保護
膜を作成する保護膜作成チャンバー６であり、この保護膜作成チャンバー６の次に基板９
が搬送されるチャンバーは、退避チャンバー７となっている。尚、退避チャンバー７の次
のチャンバーは予備チャンバー８となっている。
【００２１】
次に、基板９を搬送する搬送系の構成及び各チャンバーの構成について、より詳しく説明
する。まず、搬送系の構成について説明する。
最初に、図２を使用して、キャリア９０及びこのキャリア９０を移動させる構成について
説明する。図２は、基板９が搭載されるキャリア９０の構成を示す正面図である。
【００２２】
図２に示すキャリア９０は、全体が板状の部材であり、垂直に立てた姿勢で使用される。
本実施形態では、キャリア９０が二枚の基板９を同時に保持して搬送できるようになって
いる。
図２に示すように、キャリア９０は、二つのほぼ円形の開口を有する。二つの開口は、同
じ高さの位置であり、その直径は基板９よりも少し大きい。そして、各開口の下側の縁と
、左右両側の縁には、細長い通路が形成されており、この通路内に支持爪９１，９２が設
けられている。
【００２３】
開口の下縁に位置する支持爪（以下、下縁支持爪）９１の先端は、保持された基板９の中
心を通る鉛直な直線上に位置し、基板９の下縁の中央を支持するようになっている。また
、開口の左右両側の支持爪（以下、側縁支持爪）９２は、基板９の中心の高さよりも少し
高い位置で基板９の側縁に接触して基板９を押さえるよう構成されている。図２から分か
るように、側縁支持爪９２は、全体が板バネになっており、開閉棒９３によって開閉され
るようになっている。
【００２４】
図２に示すように、基板９は円形であって中央に円形の開口（以下、基板開口）を有する
。基板９をキャリア９０に搭載する際には、アーム１１１，２１１の先端を基板開口に挿
入して基板９を保持させ、キャリア９０の開口内に基板９を位置させる。そして、アーム
１１１，２１１を少し下方に移動させ、キャリア９０の開口内で基板９を少し下降させて
下縁支持爪９１の上に載せる。この際、アーム１１１，２１１の移動に連動して開閉棒９
３が駆動されるようになっており、外側に開いた姿勢であった側縁支持爪９２が閉じて基
板９の側縁を押さえ付ける。
キャリア９０から基板９を回収する際には、これとは全く逆の動作になる。開閉棒９３に
よって側縁支持爪９２を開きながら、基板９を保持したアーム１１１，２１１を開口内で
少し上昇させる。そして、アーム１１１，２１１を水平方向に移動させて基板９をキャリ
ア９０から引き抜く。
【００２５】
本実施形態の装置では、上記キャリア９０を磁気カップリングさせながら水平方向に移動
させることで基板９が搬送されるようになっている。具体的に説明すると、図２に示すよ
うに、キャリア９０の下端部には小さな磁石（以下、キャリア側磁石）９４が多数設けら
れている。各キャリア側磁石９４は、上下の面に磁極を有している。そしてこのキャリア
側磁極９４は、図２に示すように、配列方向に交互に逆の磁極になっている。
【００２６】
そして、キャリア９０の下側には、図２中不図示の隔壁を挟んで磁気結合ローラ９７が設
けられている。磁気結合ローラ９７は丸棒状の部材であり、図２に示すように、螺旋状に
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延びる細長い磁石（以下、ローラ側磁石）９７１を有している。このローラ側磁石９７１
は互いに異なる磁極で二つ設けられており、二重螺旋状になっている。
磁気結合ローラ９７は、ローラ側磁石９７１が図２中不図示の隔壁を挟んでキャリア側磁
石９４に向かい合うよう配置されている。図２中不図示の隔壁は、透磁率の高い材料で形
成されており、キャリア側磁石９４とローラ側磁石９７１とは、図２中不図示の隔壁を通
して磁気結合している。尚、図２中不図示の隔壁のキャリア側の空間は真空側（各チャン
バーの内部側）であり、磁気結合ローラ９７側の空間は大気側である。
【００２７】
次に、図３及び図４を使用して、上記磁気結合ローラ９７によってキャリア９０を移動さ
せる構成について説明する。図３は、キャリア９０を移動させる構成を説明する側面概略
図、図４はキャリア９０を移動させる構成を説明する平面概略図である。
図３に示すように、キャリア９０は、水平な回転軸の回りに回転する主プーリ９５１の上
に載せられている。主プーリ９５１は、キャリア９０の移動方向に沿って多数設けられて
いる。また、キャリア９０の下端部分には、垂直な回転軸の回りに回転する副プーリ９５
２が当接している。この副プーリ９５２は、キャリア９０の下端部分を両側から押さえて
キャリア９０の転倒を防止している。この副プーリ９５２もキャリア９０の移動方向に多
数設けられている。
【００２８】
図３及び図４から分かるように、磁気結合ローラ９７とキャリア側磁石９４とを区画する
隔壁９６は、円筒状の部材になっている。そして、図４に示すように、二つの磁気結合ロ
ーラ９７が隔壁９６内で結合ロッド９７２を介して連結されている。結合ロッド９７２に
は傘歯ギヤが設けられており、この傘歯ギヤと噛み合わさった傘歯ギヤを有する駆動ロッ
ド９７３が配設されている。駆動ロッド９７３は、連結ロッドに対して垂直に延びており
、駆動モータ９８に連結されている。尚、駆動ロッド９７３が配設された空間は大気側で
ある。駆動ロッド９７３にはベアリングが付設されるが、このベアリングの摺動等により
発生したゴミが真空雰囲気に放出されることはない。
【００２９】
駆動モータ９８が駆動されると、駆動ロッド９７３が回転し、この回転が傘歯ギヤを介し
て磁気結合ローラ９７に伝えられ、磁気結合ローラ９７が回転する。磁気結合ローラ９７
が回転すると、図２に示す二重螺旋状のローラ側磁石９７１も回転する。この際、ローラ
側磁石９７１が回転する状態は、キャリア側磁石９４から見ると、交互に異なる磁極の複
数の小さな磁石が一列に並んでその並びの方向に沿って一体に直線移動しているのと等価
な状態となる。従って、ローラ側磁石９７１に結合しているキャリア側磁石９４は、ロー
ラ側磁石９７１の回転とともに直線移動し、この結果、キャリア９０が全体に直線移動す
ることになる。
【００３０】
次に、搬送系全体を制御する構成について説明する。図５は、搬送系全体を制御する構成
の説明図である。上述した磁気結合ローラ９７、結合ロッド９７２、駆動ロッド９７３、
駆動モータ９８等の組は、各チャンバー１，２，３，４，５１，５２，５３，５４，６，
７，８にそれぞれ設けられている。搬送系全体を制御する制御部９９は、各チャンバー１
，２，３，４，５１，５２，５３，５４，６，７，８に対して設けられた駆動モータ９８
にそれぞれ信号を送り、各駆動モータ９８を独立して制御できるようになっている。
【００３１】
次に、ロードロックチャンバー１及びアンロードロックチャンバー２の構成について説明
する。ロードロックチャンバー１内には、搭載用ロボット１１が設けられている。搭載用
ロボット１１は、そのアーム１１１によって搭載用補助チャンバー１１０から基板９を一
枚ずつ保持してキャリア９０に搭載するよう構成されている。
また、アンロードロックチャンバー２には、搭載用ロボット１１と同様の構成の回収用ロ
ボット２１が設けられている。回収用ロボット２１は、そのアーム２１１によってキャリ
ア９０から基板９を一枚ずつ保持して回収用補助チャンバー２１０内に搬入するよう構成
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されている。
尚、ロードロックチャンバー１及びアンロードロックチャンバー２は、「基板着脱チャン
バー」の一例である。一つのチャンバー内で基板９の搭載と回収を行うよう構成すること
もでき、この場合は、基板着脱チャンバーは一つになる。
【００３２】
方形の角の部分の四つの方向転換チャンバー３は、前述した通り、基板９の搬送方向を９
０度転換する不図示の方向転換機構を備えている。方向転換機構の構成については、特開
平８－２７４１４２号公報の図６及び明細書の段落番号００２３乃至００３１の記載を参
考にすることができる。
【００３３】
次に、各処理チャンバーの具体的な構成について説明する。
まず、基板９が最初に搬入されるプリヒートチャンバー４の構成について説明する。
前述したプリヒートは、脱ガス即ち基板９の吸蔵ガスを放出させる目的で行われる。脱ガ
スを行わないで成膜を行うと、成膜時の熱による吸蔵ガスの放出によって膜中に気泡が形
成されたり、発泡によって膜の表面が粗くなったりする問題がある。このため、プリヒー
トチャンバー４で、基板９を１００～３００℃程度まで予め加熱するようになっている。
プリヒートチャンバー４は、内部に窒素などの不活性ガスを導入する不図示のガス導入系
と、搬入された基板９を加熱する加熱手段が設けられている。加熱手段としては、通常、
赤外線ランプ等の輻射加熱手段が採用される。
【００３４】
次に、下地膜作成チャンバー５１，５３及び磁性膜作成チャンバー５２，５４の構成につ
いて説明する。下地膜作成チャンバー５１，５３及び磁性膜作成チャンバー５２，５４は
、ともにスパッタリングによって下地膜や磁性膜を作成するようになっている。両チャン
バーの構成は、ターゲットの材質が異なるのみであり、他の構成は基本的に同じである。
以下の説明では、一例として、磁性膜作成チャンバーの構成を説明する。図６は、磁性膜
作成チャンバー５２，５４の構成を説明する平面断面概略図である。
【００３５】
磁性膜作成チャンバー５２，５４は、内部を排気する排気系５５と、内部にプロセスガス
を導入するガス導入系５６と、内部の空間に被スパッタ面を露出させて設けたターゲット
５７と、ターゲット５７にスパッタ放電用の電圧を印加するスパッタ電源５８と、ターゲ
ット５７の背後に設けられた磁石機構５９とから主に構成されている。
【００３６】
排気系５５は、クライオポンプ等の真空ポンプを備えて磁性膜作成チャンバー５２，５４
内を１０-8Ｔｏｒｒ程度まで排気可能に構成される。ガス導入系５６は、プロセスガスと
してアルゴン等のガスを所定の流量で導入できるよう構成される。
【００３７】
スパッタ電源５８は、ターゲット５７に－３００Ｖ～－５００Ｖ程度の負の高電圧を印加
できるよう構成される。磁石機構５９は、マグネトロン放電を達成するためのものであり
、中心磁石５９１と、この中心磁石５９１を取り囲むリング状の周辺磁石５９２と、中心
磁石５９１と周辺磁石５９２とをつなぐ板状のヨーク５９３とから構成される。尚、ター
ゲット５７や磁石機構５９は、絶縁ブロック５７１を介して磁性膜作成チャンバー５２，
５４に固定されている。磁性膜作成チャンバー５２，５４は電気的には接地されている。
【００３８】
ガス導入系５６によってプロセスガスを導入しながら排気系５５によって磁性膜作成チャ
ンバー５２，５４内を所定の圧力に保ち、この状態でスパッタ電源５８を動作させる。こ
の結果、スパッタ放電が生じてターゲット５７がスパッタされ、スパッタされたターゲッ
ト５７の材料が基板９に達して基板９の表面に所定の磁性膜が作成される。例えば、ター
ゲット５７はＣｏＣｒＴａで形成され、基板９の表面にＣｏＣｒＴａ膜が作成される。尚
、図６から分かるように、ターゲット５７、磁石機構５９及びスパッタ電源５８の組は、
磁性膜作成チャンバー５２，５４内の基板配置位置を挟んで両側に設けられており、基板
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９の両面に同時に磁性膜が作成されるようになっている。
【００３９】
また、図６に示すように、各ターゲット５７の大きさは、一枚の基板９よりも少し大きい
程度となっている。キャリア９０は、磁性膜作成チャンバー５２，５４内で移動し、二枚
の基板９が順次ターゲット５７の正面に位置するようになっている。即ち、最初は搬送方
向前方の基板９がターゲット５７の正面に位置する状態となってこの基板９に成膜が行わ
れる。そして、その後、所定距離前進して搬送方向後方の基板９がターゲット５７の正面
に位置する状態となり、この基板９への成膜が行われる。
【００４０】
次に、本願実施形態の情報記録ディスク用成膜装置の大きな特徴点を成す保護膜作成チャ
ンバー６について説明する。図７は、保護膜作成チャンバー６の構成を説明する平面概略
図である。
保護膜作成チャンバー６は、内部を排気する排気系６１と、内部にプロセスガスを導入す
るガス導入系６２と、導入されたプロセスガスにエネルギーを与えてプラズマを形成する
プラズマ形成手段６３とから主に構成されている。
【００４１】
排気系６１は、ターボ分子ポンプ等の真空ポンプを備えて保護膜作成チャンバー６内を１
０-7Ｔｏｒｒ程度まで排気可能に構成される。ガス導入系６２は、プロセスガスとしてＣ
Ｈ4 と水素の混合ガスを所定の流量で導入できるよう構成される。
【００４２】
プラズマ形成手段６３は、導入されたプロセスガスに高周波放電を生じさせてプラズマを
形成するようになっている。プラズマ形成手段６３は、具体的には、保護膜作成チャンバ
ー６内に設けられた高周波電極６３１と、高周波電極６３１に整合器６３２を介して高周
波電力を供給する高周波電源６３３とから主に構成されている。
【００４３】
高周波電極６３１は、内部が空洞になっており、前面にガス吹き出し孔が多数形成されて
いる。ガス導入系６２の配管は、高周波電極６３１に接続されており、プロセスガスは高
周波電極６３１の内部空間にいったん溜まった後、ガス吹き出し孔から均一に吹き出すよ
うになっている。尚、高周波電極６３１は、絶縁ブロック６３４を介して保護膜作成チャ
ンバー６に固定されている。保護膜作成チャンバー６は電気的には接地されている。
【００４４】
高周波電源６３３は、例えば１３．５６ＭＨｚ５００Ｗ程度の高周波電力の高周波電極６
３１に供給するようになっている。供給された高周波電力によって、高周波電源の前方の
空間に高周波電界が設定され、プロセスガスに高周波放電が生じる。この結果、プロセス
ガスのプラズマＰが形成される。プラズマＰ中では、ＣＨ4 ガスの分解反応が生じて、基
板９の表面にカーボンが析出し、カーボン保護膜が作成されるようになっている。
【００４５】
また、本実施形態の装置では、成膜中に基板９にバイアス電圧を与えることができるよう
になっている。バイアス電圧は、プラズマ中のイオンを引き出して基板９をイオン衝撃す
るために与えられる。
具体的には、図７に示すように、保護膜作成チャンバー６の外には負の直流電源６４１及
び高周波電源６４２が設けられており、スイッチ６４３によって切り替えられるようにな
っている。スイッチ６４３に接続された線路６４４は、保護膜作成チャンバー６の壁を気
密に貫通し、保護膜作成チャンバー６内に達している。線路６４４の先端には、板バネ又
は開閉アーム等で構成された可動接点６４５が設けられており、可動接点６４５がキャリ
ア９０に接触することにより、キャリア９０を介して基板９に負の直流電圧又は高周波電
圧が印加されるようになっている。
【００４６】
尚、高周波電圧を印加する場合、高周波電源６４２と基板９との間には適当なキャパシタ
ンスが与えられ、キャパシタンスを介して高周波電圧が基板９に印加される。印加された
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高周波電圧とプラズマＰとの相互作用により、基板９には負の自己バイアス電圧が生ずる
。
また、図２に示すように、キャリア９０は、絶縁ブロック９０５を挟んで金属製の上側ブ
ロック９０６と下側ブロック９０７とに区分される。上記可動接点６４５は、上側ブロッ
ク９０６に接触することになっている。従って、キャリア側９４等を備えた下側ブロック
９０７には電圧は印加されないようになっている。
【００４７】
負の直流電圧又は負の自己バイアス電圧は、プラズマＰ中から正イオンを引き出して基板
９を衝撃する作用を有する。基板９がイオン衝撃されると、そのエネルギーが成膜に利用
され、膜の構造が緻密になったり、成膜速度が向上したりすいる効果がある。
負の直流電源６４１及び高周波電源６４２の具体例について説明すると、負の直流電源６
４１としては－１５０Ｖ程度の出力のもの、高周波電源６４２としては１３．５６ＭＨｚ
５０Ｗ程度の出力のものが使用される。
【００４８】
次に、保護膜作成チャンバー６における具体的な成膜条件を説明する。具体的な成膜条件
としては、以下の条件が挙げられる。
ＣＨ4 ガス：２０ｃｃ／分
水素ガス：１００ｃｃ／分
保護膜作成チャンバー６内の圧力：２Ｐａ
高周波電力：１３．５６ＭＨｚ４００Ｗ（×２）
成膜速度：１０～１５オングストローム／秒
成膜時間：３．５～５秒
【００４９】
尚、高周波電極６３１は、図２に示すキャリア９０に保持された二枚の基板９を覆う大き
さとなっている。従って、二枚の基板９を覆う大きさのプラズマが形成され、二枚の基板
９に対して同時にカーボン保護膜の作成が行えるようになっている。また、高周波電極６
３１、整合器６３２及び高周波電源６３３の組は、二枚の基板９の両側に設けられており
、二枚の基板９の両面に同時にカーボン保護膜が作成できるようになっている。
【００５０】
さて、本実施形態の装置の大きな特徴点は、保護膜作成チャンバー６が酸素プラズマを形
成できるようになっている点である。即ち、保護膜作成チャンバー６のガス導入系６２は
、プロセスガスとともに酸素ガスを選択的に導入できるようになっている。導入された酸
素ガスは、プロセスガスの場合と同様にプラズマ形成手段によってエネルギーが与えられ
、酸素プラズマが形成されるようになっている。
酸素プラズマの形成は、保護膜作成チャンバー６内でのパーティクル発生防止の課題と密
接に関連している。即ち、本実施形態では、保護膜作成チャンバー６内の露出面に堆積し
たカーボン膜を酸素プラズマによってアッシング除去するようになっている。
【００５１】
具体的に説明すると、酸素ガスを導入して酸素プラズマを形成すると、プラズマ中では酸
素イオンや励起酸素（酸素活性種）等が盛んに生成される。一方、保護膜作成チャンバー
６内の露出面に堆積するカーボン膜は、基板９の表面のカーボン保護膜と同様に、水素を
含んだ膜である。即ち、Ｃ－Ｃ結合の他に、Ｃ－Ｈ結合を含んだ膜である。このようなカ
ーボン膜に化学的な活性な酸素イオンや励起酸素が触れると、Ｃ－Ｃ結合やＣ－Ｈ結合は
以下のような機構により分解される。
Ｏ2 →２Ｏ* （又は２Ｏ- ）
（Ｃ－Ｃ）＋４Ｏ* （又は４Ｏ- ）→２ＣＯ2 （又は２ＣＯ＋Ｏ2 ）
（Ｃ－Ｈ）＋２Ｏ* （又は２Ｏ- ）→ＣＯ ＋Ｈ2 Ｏ
【００５２】
分解によって生じたＣＯ2 ，ＣＯ，Ｏ2 ，Ｈ2 Ｏはいずれもガスであり、排気系６１によ
って保護膜作成チャンバー６から排出される。従って、十分な量の酸素プラズマを形成し
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てカーボン膜を酸素プラズマに晒すとともに、排気系６１の排気速度を十分確保すること
によって、カーボン膜を保護膜作成チャンバー６から取り除くことができる。
【００５３】
具体的なアッシングの条件を挙げると、以下の通りとなる。
酸素ガスの流量：１５０ｃｃ／分
保護膜作成チャンバー６内の圧力：１５Ｐａ
高周波電力：１３．５６ＭＨｚ５００Ｗ（×２）
排気系６１の排気速度：６０００リットル／分
上記条件でアッシングを行うと、６００オングストローム毎分程度のエッチング速度、即
ち、６００オングストロームの厚さのカーボン膜を１分程度の時間で除去することが可能
である。
【００５４】
さて、本実施形態の装置の別の大きな特徴点は、上記アッシングの際、基板９は保護膜作
成チャンバー６から退避チャンバー７に退避させるようになっている点である。退避チャ
ンバー７は、本実施形態では、排気系６１が備えられた真空容器であり、特定の処理のた
めの手段は設けられていない。退避チャンバー７は、排気系６１によって常時５×１０-7

Ｔｏｒｒ程度に排気される。
【００５５】
アッシング時の退避チャンバー７への基板９の退避は、前述した搬送系の制御部９９の構
成によって達成されている。即ち、前述したように、搬送系の制御部９９は、各駆動モー
タ９８を独立して制御できるようになっており、この制御を最適化することにより、アッ
シングを行う際に基板９を保護膜作成チャンバー６から基板９を退避させている。搬送系
全体の動作を説明しながら、この点を図８を使用して更に詳しく説明する。図８は、アッ
シングを行う際の基板９の退避動作の説明図である。
【００５６】
前述したように、基板９はロードロックチャンバー１内でキャリア９０に搭載され、キャ
リア９０が各チャンバーに順次搬送されることによって処理が行われる。そして、キャリ
ア９０がアンロードロックチャンバー２に達すると処理済みの基板９がキャリア９０から
回収される。そして、このキャリア９０はロードロックチャンバー１に移動して次の基板
９の保持に使用される。また、図１に示すように、一つのキャリア９０が位置しているチ
ャンバーの後ろのチャンバーには別のキャリア９０が位置しており、各チャンバー毎に一
つのキャリア９０が位置し、これが全体に回転するよう動作する。
【００５７】
本実施形態のような装置では、アンロードロックチャンバー２において一つのキャリア９
０から処理済みの二枚の基板９が回収されてから次のキャリア９０の二枚の基板９が回収
されるまでの時間が、タクトタイムとされる。タクトタイムは、各チャンバーでの動作の
うち最も長く掛かるものの時間（以下、ＰＴ）によって決まる。例えば、磁性膜作成チャ
ンバー５２，５４での磁性膜作成処理動作に最も長い時間を要する場合、この時間に次の
チャンバーへの搬送時間（以下、ＴＴ）を加えた時間がタクトタイムとなる。尚、次のチ
ャンバーへの移動時間がチャンバーによって異なる場合、最も時間のかかるものがＴＴと
なり、ＰＴ＋ＴＴがタクトタイムになる。そして、ＰＴやＴＴよりも短い時間で動作や移
動が完了するチャンバーでは、キャリア９０は待機状態を取る。
【００５８】
上述した動作において、各キャリア９０は、タクトタイムの時間毎に同時に次のチャンバ
ーへ移動される。つまり、図５に示す搬送系の制御部９９は、ＰＴの時間が経過した際に
全ての駆動モータ９８を同時に駆動信号を送って動作させ、ＴＴの時間で全てのキャリア
９０を同時に次のチャンバーに送るよう制御する。但し、上記搬送系の制御部９９の動作
には、以下のような例外がある。この点を図８を使用して説明する。まず、図１から分か
るように、本実施形態においては、チャンバーの数よりも一つ少ない数のキャリア９０が
使用されている。そして、キャリア９０が位置しない“空”の状態は、保護膜作成チャン
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バー６か退避チャンバー７かのいずかに限定される。
【００５９】
さらに詳しく説明すると、図８（１）に示すように、特定のキャリア９０が保護膜作成チ
ャンバー６に到達し、保護膜作成チャンバー６内で前述した通りプラズマＣＶＤによりカ
ーボン保護膜が作成されている際には、退避チャンバー７は空の状態であり、内部にキャ
リア９０が存在しないようになっている。そして、カーボン保護膜の作成が終了すると、
制御部９９は、保護膜作成チャンバー６の駆動モータ９８と退避チャンバー７の駆動モー
タ９８とを動作させ、図８（２）に示すように、キャリア９０は保護膜作成チャンバー６
から退避チャンバー７に送られる。この際、制御部９９は、この二つの駆動モータ９８以
外の駆動モータ９８は動作せず、このキャリア９０以外のキャリア９０は全く移動しない
。
【００６０】
そして、保護膜作成チャンバー６と退避チャンバー７との間のゲートバルブ１０を閉じた
後、保護膜作成チャンバー６のガス導入系６２のバルブが切り替えられ、保護膜作成チャ
ンバー６内に酸素ガスが導入される。そして、前述したように、酸素プラズマによるカー
ボン膜のアッシングが行われる。
【００６１】
その後、搬送系の制御部９９は、すべての駆動モータ９８に駆動信号を送ってキャリア９
０を次のチャンバーに送る。この結果、図８（３）に示すように、保護膜作成チャンバー
６には次のキャリア９０が搬入され、退避チャンバー７にあったキャリア９０は予備チャ
ンバー８に移動する。そして、退避チャンバー７が空の状態で、次のキャリア９０に保持
された基板９に対してカーボン保護膜の作成が行われる。
【００６２】
上記説明から分かるように、保護膜作成チャンバー６内での一回のカーボン保護膜作成動
作のたび毎にアッシング動作が行われる。つまり、アッシング処理が最も高い頻度で行わ
れ、保護膜作成チャンバー６内の露出面へのカーボン膜の堆積量が多くならないうちにア
ッシングがされることになる。このため、パーティクルの発生が最も効果的に防止される
。
【００６３】
そして、さらに重要なことは、アッシングの際には基板９は保護膜作成チャンバー６内に
は位置しないので、基板９が酸素プラズマに晒されることはない。基板９が酸素プラズマ
に晒される構成の場合、カーボン保護膜作成後であればカーボン保護膜がアッシングされ
てしまう結果となる。また、カーボン保護膜作成前であれば、磁性膜の表面が酸素プラズ
マによって酸化されたりエッチングされたりする問題が発生する。
【００６４】
尚、一回のカーボン保護膜作成のたび毎にアッシングを行う構成としては、キャリア９０
の数をチャンバーの数の半分とし、全ての駆動モータ９８をタクトタイム毎に同時に動作
させて全てのキャリア９０を同時に移動させていく構成が考えられる。このような構成の
場合、各駆動モータ９８を独立して制御する必要性はない。しかしながら、キャリア９０
の数を半分にすると、装置に搭載できる基板９の数も半分になってしまい、生産性も半分
に落ちてしまう。
【００６５】
一方、本実施形態では、一つの退避チャンバー７を設けるとともに全チャンバー数に比べ
てキャリア９０数を一つだけ少なくしているので、生産性の低下は全くない。この点は、
保護膜作成チャンバー６の処理能力も関連している。即ち、前述したように、保護膜作成
チャンバー６では、二枚の基板９を覆うようにプラズマを形成することで二枚の基板９を
同時に成膜している。一方、磁性膜作成チャンバー５２，５４や下地膜作成チャンバーで
は成膜は一枚ずつであるので、これと比べると、倍の処理能力になっている。
【００６６】
そして、本実施形態では、保護膜作成チャンバー６でのカーボン保護膜の作成処理の時間
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（ｃｖｄ）と、保護膜作成チャンバー６から退避チャンバー７へのキャリア９０の移動時
間（ｔｒ’）と、アッシング処理の時間（ａｓ）とを加えたｃｖｄ＋ｔｒ’＋ａｓが、前
述したＰＴ＋ＴＴになるようにしている。
この点を図９を使用しながら、より具体的な数値で説明する。図９は、第一の実施形態の
装置におけるタクトタイムの説明図である。このうち、図９（１）は、磁性膜作成チャン
バー５２，５４におけるタクトタイムの内訳を、（２）は保護膜作成チャンバー６及び退
避チャンバー７におけるタクトタイムの内訳を示している。
【００６７】
例えば一時間あたり４５０枚の処理能力を有する装置では、タクトタイムは１６秒（（６
０×６０）／（４５０／２）＝１６）になる。磁性膜作成チャンバー５２，５４における
１６秒のタクトタイムの使用の内訳は、図９（１）に示すように、キャリア９０に保持さ
れた一枚目の基板９の成膜の時間（ＳＰ１）が５．５秒、二枚目の基板９への成膜のため
のチャンバー５２，５４内でのキャリア９０の移動のための時間（ｔｒ”）が１秒、二枚
目の基板９の成膜の時間（ＳＰ２）が５．５秒、全てのキャリア９０が同時に移動する時
間（前述したＴＴ）が４秒で、合計１６秒である。また、保護膜作成チャンバー６及び退
避チャンバー７では、図９（２）に示すように、ｃｖｄは５秒、ｔｒ’は４秒、ａｓは３
秒、ＴＴは前記と等しく４秒である。
【００６８】
この説明から分かるように、本実施形態では、保護膜作成チャンバー６の処理能力を倍加
させることで、保護膜作成チャンバー６での一連の処理と退避チャンバー７への基板９の
退避動作とを１タクトとしている。このため、生産性を全く落とすことなく、アッシング
の頻度を最も高くすることが可能になっている。
【００６９】
図１０は、第一の実施形態の装置の効果を確認した実験の結果を示す図である。この実験
では、上記第一の実施形態の装置を用い、直径３．５インチの基板に対してカーボン保護
膜の作成を行った後、その基板の表面における直径１μｍ以上のパーティクルの存在数を
測定した。尚、図１０中の縦軸はパーティクルの個数、横軸は装置の運転開始からの日数
を示す。装置の運転能力としては、ともに一日に一万枚程度の基板を処理する能力がある
ものが使用された。
【００７０】
図１０から分かるように、アッシングを行わない従来の装置では、わずか一日の装置の運
転の間にパーティクル数は１００個近くまで達した。このように多数のパーティクルが付
着していると、図１４に示す突起９０２が多数形成されたり大きな突起９０２が形成され
たりするため、グライドハイトテスト不良になる確率が高い。
これに対し、本実施形態の装置によれば、４日程度の処理日数の間、パーティクルは数個
程度に抑えられている。この程度の数のパーティクルによる突起９０２であれば、グライ
ドハイトテスト前のテープバニッシ工程で完全に除去できるので、グライドハイトテスト
不良となることはない。
【００７１】
尚、上述した第一の実施形態の構成において、退避チャンバー７は保護膜作成チャンバー
６の手前の搬送路上に設けられていてもよい。この場合、あるタクトが終わって次のタク
トに移った際、退避チャンバー７内にキャリア９０が位置し、基板保護膜作成チャンバー
６は空の状態である。そして、最初に保護膜作成チャンバー６内でアッシング処理が行わ
れ、その後、退避チャンバー７にあったキャリア９０が保護膜作成チャンバー６に移動す
る。そして、後半の時間で、保護膜の作成が行われる。
これで１タクトが終了し、全てのゲートバルブ１０が開いて全てのキャリア９０が次のチ
ャンバーに移動する。この結果、再び、退避チャンバー７にキャリア９０が位置し、保護
膜作成チャンバー６が空となる。そして、上記動作を繰り返す。
【００７２】
また、保護膜作成チャンバー６が複数設けられる場合、それに応じて退避チャンバー７も
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増やすようにする。即ち、各保護膜作成チャンバー６の手前側又は後ろ側に退避チャンバ
ー７を設けるようにする。
【００７３】
尚、保護膜作成チャンバー６の隣りに退避チャンバー７が設けられる構成は必須のもので
はない。退避チャンバー７が保護膜作成チャンバー６から離れている場合、その退避チャ
ンバー７と保護膜作成チャンバー６との間に設けられた各チャンバー内に位置するキャリ
ア９０のみを同時に移動させることで、保護膜作成チャンバー６内を空にすることができ
る。保護膜作成チャンバー６の隣りに退避チャンバー７が設けられる場合、保護膜作成チ
ャンバー６を空にするために独立して駆動させる駆動モータ９８の数が少なくなるので、
制御系の構成としては簡易になる。
【００７４】
次に、本願発明の第二の実施形態について説明する。
図１１は、本願発明の第二の実施形態に係る情報記録ディスク用成膜装置の概略構成を示
す平面図である。この第二の実施形態の装置は、退避チャンバー７が保護膜作成チャンバ
ー６に変更されている点で第一の実施形態の装置と異なっている。即ち、第二の実施形態
では、保護膜作成チャンバー６が連続して二つ設けられている。その他の構成は、第一の
実施形態と同様である。
【００７５】
二つの保護膜作成チャンバー６は、図７に示すものと全く同一の構成である。即ち、ＣＨ
4 と水素の混合ガスのプラズマＣＶＤによってカーボン保護膜が作成できるようになって
いるとともに、チャンバー内の露出面のカーボン膜を酸素プラズマによってアッシングで
きるようになっている。
【００７６】
本実施形態の装置は、以下のように動作する。即ち、搬送方向手前側の保護膜作成チャン
バー（以下、第一保護膜作成チャンバー）６にキャリア９０が搬入される際、搬送方向後
ろ側の保護膜作成チャンバー（以下、第二保護膜作成チャンバー）６０にあったキャリア
９０は補助チャンバー８に移動してしまっており、第二保護膜作成チャンバー６０は空で
ある。
【００７７】
この状態で、１タクト分の処理が始まる。即ち、第一保護膜作成チャンバー６内ではＣＨ

4 と水素の混合ガスが導入され、基板９に対するカーボン保護膜の作成処理が行われる。
また同時に、空になっている第二保護膜作成チャンバー６０では、酸素ガスが導入されて
アッシング処理が行われる。
これらの保護膜作成処理及びアッシング処理は、１タクト分の時間よりも少し短い時間で
終了するようになっている。これらの保護膜作成処理及びアッシング処理が終了した後、
保護膜作成チャンバー６と第二保護膜作成チャンバー６０との間のゲートバルブ１０のみ
が開き、第一保護膜作成チャンバー６と第二保護膜作成チャンバー６０の駆動モータ９８
のみが駆動され、第一保護膜作成チャンバー６にあった基板９が第二保護膜作成チャンバ
ー６０に移動する。
【００７８】
そして、次のタクトに移る前に、全てのゲートバルブ１０が開き、全ての駆動モータ９８
が動作して全てのキャリア９０が次のチャンバーに移動する。この結果、再び、第一保護
膜作成チャンバー６内に次のキャリア９０が位置し、第二保護膜作成チャンバー６０が空
の状態となる。
【００７９】
以上の動作を、説明の便宜上「動作Ａ」と呼ぶ。動作Ａの次のタクトでは、多少異なった
動作をする。この動作を「動作Ｂ」と呼ぶ。具体的には、第一保護膜作成チャンバー６と
第二保護膜作成チャンバー６０との間のゲートバルブ１０が開き、第一保護膜作成チャン
バー６に搬入されたキャリア９０をそのまま第二保護膜作成チャンバー６０に移動させる
。そして、ゲートバルブ１０を閉じた後、第一保護膜作成チャンバーではアッシング処理
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を行い、第二保護膜作成チャンバーでは保護膜作成処理が行われる。
【００８０】
所定時間処理を行った後、次のタクトに移る前に、全てのゲートバルブ１０が開き、全て
のキャリア９０が次のチャンバーに移動する。この結果、再び、第一保護膜作成チャンバ
ー６に次のキャリア９０が搬入され、第二保護膜作成チャンバー６０が空の状態となる。
【００８１】
そして、今度は、上述した動作Ａが行われる。動作Ａのタクトが終わったら、次のタクト
では動作Ｂを行う。このように、本実施形態の装置では、動作Ａと動作Ｂとをタクト毎に
交互に繰り返して行うようになっている。つまり、第一第二の保護膜作成チャンバー６，
６０では二回のタクトのうちの一回を保護膜作成に利用し、一回をアッシング処理に利用
している。第一の実施形態のように、退避チャンバー７での退避動作のような無駄な時間
がない。１タクトの時間をフルに使って、成膜とアッシングとを行っている。従って、第
一の実施形態のようにカーボン保護膜の作成能力を倍加させる必要がなく、作成能力の倍
加が困難な場合に好適である。また、アッシングに比較的長い時間を要する場合に特に効
果的な構成となる。
【００８２】
尚、第二の実施形態の装置の動作としては、第一保護膜作成チャンバー６では最終的に作
成すべきカーボン保護膜の厚さの半分の厚さの成膜を行い、第二保護膜作成チャンバー６
０で残りの半分の厚さの成膜を行うようにしてもよい。第一の保護膜作成チャンバー６で
半分の厚さの成膜を行っている時、第二保護膜作成チャンバー６０は空にされ、アッシン
グ処理が行われる。そして、１タクトの半分が経過する前にキャリア９０が第二保護膜作
成チャンバー６０に移動する。そして、１タクトの残りの半分の時間を使って第一保護膜
作成チャンバー６ではアッシング処理が行われ、第二保護膜作成チャンバー６０で残りの
半分の厚さの成膜が行われる。
【００８３】
次に、本願発明の第三の実施形態について説明する。
図１２は、本願発明の第三の実施形態に係る情報記録ディスク用成膜装置の概略構成を示
す平面図である。この実施形態の装置では、チャンバーの数に比べてキャリア９０の数が
二つ少なくなっている。図１２に示すように、六つの連続したチャンバー内にキャリア９
０が位置し、七つ目のチャンバーにはキャリア９０が位置しない状態となるようになって
いる。尚、各チャンバーのレイアウトは、図１１に示す第二の実施形態と同様となってい
る。
【００８４】
この図１２に示す装置では、各駆動モータ９８は独立して制御されず、全て同じタクトタ
イムで同時に動作する。例えば、図１２に示すように、左下の方向転換チャンバー３内と
右上の方向転換チャンバー３内にキャリア９０が位置せず、空の状態であるとする。
【００８５】
この状態で１タクト分だけ時間が経過すると、全キャリア９０が全体に前方のチャンバー
に移動するから、プリヒートチャンバー４と第一保護膜作成チャンバー６とが空の状態と
なる。空となった第一保護膜作成チャンバー６では、前述した通り、酸素プラズマによる
アッシングが行われる。第二保護膜作成チャンバー６では、キャリア９０が搬入されてお
り、カーボン保護膜の作成処理が行われる。
【００８６】
さらに１タクト分だけ時間が経過すると、第一下地膜作成チャンバー５１と第二保護膜作
成チャンバー６０が空の状態となる。従って、第二保護膜作成チャンバー６０ではアッシ
ングが行われ、第一保護膜作成チャンバー６ではカーボン保護膜の作成処理が行われる。
尚、第一第二の保護膜作成チャンバー６，６０での成膜処理は、第二実施形態と同様に、
半分ずつの膜厚である。
【００８７】
そして、さらに５タクト分経過すると、全キャリア９０が半周分移動したことになり、再
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び第一保護膜作成チャンバー６が空の状態になる。そして、上記と同様の動作を繰り返す
。つまり、第一第二の保護膜作成チャンバー６，６０では７タクトに１回だけアッシング
の動作が行われる。尚、当然であるが、ロードロックチャンバー１が空になったタクトの
時間帯では搭載用ロボット１１は動作せず、アンロードロックチャンバー２が空になった
タクトの時間帯では回収用ロボット２１は動作しない。
【００８８】
上記構成及び動作に係る本実施形態の装置では、駆動モータ９８を独立して制御する必要
はなく全キャリア９０を同時に移動させる制御で足りる。従って、搬送系の制御部９９の
構成が簡略化になる。キャリア９０が二つ減っていることから、第一第二の実施形態に比
べるとこの分だけ生産性が落ちるが、特に問題が無い範囲であれば、制御部９９の構成が
簡略化されるメリットが大きい本実施形態の構成は実用的である。
【００８９】
この第三の実施形態の構成において、磁性膜作成チャンバー５２，５４や下地膜作成チャ
ンバー５１，５３が空の状態になる場合、ガス導入系５６やスパッタ電源５８は動作させ
ず、スパッタは行わない。
また、プリプリヒートチャンバー４が空の状態になった際、加熱手段を停止させることも
考えられるが、次にキャリア９０が搬入された際、チャンバー内の温度が低下してしまっ
ているので、加熱手段の動作を開始しても加熱条件の再現性が得られない問題がある。ま
た一方、加熱手段を同一の条件で常時動作させることも考えられるが、キャリア９０が無
い状態ではプリヒートチャンバー４内の熱容量が小さくなってしまっている。このため、
プリヒートチャンバー４が空になった時間帯に温度が上昇し、次にキャリア９０が搬入さ
れた際の基板９の加熱効率が高くなってしまい、この場合も加熱条件の再現性の点で問題
が生ずる。
【００９０】
最も実用的なのは、プリヒートチャンバー４が空になることによる熱容量の減少を補償し
うるよう加熱手段の動作を制御することである。つまり、プリヒートチャンバー４が空に
なってもプリヒートチャンバー４内の雰囲気温度が変化しない加熱条件を予め実験的に求
めておき、この条件で加熱手段を動作させるようにする。例えば、加熱手段が輻射加熱ラ
ンプである場合、通常の８０％程度の電力で動作させると、プリヒートチャンバー４内の
雰囲気温度が一定にできる。そして、次にキャリア９０が搬入された際、１００％の電力
に戻すようにする。
【００９１】
尚、上記第三の実施形態において、キャリア９０の数をチャンバーの数と同じにしていも
よい。そして、搭載用ロボット１１と回収用ロボット２１の動作を制御して、７つ目のキ
ャリア９０が常に基板９を保持しないよう構成しても良い。
【００９２】
上記説明では、カーボン保護膜の作成方法として、ＣＨ4 と水素の混合ガスによるプラズ
マＣＶＤを挙げたが、ＣＨ4 ガスのみを用いても実施可能である。また、トルエン等の他
の有機化合物ガスを用いる場合もある。さらに、プラズマＣＶＤ以外の熱ＣＶＤ等によっ
て実施可能であるし、カーボン製のターゲット５７を使用したスパッタによってもカーボ
ン保護膜の作成は可能である。スパッタの場合、ターゲットが酸素プラズマによってエッ
チングされてしまう恐れがあるので、アッシングを行う場合には放電シールドで覆ってタ
ーゲットにプラズマを遮蔽するようにするとよい。
【００９３】
また、チャンバーレイアウトの例としては、前述した方形のレイアウトの他、複数のチャ
ンバーが一直線上に並んだレイアウトでもよい。この場合、搬送路の終端に設けられたア
ンロードロックチャンバーから前端のロードロックチャンバーまでキャリアを戻す構成が
採用される。
尚、プラズマを形成する手段としては、高周波放電を用いる構成の他、直流二極放電を用
いる方法もある。また、磁性膜の例としては、前述したＣｏＣｒＴａの他、ＣｏＣｒＰｔ
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，ＣｏＣｒＰｔＴａ等がある。さらに、保護膜作成チャンバー６のガス導入系６２は、Ｃ
Ｈ４ の他、Ｃ２Ｈ６等のガスを導入するよう構成される場合もある。
【００９４】
【発明の効果】
　以上説明した通り、本願の請求項１記載の発明によれば、保護膜作成チャンバー内の露
出面に堆積したカーボン膜が酸素プラズマによってアッシングされて除去されるので、カ
ーボン膜の剥離によるパーティクル発生が未然に防止される。このため、カーボン保護膜
の局所的な膜厚異常に起因する製品不良の発生が防止される。また、アッシングの際に基
板が保護膜作成チャンバーから退避されるので、酸素プラズマによる基板の汚損や損傷が
防止される。
　また、請求項２記載の発明によれば、上記効果に加え、生産性を低下させることなくア
ッシングを行うことができる。
　また、請求項３記載の発明によれば、上記効果に加え、二つの保護膜作成チャンバーで
交互にカーボン保護膜の作成とアッシングが行えるので、生産性を低下させることなく成
膜とアッシングとを十分に行うことができる。生産性を低下させることなくアッシングを
行うことができる。
　また、請求項４記載の発明によれば、すべてのキャリアを同時に動かすので、搬送系の
制御部の構成が簡略化される。
　また、請求項６記載の発明によれば、有機化合物ガスを使用したＣＶＤによりカーボン
保護膜が作成されるので、より硬いカーボン保護膜となり、次世代の情報記録ディスク用
として最適なものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明の第一の実施形態に係る情報記録ディスク用成膜装置の概略構成を示す
平面図である。
【図２】基板９が搭載されるキャリア９０の構成を示す正面図である。
【図３】キャリア９０を移動させる構成を説明する側面概略図である。
【図４】キャリア９０を移動させる構成を説明する平面概略図である。
【図５】搬送系全体を制御する構成の説明図である。
【図６】磁性膜作成チャンバー５２，５４の構成を説明する平面断面概略図である。
【図７】保護膜作成チャンバー６の構成を説明する平面概略図である。
【図８】アッシングを行う際の基板９の退避動作の説明図である。
【図９】第一の実施形態の装置におけるタクトタイムの説明図である。
【図１０】第一の実施形態の装置の効果を確認した実験の結果を示す図である。
【図１１】本願発明の第二の実施形態に係る情報記録ディスク用成膜装置の概略構成を示
す平面図である。
【図１２】本願発明の第三の実施形態に係る情報記録ディスク用成膜装置の概略構成を示
す平面図である。
【図１３】従来の情報記録ディスク用成膜装置の要部の構成を示す正面概略図である。
【図１４】パーティクルの付着の問題を説明した断面概略図である。
【符号の説明】
１０　ゲートバルブ
１　ロードロックチャンバー
２　アンロードロックチャンバー
３　方向転換チャンバー
４　プリヒートチャンバー
５１　第一下地膜作成チャンバー
５２　第一磁性膜作成チャンバー
５３　第二下地膜作成チャンバー
５４　第二磁性膜作成チャンバー
６　保護膜作成チャンバー
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６１　排気系
６２　ガス導入系
６３　プラズマ形成手段
６３１　高周波電極
６３３　高周波電源
７　退避チャンバー
９　基板
９０　キャリア
９４　キャリア側磁石
９７　磁気結合ローラ
９７１　ローラ側磁石
９８　駆動モータ
９９　制御部

【図１】 【図２】
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