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基板処理装置及び基板処理方法

技術分野

０００1 本発明は、半導体ウェハなどの被処理基板に所定の処理を施す基板処理装置及

び基板処理方法に関する。

背景技術

０００2 一般に，半導体デバイスの製造工程においては，半導体ウェハ (以下，単に「ウェ
」ハ とも称する。) に対して各種の処理、例えば薄膜の成膜処理，酸ィロ拡散処理，ア

ニール処理，ェッチング処理等が順次繰り返して施される。薄膜に関しては，半導体

ウェハ上に多層に形成される場合がある。このよぅな各種の処理を行ぅ基板処理装置

として，例えば連続して処理を行ぅことができるよぅに複数の処理室を つの搬送室に

共通に連結して構成された，いわゆるクラスタ型の基板処理装置がある (例えば特開

2００4 9635 号公報参照)。クラスタ型の基板処理装置では，ウェハを各処理室

間にいわば渡り歩くよぅにして搬送しつつ，その都度必要な処理が各処理室にて連

続的且つ効率的に行われるよぅになっている。

０００3 ところで，ウェハ上には，パーティクル，金属，有機物，吸着分子等の表面被膜等

のコンタミネーション、自然酸化膜 ( con Na ve Ox de) などが付着する。従って，成

膜処理などを実行する前に，このよぅな自然酸ィロ膜などの付着物を除去することが必

要となる。

０００4 このため，従来は，例えば基板処理装置外で希フッ酸 ( )等を利用したウェット

洗浄によってウェハ上の自然酸ィロ膜を除去した上で，当該洗浄されたウェハを基板

処理装置内に取込んで成膜処理を実行している。

０００5 しかしながら，基板処理装置外でウェハ上の自然酸ィロ膜が除去されたとしても，成

膜処理などを施すためにウェハを基板処理装置内に取込むときにウェハ表面が大

気に露出されれば，ウェハ表面に新たに自然酸化膜が生成されてしまぅ虞がある。こ

の自然酸化膜の膜厚によっては，当該 自然酸化膜がその後に形成される半導体デ

バイスの特性に大きく影響する。例えばウェハ表面に膜厚０・ 以上の自然酸ィヒ



膜が新たに形成されると，例えば膜厚 以下のゲート絶縁膜を形成する場合に

大きな問題となってしまぅ。

０００6 また，上記ウェット洗浄によれば、ウェハ表面の自然酸ィロ膜は除去されるが，ウェ
ハ表面に新たにウオータマーク (例えばウェハの搬送又は乾燥中に水滴を介して局

所的に形成されたシリコン酸ィト膜 ( O ) など) が発生する虞がある。例えば，

洗浄液によってウェハ表面の自然酸ィロ膜が除去されることにより下地のシリコンが露

出してウェハ表面は疎水性となるが，ウェハを 洗浄液から引き上げるときにウェ
ハの表面に水滴が残留する可能性があり、当該水滴がスヒン乾燥後にウオータマー

クとなり得る。このよぅなウオータマークは，洗浄処理後に実行される成膜処理などに

おける阻害要素となって、半導体デバイスの特性を劣ィビさせる虞がある。

０００7 以上のよぅなウオータマークや自然酸化膜の発生を抑えるために，ウェット洗浄後

の乾燥工程にイソプロピルアルコール ( P ) を用いる方法がある (例えば特開2 ００2

66237 号公報参照 ) 。ところが，P 乾燥後のウェハ表面には、P 分子 (炭素

等の有機物) が残留する可能性がある。 P 分子は、例えばゲート酸ィロ膜特性に悪

影響を与える可能性がある ( K MOTA T o g a a n d T e Extended A b s c O

1997 n e na Ona C On e enCe O n O d a e DeViCeS a n d M a e a S H amama S p ・

2 4 25(1997)参照 ) 。

０００8 そこで，近年では，上記ウェット洗浄方法によらずに，プラズマを用いたドライ洗浄

方法によってウェハ上の自然酸化膜を除去することが知られている。このよぅなドライ

洗浄方法として，例えば水素ガスとアルゴンガスとを用いて誘導結合プラズマを形成

し、当該プラズマによってウェハ上の自然酸化膜を除去することが知られている (例

えば特開平０4 号公報参照 ) 。このよぅなドライ洗浄方法によれば，ウェット

洗浄方法のよぅに洗浄液などの水成分を用いないので，ウオータマークが発生する

虞なく自然酸化膜を除去することができる。

０００9 しかしながら，プラズマ処理によってドライ洗浄方法を〒ぅ場合，プラズマ起因のチ

ヤ一ジアップダメージをウェハに負わせてしまぅ虞がある。このよぅなダメージを残した

ままウェハ上に半導体デバイスを生成すると，例えばゲート絶縁膜の破壊などが起っ
て，半導体デバイスの特性が劣ィビする等の問題がある。



００1 ０ ところで，ウェハ上の膜厚やパーテイクルを測定することによって，実際にウェハ上

の自然酸化膜などの付着物が除去されたか否かについて検査を行ぅことができれば

，次の成膜処理によって成膜される膜質の均一性を確保することができる等利点も多

００1 1 しかしながら，従来のパーテイクル測定装置 ( 例えば特開2 ００4 327546号公報

参照 ) や膜厚測定装置 ( 特開平０3 2836 8 号公報参照 ) では，ウェハ上の自然酸

ィロ膜などの付着物を除去してから連続してウェハ上の膜厚やパーテイクルを測定す

ることはできない。すなわち、上記ウェット洗浄などを基板処理装置外で実行した後，

上記の測定装置にウェハを搬入する際には、やはりウェハが大気に露出されてしま

って、ウェハ表面には新たに自然酸化膜が発生してしまぅ。

発明の要旨

００1 2 そこで，本発明は，このよぅ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

，水成分を用いず且つプラズマを用いずに基板上の自然酸化膜を含む付着物を除

去しその後に基板を大気に露出することなく測定処理や成膜処理などを連続して

実行することができるよぅな基板処理装置を提供することにある。

００1 3 上記課題を解決するために，本発明は，被処理基板に所定の処理を施す複数の

処理室と、前記複数の処理室に共通に連結され、前記複数の処理室の各々に対し

て前記被処理基板の搬出入を行ぅ共通搬送室と、を備え、前記複数の処理室には、

前記被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラズマによらないガス

成分との化学反応及び熱処理によって除去するための付着物除去処理室と，前記

被処理基板上に成膜処理を施すための成膜処理室と、前記被処理基板の測定処理

を行ぅための測定処理室と、が含まれていることを特徴とする基板処理装置である。

００1 4 本発明によれば，自然酸化膜を含む付着物がプラズマによらないガス成分との化

学反応及び熱処理によって除去されるので，ウェット洗浄のよぅに水成分が用いられ

ることがなく，従って被処理基板上にウオータマークなどが発生することが防止され得

る。また，プラズマが用いられないため，被処理基板にプラズマ起因のチヤ一ジアッ
プダメージが負わされることが防止され得る。また，基板処理装置内で、付着物除去

処理の後に、測定処理や成膜処理を連続して実行することができるので，成膜処理



の直前に被処理基板上に自然酸化膜が新たに形成されることが防止され得る。この

よぅに，自然酸化膜を含む付着物を確実に除去することができるので，次の成膜処理

によって被処理基板に形成される膜の密着性をより一層向上させることができ，強度

もより一層向上させることができる。

００15 好ましくは、前記付着物除去処理室は，前記被処理基板上の前記付着物をガス成

分とィロ学反応させて生成物を生成するための生成物生成処理室と、前記生成物生

成処理室にて前記被処理基板上に生成された前記生成物を熱処理により除去する

ための生成物除去処理室と、の2つの処理室により構成される。

００16 また、好ましくは、前記成膜処理室は、前記被処理基板上に第 膜を成膜する第

膜成膜処理室と、前記第 膜成膜処理室にて成膜された前記第 膜上に第2膜を成

膜する第2膜成膜処理室と、の2つの処理室により構成される。

００17 また、好ましくは、前記測定処理室は、前記被処理基板上に成膜された膜の膜厚

を測定する膜厚測定部と、前記被処理基板上のパーテイクルを測定するパーテイク

ル測定部と、を備える。この場合，つの測定処理室で，膜厚とパーテイクルの両方を

測定することができ，スループットを向上させることができる。

００18 また、好ましくは、前記測定処理室は、前記被処理基板の表面画像を撮像して認、

識するための画像処理部を備える。この場合，被処理基板の表面のパターンマッチ

ングなどを〒ぅことができ、例えば膜厚やパーテイクルを測定する被処理基板上の測

定ポイントを特定することができる。

００19 また、本発明は、被処理基板に所定の処理を施す複数の処理室と、前記複数の処

理室に共通に連結された共通搬送室と、前記共通搬送室内に設けられた前記被処

理基板を搬送するための搬送機構と、をそれぞれ備えた複数の真空処理装置と、前

記複数の真空処理装置を互いに連結するパス部と、を備え、前記複数の処理室には

、前記被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラズマによらないガ

ス成分とのィロ学反応及び熱処理によって除去するための付着物除去処理室と，前記

被処理基板上に成膜処理を施すための成膜処理室と、前記被処理基板の測定処理

を〒ぅための測定処理室と、が含まれていることを特徴とする基板処理装置である。

００2０ 本発明によっても，自然酸化膜を含む付着物がプラズマによらないガス成分とのィヒ



学反応及び熱処理によって除去されるので，ウェット洗浄のよぅに水成分が用いられ

ることがなく，従って被処理基板上にウオータマークなどが発生することが防止され得

る。また，プラズマが用いられないため，被処理基板にプラズマ起因のチヤ一ジアッ
プダメージが負わされることが防止され得る。また，基板処理装置内で、付着物除去

処理の後に、測定処理や成膜処理を連続して実行することができるので，成膜処理

の直前に被処理基板上に自然酸ィロ膜が新たに形成されることが防止され得る。この

よぅに，自然酸化膜を含む付着物を確実に除去することができるので，次の成膜処理

によって被処理基板に形成される膜の密着性をより一層向上させることができ，強度

もより一層向上させることができる。

００2 1 好ましくは、前記付着物除去処理室は，前記被処理基板上の前記付着物をガス成

分とィロ学反応させて生成物を生成するための生成物生成処理室と、前記生成物生

成処理室にて前記被処理基板上に生成された前記生成物を熱処理により除去する

ための生成物除去処理室と、の2つの処理室により構成される。

００22 また、好ましくは、前記成膜処理室は、前記被処理基板上に第 膜を成膜する第

膜成膜処理室と、前記第 膜成膜処理室にて成膜された前記第 膜上に第2膜を成

膜する第2膜成膜処理室と、の2つの処理室により構成される。

００23 あるいは、好ましくは、前記成膜処理室は、前記被処理基板上に第 膜を成膜する

第 膜成膜処理室と、前記第 膜成膜処理室にて成膜された前記第 膜上に第2膜

を成膜する第2膜成膜処理室と、の2つの処理室の組を複数含んでいる。この場合，

例えば複数組の成膜処理室で並列して成膜処理を実行することができるので，装置

全体のスループ、ソトを大幅に向上させることができる。

００24 前記付着物除去処理室で処理される被処理基板が，コンタクトホールまたはビアホ

ールが形成された被処理基板である場合には、好ましくは、前記成膜処理室は，前

記被処理基板に形成されたコンタクトホールまたはビアホールの内側に第 バリア層

を成膜する第 バリア層成膜処理室と、前記第 バリア層成膜処理室にて成膜された

前記第 バリア層の上側に第2バリア層を成膜する第2バリア層成膜処理室と、により

構成される。この場合、被処理基板に形成されたコンタクトホールまたはビアホール

に付着された自然酸ィロ膜などの付着物を確実に除去した上で，第 バリア層，第2バ



リア層を成膜することができる。これにより，これらの膜の密着性をより一層向上させる

ことができ，強度もより一層向上させることができる。

００25 前記付着物除去処理室で処理される被処理基板が、シリコン基板である場合には

、好ましくは、前記成膜処理室は、前記被処理基板上に酸素う、ジカルによってべ一ス

酸ィロ膜層を成膜するべ一ス酸ィロ膜層成膜処理室と、前記べ一ス酸ィロ膜層成膜処理

室にて前記べ一ス酸ィロ膜層が成膜された被処理基板に高誘電体ゲート酸ィロ膜を成

膜する高誘電体ゲート酸化膜成膜処理室と、により構成される。この場合、シリコン基

板に付着された自然酸ィロ膜などの付着物を確実に除去した上で，べ一ス酸ィロ膜層，

高誘電体ゲート酸ィロ膜を成膜することができる。これにより，これらの膜 (層)の密着性

をより一層向上させることができ，強度もより一層向上させることができる。

００26 また、本発明は、被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラズマ

によらないガス成分とのィロ学反応及び熱処理によって除去する付着物除去ステップ

と、前記付着物除去ステップの後に、前記被処理基板の測定処理を〒ぅ測定ステッ
プと，前記測定ステップの後に、当該被処理基板上に成膜処理を施す成膜ステップ

と，を備えたことを特徴とする基板処理方法である。

００27 本発明によれば，付着物除去ステップと，測定ステップと，成膜ステップとを連続実

行することにより，自然酸化膜を含む付着物を確実に除去した状態で成膜処理が行

われ得る。これにより，被処理基板に形成される膜の密着性をより一層向上させること

ができ，強度もより一層向上させることができる。

００28 好ましくは、前記付着物除去ステップは、前記被処理基板上の前記付着物をガス

成分と化学反応させて生成物を生成する生成物生成ステップと、前記生成物生成ス

テップにて前記被処理基板上に生成された前記生成物を熱処理により除去する生

成物除去ステップと、を有する。

００29 また、好ましくは、前記成膜ステップは、前記被処理基板上に第 膜を成膜する第

成膜ステップと、前記第 成膜ステップにて成膜された前記第 膜上に第2膜を成膜

する第2成膜ステップと、を有する。

００3０ また、好ましくは、前記測定ステ、ソプは、前記付着物除去ステ、ソプが適正に実行さ

れたか否かを検査する検査測定処理を〒ラステップである。



００3 1 この場合，更に、前記測定ステップは，前記付着物除去ステップが施された前記被

処理基板の表面の膜厚測定を〒ぅ膜厚測定ステップと、前記付着物除去ステップが

施された前記被処理基板の表面の付着物測定を〒ぅ付着物測定ステップと、を有し

ており、当該膜厚測定ステップ及び当該付着物測定ステップは、 つの測定処理室

内で実行されることが好ま 、。このよぅに，膜厚とパーテイクル (付着物) との両方を

測定することによって，被処理基板上から自然酸ィロ膜を含む付着物が除去されたか

否かを確実に検査することができる。

００32 また、更に好ましくは、前記測定ステップは、前記膜厚測定ステップ及び前記付着

物測定ステップによって測定された測定結果に基づいて、前記付着物除去ステップ

を実行するためのプロセスレシピを補正するレシピ補正ステップを更に有する。この

場合、実際の処理結果に応じた付着物除去ステップを実行することができる。このた

め，被処理基板上から自然酸ィロ膜を含む付着物を確実に除去することができる。

００33 あるいは、更に好ましくは、前記測定ステップは、前記膜厚測定ステップ及び前記

付着物測定ステップによって測定された測定結果に基づいて、次の成膜ステップを

実行するか否かを判断する判断ステップを更に有する。この場合，例えば前記膜厚

測定ステップと前記パーテイクル (付着物)測定ステップとにより測定された測定結果

が許容範囲内にあれば，次の成膜ステップを実行可能と判断する一方，許容範囲内

になければ、次の成膜ステップを実行不可能と判断するよぅにしてもよい。これにより

，常に被処理基板上の自然酸化膜を含む付着物が除去された状態で次の成膜ステ

、ソプを実行することができる。これにより，被処理基板上に成膜される膜の膜質の均

一性を確保することができる。

００34 また、好ましくは、前記測定ステップは、前記付着物除去ステップが適正に実行さ

れたか否かを検査する検査測定ステップと，次の成膜ステップが施される下地膜の

膜厚を測定する下地膜厚測定ステップと、を有する。

００35 この場合、更に好ましくは、前記測定ステップは、前記付着物除去ステップが施さ

れた前記被処理基板の表面の膜厚測定を〒ぅ膜厚測定ステップと、前記付着物除

去ステップが施された前記被処理基板の表面の付着物測定を行列寸着物測定ステッ
プと、次の成膜ステップが施される下地膜の膜厚を測定する下地膜厚測定ステップと



、を有しており、当該膜厚測定ステップ、当該付着物測定ステップ及び当該下地膜

厚測定ステップは、 つの測定処理室内で実行される。この場合、付着物除去ステッ
プが適正に実行されたか否かを検査するための膜厚測定と，次の成膜処理が施され

る下地膜の膜厚測定とを同時に実行できるので，測定処理にかかる時間を大幅に短

縮することができる。

００36 あるいは、本発明は、被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラ

ズマによらないガス成分との化学反応及び熱処理によって除去する付着物除去ステ

、ソプと、前記付着物除去ステップの後に、前記被処理基板上に成膜処理を施す成膜

ステップと、前記成膜ステップの後に、前記被処理基板の測定処理を〒ぅ測定ステッ
プと、を備えたことを特徴とする基板処理方法である。

００37 この場合，好ましくは、前記測定ステップは，前記成膜ステップによって形成された

膜の膜厚測定を〒ぅ成膜厚測定ステップを有する。これにより、成膜後の状態につい
ても検査することができる。

００38 更に好ましくは、前記測定ステップは、前記成膜厚測定ステップによって測定され

た測定結果に基づいて、前記成膜ステップを実行するためのプロセスレシピを補正

するレシピ補正ステップを更に有する。この場合、以降の被処理基板に対して、常に

適正な成膜処理を実行させることができる。

００39 あるいは、本発明は、被処理基板の測定処理を〒ぅ測定ステップと、前記測定ステ

、ソプの後に、前記被処理基板上に付着された自然酸化膜を含む付着物をプラズマ

によらないガス成分とのィロ学反応及び熱処理によって除去する付着物除去ステップ

と、前記付着物除去ステップの後に、前記被処理基板上に成膜処理を施す成膜ステ

、ソプと、を備えたことを特徴とする基板処理方法である。このよぅに，被処理基板の測

定ステップは，付着物除去ステップの前に行われてもよい。

００4０ あるいは、本発明は、コンピュータに，被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含

む付着物をプラズマによらないガス成分との化学反応及び熱処理によって除去する

付着物除去ステップと、被処理基板の測定処理を〒ぅ測定ステップと，前記付着物除

去ステップの後に、前記被処理基板上に成膜処理を施す成膜ステ、ソプと，を実行さ

せるためのプログラムである。



００41 あるいは、本発明は、コンピュータに，被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含

む付着物をプラズマによらないガス成分とのィロ学反応及び熱処理によって除去する

付着物除去ステップと、被処理基板の測定処理を〒ぅ測定ステップと，前記付着物除

去ステップの後に、前記被処理基板上に成膜処理を施す成膜ステップと，を実行さ

せるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。

００42 このよぅなプログラムまたは記録媒体に記録されたプログラムによれば，付着物除去

ステップと，測定ステップと，成膜ステップとむ連続実行することができ，自然酸化膜を

含む付着物を確実に除去した状態で成膜処理が行われ得る。これにより，被処理基

板に形成される膜の密着性をより一層向上させることができ，強度もより一層向上さ

せることができる。

００43 図 図 は、本発明の第ェの実施の形態に係る基板処理装置の構成例を示す断面

図である。

図2 図2は、図 に示す基板処理装置における処理室の構成例を示す図である。

図3 図3は、図 に示す制御部 (システムコントローラ)の構成例を示すブロック図で

ある。

図4 図4は、本発明の第ェの実施の形態の c (装置制御部)の構成例を示すブロッ

ク図である。

図5 図5は、図 に示す基板処理装置における処理室の他の構成例を示す図であ

る。

図6 図6は、本発明の第2の実施の形態に係る基板処理装置の構成例を示す断面

図である。

図7 図7は、図6に示す基板処理装置における処理室の構成例を示す図である。

図8 図8は、図6に示す基板処理装置における処理室の他の構成例を示す図であ

る。

図9 図9は、図6に示す基板処理装置における処理室の他の構成例を示す図であ

る。

図 図 ０は、本発明の第3の実施の形態に係る基板処理装置の構成例を示す断



面図である。

図11 図 、図 ０に示す測定処理室の構成例を示すブロック図である。

図12 図 2は、本発明の第3の実施の形態の C (装置制御部)の構成例を示すブ

ロック図である。

図13 図 3は、図 ０に示す基板処理装置における処理室の構成例を示す図である

図 4 図 4は、図 ０に示す測定処理室における測定処理の具体例を示すフローチ

ヤートである。

発明を実施するための最良の形態

００44 以下、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，同一の符号を付して重複説明を省略する。

００45 (第 の実施の形態に係る基板処理装置の構成例)

先ず，本発明の第 の実施の形態に係る基板処理装置の構成例を図面を参照しな

がら説明する。

００46 図 は、本実施の形態に係る基板処理装置の 例を示す概略構成図である。図 に

示すよぅに，この基板処理装置 ００は，略多角形状 (例えば六角形状) に形成された

つ共通搬送室 ０2と，真空引き可能に構成された複数 (例えば4つ)の処理室 ０4

～０4 と、を備える真空処理装置を有する。

００47 各処理室 4 ～０4 は、共通搬送室 ０2の周面に、それぞれゲートバルブ ０

6 ～０6 を介して連結されている。また，各処理室 4 ～０4 には、被処理

基板例えば半導体ウェハ (以下，単に「ウェ 」ハ とも称する。) Wを載置する載置台 ０

5 ～０5 が設けられている。各処理室 4 ～０4 は、それぞれ載置台 ０5

～０5 に載置されたウエハWに対して、所定の処理を施し得るよぅになっている。

００48 共通搬送室 ０2には，真空引き可能に構成された2つの口一ドロック室 ０8 ０

8 を介して、略長方形状の搬入側搬送室 ０が連結されている。ロードロック室 ０

8 ０8 と共通搬送室 ０2及び搬入側搬送室 ０との連結部には、それぞれゲ

ートバルブ ０7 ０7 が介在されている。



００49 搬入側搬送室 ０には，ウェハWを複数枚収容できるカセットを載置する例えば3

つの導入ポート 2 ～ 2C及びウェハWを回転してこの偏心量を光学的に求め

て位置合わせを〒ラオリェンタ 4が連結されている。

００5０ 搬入側搬送室 ０内には，ウェハWを保持する2つのピ、ソク 6 6 を有して

屈伸，旋回，昇降及び直線移動可能に構成された搬入側搬送機構 6が設けられ

ている。また，共通搬送室 ０2内には，ウェハWを保持する2つのピ、ソク 8 8

を有して屈伸及び旋回可能に構成された搬送機構 8が設けられている。基板処

理装置 ００には，制御部2００が接続されている。そして、この制御部2００により、基

板処理装置 ００の各部が制御されるよぅになっている。

００5 1 なお，本実施の形態では、共通搬送室 ０2と2つの口一ドロック室の内のいずれか

一方，例えば口一ドロック室 8 、との連結部の搬送 口 ０g は、ウェハWを共通

搬送室 ０2内へ搬入する搬入専用口として用いられ、共通搬送室 ０2と他方の口一

ドロック室 ０8 との連結部の搬送 口 ０g は、ウェハWを共通搬送室 ０2から外へ

搬出する搬出専用口として用いられる。

００52 (ウェハ処理の具体例)

本実施の形態に係る基板処理装置 ００は，ウェハ上の付着物 (例えばコンタミネー

ションや自然酸化膜など) をプラズマによらないガス成分との化学反応及び熱処理に

よって除去する付着物除去処理と，当該付着物除去処理が施されたウェハ上に所定

の薄膜を形成する成膜処理と、を連続して実行するよぅになっている。

００53 (付着物除去処理)

先ず，成膜処理の前処理として実行される付着物除去処理について、詳細に説明

される。

００54 本実施の形態では，水成分を用いず且つプラズマを用いない付着物除去処理が

実行される。この付着物除去処理は，例えばウェハに付着された自然酸ィロ膜を含む

付着物とガス成分とをィロ学反応させて生成物を生成する生成物生成処理と，ウェハ

上に生成された当該生成物を熱処理により除去する生成物除去処理と、の2段階の

処理によって構成される。

００55 生成物生成処理は、例えばCO (Chem ca Ox de Remova )処理であり，生成物除



去処理は、例えばP (Pos Hea T ea men )処理である。C O 処理は，ウエハ上

に付着された付着物例えば自然酸化膜などの酸ィロ膜と、例えばアンモニア ( )

ガス及び弗ィロ水素 ( )ガスなどのガス分子と、をィロ学反応させて、生成物 (主に(

) S を生成する処理である。P 処理は，C O 処理が施されたウエハを
4 2 6

加熱して，C O 処理のィロ学反応によってウエハ上に生成された生成物を気化 (昇華

) させてウエハから除去する処理である。

００5 6 このよぅに，C O 処理及びP 処理は，プラズマレスエッチング処理及びドライクリ

ーニング処理 (乾燥洗浄処理) に相当する (C O 処理が、水成分を用いず且つプラ

ズマを用いずにウエハの自然酸化膜などの付着物を除去することができるため) 。

００5 7 アンモニアガス及び弗ィロ水素ガスを反応ガスとして用いた場合について、C O 処

理及びP 処理のィロ学反応式を具体的に示す。

００5 8 C O 処理のィロ学反応式

００5 9 P 処理のィロ学反応式

( ) S S 2 2
4 2 6 4 3

上述したィロ学反応を利用したC O 処理及びP 処理は，以下の特性を有する。

なお，P 処理においては， 及び も若干量発生する。

００6０ C O 処理及びP 処理の特性

( ) 熱酸化膜の選択比 (除去速度 ) が高い。より詳細には、C O 処理及びP 処理

は，熱酸ィロ膜の選択比が高い一方，ポリシリコンの選択比が低い。従って，熱酸ィロ膜

であるS O 膜からなる絶縁膜の表層やS O 膜と同様の特性を有する疑似 S O 層
2 2 2

またはシリコン表層の自然酸化膜及びウォータマークを効率よく除去することができる

００6 1 (2) 表層や疑似 S O 層が除去された絶縁膜の表面における自然酸ィロ膜の成長速

度が遅い。具体的には、ウェットエッチングによって表面が露出したウエハの表面に

おいては，厚さ3オングストロームの自然酸化膜の成長時間が略 ０分であるのに対

して，C O 処理及びP 処理によって表面が露出したウエハの表面においては，



厚さ3オングストロームの自然酸化膜の成長時間は略2時間以上である。従って，

処理及びP 処理による洗浄工程では，ウォータマークが新たに発生することは

なく，さらに洗浄工程後の時間経過による自然酸ィロ膜の成長も抑制されるので，半導

体デバイスの信頼性を向上させることができる。

００62 (3)ドライ環境において反応が進行する。具体的には、CO 処理において水を反応

に用いることはない。またCO 処理によって水分子が発生したとしても，CO 処理は

略真空状態で行われるため，水分子は気体状態で発生する。従って，水分子が液体

状態でウェハに付着することはないので，ウェハの表面にウォータマーク等が発生す

ることはない。更にP 処理は高温下で行われるため，ウェハの表面にウォータマ

ーク等が発生することはなく，表面が露出したウェハの表面にO 基が配されることも

ない。従って，ウェハの表面が不動態ィ引pass va e)されて親水性になることがないの

で，ウェハの表面は吸湿することもない。このため，半導体デバイスの配線信頼性の

低下を防止することができる。

００63 (4)生成物 (錯体)の生成量は所定時間が経過すると緩和する。具体的には、所定

時間が経過すると，それ以降はウォータマークをアンモニアガス及び弗ィロ水素ガスの

混合気体に暴露し続けても，生成物の生成量は増加しない。また生成物の生成量は

，混合気体の圧力，体積流量比等の混合気体のパラメータによって決定される。従っ
て，ウォータマークの除去量の制御を容易に行ぅことができる。

００64 (5)パーテイクルの発生が非常に少ない。具体的には、例えば2０００枚のウェハにお

ける自然酸化膜の除去を実行しても，処理室内や処理室の内壁等にパーテイクルの

付着がほとんど観察されない。従って、半導体デバイスにおいてパーテイクルを介し

た配線の短絡等が発生することがなく，半導体デバイスの信頼性を向上させることが

できる。

００65 (成膜処理)

次に，成膜処理について説明する。ここでは，成膜処理として、ウェハに形成され

たコンタクトホールまたはビアホールの内側に例えば第 膜としての 系膜及び第2

膜としての 系膜の2層構造のバリア層を成膜する成膜処理が実行される。このよ

ぅな成膜処理を実行する前に，上述したよぅな水成分を用いず且つプラズマを用いな



い付着物除去処理が実行されている。これにより，膜の密着性及び強度を向上させ

ることができる。また，本実施の形態に係る付着物除去処理では、プラズマが用いら

れないため，ウェハの下地膜にプラズマ起因のチヤ一ジアップダメージを負わせるこ

とが防止され得る。このため，ダメージのない配線加工を〒ぅことができ，また、良好な

コンタクト抵抗を有する膜を成膜することができる。

００66 半導体デバイスの製造においては，最近の高密度ィビおよび高集積ィビの要請に対

応して，回路構成を多層配線構造にする傾向にある。このため，下層の半導体デバ

イスと上層の配線層との接続部であるコンタクトホールや上下の配線層同士の接続

部であるビアホールなどの層間の電気的接続のための埋め込み技術が重要になっ
ている。このよぅなコンタクトホールやビアホールの埋め込みには，一般的に (アル
ミニウム)やW (タングステン) ，あるいはこれらを主体とする合金が用いられる。このよ

ぅな金属や合金と下層のシリコン ( ) 基板やポリシリコン (Po 層とのコンタクト

を形成するために，これらの埋め込みに先立ってコンタクトホールやビアホールの内

側に 系膜 (例えば 膜 ) と 系膜 (例えば 膜 ) とを成膜することが行われてい
る。

００6 7 これらの膜の成膜には，デバイスの微細ィビおよび高集積ィビが進んでも電気抵抗が

増加せず良質な膜を形成することができ，しかもステップカバレ、ソジを良好にすること

ができるC (Chem ca Vapo Depos o ィロ学気相成長) 法が用いられている。例

えば C を反応ガスとしてC 法により 膜を成膜することにより、当該 膜を下

地のシリコン基板と反応させてコンタクトホールの底のシリコン拡散層上に自己整合

的に S を選択成長させ，良好なオーミック抵抗を得ている。

００68 このよぅなC 膜を成膜する場合，反応ガスとしては上述したよぅに C ガ

スが一般的に用いられ，還元ガスとしては ガス等が用いられる。 C ガスの結
2 4

合エネルギーはかなり高く，熱エネルギー単独では 2
。００C程度の高温でなければ

分解しない。従って，プラズマエネルギーを併用するプラズマC 法によって，通常

，プロセス温度 ０C程度で成膜を行っている。

００69 ここで，このよぅなメタル成膜においては，良好なコンタクト抵抗を得るために，成膜

処理に先立って下地の上に形成された自然酸化膜を除去する処理が施される。この



よぅな自然酸化膜の除去は、一般的に希弗酸により行われてきたが，水素ガスとアル

ゴンガスを用いて誘導結合プラズマを形成して当該プラズマによって自然酸ィト膜を

除去することもある。

００7０ しかしながら，以上のよぅな従来のプラズマC 法で 膜を成膜すると，粒径が不

均一な S 結品が形成されてしまぅ傾向がある。すなわち，従来は S 膜の成膜

に先立ってアルゴンプラズマを用いたドライ洗浄によって自然酸ィロ膜除去を行ってい
たので，S 拡散層表面がダメージを受けて不均一にアモルファスィビしており，その状

態でプラズマC で 膜を成膜すると，形成される S 結品が一層不均一になっ
てしまぅのである。そして，このよぅな不均一な状態の S 結品は比較的疎に存在

するため，比抵抗が高いとともに S 膜と下地との接触が不均一となる。したがって

，コンタクト抵抗が増加してしまぅ。

００7 1 この点，本実施の形態によれば，前処理として、水成分を用いず且つプラズマを用

いない付着物除去処理 (例えばC O 処理及びP 処理) によってウェハ上に形成

されたコンタクトホールまたはビアホール内の自然酸化膜を除去した上で， 系膜及

び 系膜が成膜される。これにより， 系膜及び 系膜を成膜する前の下地に、

プラズマ起因のチヤ一ジアップダメージを負わせることを防止することができる。従っ
て，プラズマC 法で 膜を成膜しても，ダメージのない配線加工を〒ぅことができ，

また、良好なコンタクト抵抗を有する膜を成膜することができる。また， 系膜及び

系膜の各膜の密着性，強度も向上させることができる。

００7 2 ここで，第 膜成膜処理としての 系膜成膜処理の具体例を説明する。 系膜成

膜処理としては，例えば上述したよぅにプラズマC により 膜を成膜するC

膜成膜処理が行われる。C 膜成膜処理は、例えば C ガスの供給と ガ

スの供給と ガスの供給とプラズマ発生とを同時期に行ぅ工程と， ガスの供給

と ガスの供給と ガスの供給とプラズマ発生とを同時期に行ぅ工程と、によってC

膜を成膜する処理である。この場合，温度は6 5０Cに設定される。

００7 3 なお， 系膜成膜処理は，上記に限られない。例えば，上記6 5０。C よりも低温の4０

O
。
C～ 。

4 5０C にてプラズマC により 膜を成膜するS ( eq en a F ow Depos

on) 膜成膜処理を実行してもよい。S 膜成膜処理は、例えば C ガス



の供給と ガスの供給と ガスの供給とプラズマ発生とを同時期に行う行程と C

ガスの供給のみを止める工程とを複数回繰返した後に， ガスの供給と ガス
4 3

の供給と ガスの供給とプラズマ発生とを同時期に行う工程を〒うことによって，S

膜を成膜する処理である。

００7 4 さらに，他の 膜成膜処理として，原子層堆積 ( A om c a e ed Depos on)

の手法を用いた 膜成膜処理を実行してもよい。 膜成膜処理は，

例えば C ガスのみを供給した後に ガスの供給と ガスの供給とプラズマ生
4 2

成とを同時期に行う工程を複数回繰返した後に， ガスの供給と ガスの供給と

ガスの供給とプラズマ発生とを同時期に行う工程を〒うことによって，

膜を成膜する処理である。

００7 5

ガスを供給する工程を複数回繰返した後， ガスの供給と ガスの供給と

ガスの供給とプラズマ発生とを同時期に行う工程を〒うことによって， 膜を

成膜するようにしてもよい。

００7 6 さらに， C ガスの供給と ガスの供給とプラズマ生成とを同時期に行った後に

ガスの供給と ガスの供給とプラズマ発生とを同時期に行う工程を複数回繰返し

た後， ガスの供給と ガスの供給と ガスの供給とプラズマ発生とを同時期

に行う工程を〒うことによって， 膜を成膜するようにしてもよい。

００7 7 一方，第2膜成膜処理としての 系膜成膜処理は，例えば上述したように、 C

ガス及び ガスを反応ガスとして用い，設定温度を5００～ ０C に設定として，

熱C により 膜を成膜する処理である。

００7 8 (処理室の構成例)

次に，上記のような処理を実行するための基板処理装置 ００における処理室の構

成例 ( 置例) を説明する。本実施の形態に係る基板処理装置 ００は，上述したよう

に、ウエハ上の自然酸化膜などの付着物を水成分を用いず且つプラズマによらない
ガス成分とのィロ学反応及び熱処理によって除去する付着物除去処理と，当該付着

物除去処理が施されたウエハ上に所定の薄膜を形成する成膜処理と、を連続して実

行するようになっている。



００79 このため，処理室 4 ～０4 のぅち、少なくとも2つの処理室の一方が付着物除

去処理室として構成され他方が成膜処理室として構成される。

００8０ また，付着物除去処理は、上述したよぅに、複数段階の処理を連続して実行するよ

ぅになっていてもよく，その場合には付着物除去処理室を複数の処理室で構成しても

よい。具体的には、例えば上述したよぅな生成物生成処理 (例えばCO 処理) と生成

物除去処理 (例えばP 処理) との2段階の処理によって行ぅ場合には、処理室 ０4

～０4 のぅちの2つの処理室を付着物除去処理室として構成してもよい。この場

合，一方の処理室が生成物生成処理室として構成され，他方の処理室が生成物除

去処理室として構成される。

００8 1 また、成膜処理は、異なる膜を連続して成膜するよぅにしてもよい。その場合には、

成膜処理室が複数の処理室で構成され得る。具体的には、第 膜 (例えば 系膜) と

第2膜 (例えば 系膜) とを連続して成膜する場合には、処理室 4 ～０4 のぅ

ちの2つの処理室が成膜処理室として構成され得る。この場合，一方の処理室が第

膜を成膜する第 膜成膜処理室として構成され，他方の処理室が第2膜を成膜する

第2膜成膜処理室として構成される。このよぅに，基板処理装置 ００によって実行さ

れる付着物除去処理と成膜処理との内容に応じて、各処理室 4 ～０4 の構成

が決定される。

００82 ここで，例えばコンタクトホールまたはビアホールが形成されたウェハWが基板処理

装置 ００に導入され，このウェハWに対して上述したよぅな付着物除去処理としての

CO 処理及びP 処理が連続して実行された後，成膜処理としての 膜成膜処理

及び 膜成膜処理が連続して実行される場合の基板処理装置 ００における処理

室の構成例 ( 置例)を図2に示す。

００83 図2に示す構成例では，処理室 ０4 ０4 ０4C ０4 が、それぞれ、CO

処理室，P 処理室， 膜成膜処理室， 膜成膜処理室として構成されている。

各処理室 4 ～０4 における処理は、それぞれ，後述する制御部2００の C (装

置制御部) 3００に設けられたプログラムデータ記憶手段36０に記憶されたプロセス処

理プログラム364に基づいて実行される。すなわち， C3００のCP 3 ０がプロセス

処理プログラム364から必要な処理プログラムを読出し、処理データ記憶手段37０に



記憶されたプロセス処理情報 (例えばプロセスレシピ情報) 374から必要な情報を読

み出して、各処理を実行する。なお、制御部2００の構成の詳細は後述する。

００84 (基板搬送処理の具体例)

次に，図2に示すよぅな構成の基板処理装置 ００におけるウェハWの搬送処理に

ついて説明する。ウェハWに対する各処理室 4 ～０4 での処理は上記の順序

で行われるので，ウェハWの搬送経路は図2に示す実線矢印のよぅになる。このよぅ

なウェハ搬送処理は，制御部2００の C (装置制御部 3００に設けられる後述のプロ

グラムデータ記憶手段36０に記憶された搬送処理プログラム362 に基づいて実行さ

れる。すなわち， C3００のCP 3 が処理データ記憶手段37０に記憶される搬送

処理情報 (例えば搬送経路情報) 372 から必要な情報を読み出して、搬送処理プロ

グラム362 を実行することによって、ウェハの搬送処理を実行するのである。

００85 ここでは、一例として、中央の導入ポート 2 に設置されたカセット(キヤリアも含

む)から例えばコンタクトホールまたはビアホールが形成された処理前ウェハWが取り

出されるものとしている。また、2つの口一ドロック室 ０8 ０8 のぅちのいずれか一

方の口一ドロック室，ここではロードロック室 ０8 、が処理前ウェハWの搬入用に用

いられ，他方の口一ドロック室 ０8 が処理済ウェハWの搬出用に用いられる。今，

各処理室 4 ～０4 内にはそれぞれウェハWが収容されていて、それぞれの処

理が終了しているか、あるいは、ほぼ終了しかけているものとする。

００86 さて、先ず，搬入側搬送室 ０内の搬送処理について説明する。搬出用の口一ドロ
、ソク室 ０8 内に，処理室 ０4 での処理が終了した処理済のウェハWが収容され

ているものとすると、この処理済ウェハWは，搬入側搬送機構 6によって、搬送経

路 に示すよぅに、中央の導入ポート 2 へ搬送されて収容される。

００87 一方，中央の導入ポート 2 に収容されている処理前のウェハWは，搬入側搬

送機構 6によって、搬送経路X 2に示すよぅに、オリェンタ 4へ搬送される。そし

て、オリェンタ 4で処理前のウェハWの位置合わせが行われる、その後，位置合わ

せされた処理前のウェハWは、搬入側搬送機構 6によって、搬送経路X 3に示す

よぅに、搬入用の口一ドロック室 ０8 内へ搬送され、収容される。処理前のウェハW

は、ロードロック室 ０8 内で待機する。以上の搬送操作は，ウェハWの処理が進む



毎に、繰り返し行われる。

００88 次に，共通搬送室 ０2内でのウェハの搬送処理について説明する。先ず，搬送機

構 8によって、処理室 ０4 に収容されていた処理済のウェハWが取り出され，搬

送経路 に示すよぅに、空き状態の口一ドロック室 ０8 内に搬送される。

００89 次いで，搬送機構 8によって、処理室 ０4C内に収容されていた処理済のウェ
ハWが取り出され，搬送経路 2に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4 内へ搬入

される。その後，処理室 ０4 内での処理が開始される。

００9０ 続いて，搬送機構 8によって、処理室 ０4 内に収容されていた処理済のウェハ

Wが取り出され，搬送経路 3に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4C内へ搬入さ

れる。その後，処理室 ０4C内での処理が開始される。

００9 1 次いで，搬送機構 8によって、処理室 4 内に収容されていた処理済のウェ
ハWが取り出され，搬送経路 4に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4 内へ搬入

される。その後，処理室 ０4 内での処理が開始される。

００92 続いて，搬送機構 8によって、ロードロック室 8 内で待機していた処理前のウ

ェハWが取り出され，搬送経路 5に示すよぅに、空き状態の処理室 4 内へ搬

入される。その後，処理室 4 内での処理が開始される。

００93 なお，ウェハWの搬出入の際には，各ゲートバルブ ０6 ～０6 ０7 ０7

のぅち必要なゲートバルブのみが開閉操作される。また、各処理室 4 ～０4 に

てウェハWの処理が完了する毎に、上記の操作が繰り返び了われる。

００94 このよぅにして，コンタクトホールまたはビアホールが形成された処理前のウェハW

に対して、処理室 4 ～処理室 ０4 にて、それぞれCO 処理，P 処理， 膜

成膜処理， 膜成膜処理が連続して施される。従って，ウェハWのコンタクトホー

ルまたはビアホールの内壁には，CO 処理及びP 処理によって自然酸ィロ膜など

の付着物が除去された状態で， 膜成膜処理及び 膜成膜処理によって 膜及

び 膜のバリア層が成膜される。

００95 これにより，膜の密着性及び強度が向上される。また，ウェハの下地膜にプラズマ

起因のチヤ一ジアップダメージを負わせることが防止されるので，ダメージのない配

線加工を〒ぅことができ，良好なコンタクト抵抗を有する膜を成膜することができる。



００9 6 なお，各処理室 4 ～０4 の構成 ( 置) は、図2 に示すものに限られない。各

処理室 4 ～０4 のぅちのどの処理室をC O 処理室，P 処理室， 膜成膜

処理室， 膜成膜処理室として構成してもよい。従って，ウェハの搬送順序につい
ても，C O 処理室づP 処理室づ 膜成膜処理室づ 膜成膜処理室とレづ順

に搬送されるので，処理室 4 づ処理室 ０4 づ処理室 ０4 Cづ処理室 ０4 と

いぅ順でなくてもよい。

００9 7 (制御部の構成例

次に、基板処理装置 ００の制御部2００の構成例を図3を参照しながら説明する。

図3 は，制御部 (システムコントローラ) 2００の構成例を示すブロック図である。図3 に

示すよぅに，制御部2００は，装置制御部 ( Eq pmen C on o e ) 3００と，複数の

モジュール制御部 ( o d e C on o e ) 2 ０ 2 3０ 2 3０C と C3００と

各 C23０ 2 3０ 2 3０C …とをそれぞれ接続するス不ソチングハブ ( ) 2 2０
と、を備えている。

００9 8 制御部2００の C3００は、例えば ( oca A ea Ne wo k) 2０2を介して、基板

処理装置 ００が設置される工場全体の製造工程を管理する S (Man 佑c ng E

，。。 o n ，。m ) 2０4 に接続されている。 S2０4 は例えばコンピュータにより構成

される。 S2０4 は，制御部2００と連携して、工場における各種工程に関するリアル

タイム情報を基幹業務システム (図示しない) にフィードバックするとともに，工場全体

の負担等を考慮して各種工程に関する判断を行列あるレ ま判断を支援する) よぅに

なっている。

００9 9 C3００は， C23０ 2 3０ 2 3０C …を統括して基板処理装置 ００全体の動作

を制御する主制御部 (マスタ制御部 ) を構成する。スイ、ソチングハブ2 2０は， C3００

からの制御信号に応じて、 C3００の接続先としての C23０ 2 3０ 2 3０C …を

切換える。

０1００ 各 C23０ 2 3０ 2 3０C …は、それぞれ，基板処理装置 ００の共通搬送室 ０

2，処理室 4 ～０4 ，ロードロック室 ０8 ０8 ，搬送室 ０，オリェンタ皿

4等の各モジュールの動作を制御する副制御部 (スレーブ制御部 を構成する。各

C23 ０ 2 3０ 2 3０C は、それぞれ S (D s b on)ボード234 2 34



234C… によって、例えばG OS ネットワーク2０6を介して、各1 (入出力) モジ

ュール236 2 36 236 …に接続されている。ここで、G OS ネットワーク2０6

とは， (モジュール制御部) に搭載されたG OS (G。n。 H gh p。。d O p

c a ab e T ansce ve ) と称される S によって実現されるネットワークである。G O

S ネットワーク2０6 には、最大で3 個の1 モジュールを接続することができる。な

お，G OS ネットワーク2０6では、 Cがマスタに相当し1 モジュールがスレー

ブに相当する。

０1０1 各1 モジュール236 2 36 236 …は、それぞれ，処理室 4 ～０4

などの各モジュールの各構成要素 (以下，「ェンドデバイス」と称する。) に接続された

複数の1 部238 2 38 238 …からなり，各ェンドデバイスへの制御信号の

供給 達) 及び各ェンドデバイスからの出力信号の受信 達 を行ぅ。例えば、処

理室 ０4のェンドデバイスとしては，処理室 ０4 内に導入されるガスの流量を制御す

るマスフローコントローラ及び処理室 ０4からの排気を制御する PCバルブ、などが

挙げられる。

０1０2 各G OS ネットワーク2０6 には，1 部238 2 38 238 …におけるデジタ

ル信号，アナログ信号，シリアル信号の入出力を制御する1 ボード(図示しない)

も接続される。

０1０3 ここで，図3 に示す 3００の構成例について、図4を参照しながら説明する。図4

は 3００の構成例を示すブロック図である。図4 に示すよぅに， 3００は、 C本体

を構成するC P (中央処理装置) 3 ０と，C P 3 ０が行ぅ各種データ処理のために

使用されるメモリエリア等が設けられた (ランダム・アクセスづモり) 3 2０と，操作

画面や選択画面などを表示する液晶ディスプレイなどで構成される表示手段 3 3０と，

オペレータによるプロセスレシピの入力や編集など種々のデータの入力及び所定の

記憶媒体へのプロセスレシピやプロセス・ログの出力など種々のデータの出力を行ぅ

ことができる入出力手段 34０と，基板処理装置 ００に漏電等の異常が発生した際に

報知する警報器 (例えばブザー) などの報知手段 3 5０と、を備えている。

０1０4 また， C3００は，基板処理装置 ００の種々の処理を実行するための処理プログラ

ムを記憶するプログラムデータ記憶手段 3 6０と，前記処理プログラムを実行するため



に必要な情報 (データ) が記憶される処理データ記憶手段 3 7０と、を更に備える。プ

ログラムデータ記憶手段 3 6０及び処理データ記憶手段 3 7０は、例えばハードディス

ク ( )などの記憶領域に構築される。

０1０5 C P と，山女 32０と，表示手段 3 3０と，入出力手段 3 4０と，報知手段 3 5０と，

プログラムデータ記憶手段 3 6０と，処理データ記憶手段 3 7０等とは，制御バスやデ

ータバス等のバスラインにより接続されている。このバスラインには，上記ス不ソチング

ハブ2 2０なども接続されている。

０1０6 C P は、必要に応じて、プログラムデータ記憶手段 3 6０及び処理データ記憶

手段 3 7０から必要なプログラムや必要なデータを読み出して，各種の処理プログラム

を実行する。

０1０7 ここで，上述したよぅな構成の制御部2００による基板処理装置 ００の制御例につい
て説明する。

０1０8 各処理室 4 ～０4 において，例えばウェハW に上述したよぅなC O 処理，P

処理， 膜成膜処理， 膜成膜処理などのプロセス処理が施される場合， C

3００のC P 3 ０は、プログラムデータ記憶手段 3 6０のプロセス処理プログラム3 6 4

から実行する処理プログラムを読出しまた、処理データ記憶手段 3 7０のプロセス処

理情報3 7 4から実行する処理に対応するプロセスレシピの情報を読出し、これらに基

づいて各処理を実行する。より具体的には，C P 3 ０は，各処理プログラムに応じて

、ス不ソチングハブ2 2０、処理室 4 ～０4 を制御する C23０ G OS ネット

ワーク2０6及び1 モジュール236 における1 部238 を介して，所望のェンドデ

バイスに制御信号を送信することによって各処理を実行する。

０1０9 例えばC O 処理室として構成された処理室 4 において，ウェハW にC O 処

理が施される場合について説明する。この場合，C P 3 ０は、処理室 4 のガス

導入系のマスフローコントローラ (例えばアンモニアガス供給管及び弗ィロ水素ガス供

給管のマスフローコントローラ) に制御信号を送信することによって、処理室 4 に

おけるアンモニアガス及び弗ィロ水素ガスの体積流量比を所望の値に調節する一方，

排気系の真空ポン 例えば P)及び圧力調整バルブ (例えば PCバルブ) に制

御信号を送信することによって、処理室 4 内の圧力を所望の値に調整する。この



とき，圧力計が処理室 4 内の圧力値を出力信号として C3 のC P 3 に送

信する。C P 3 は、送信されてきた処理室 4 内の圧力値に基づいて，アンモ

ニアガス供給管及び弗ィロ水素ガス供給管のマスフローコントローうや， PCバルブ

及び Pの制御パラメータ等を決定 (修正) する。

０11０ また、P 処理室として構成された処理室 ０4 において，ウェハW にP 処理

が施される場合について説明する。この場合、C P 3 は、処理室 ０4 のガス供

給系のマスフローコントローラ (例えば窒素ガス供給管のマスフローコントローラ) 及び

排気系の圧力調整バルブ (例えば PCバルブ) に制御信号を送信することによって

、処理室 ０4 内の圧力を所望の値に調整する。一方，ステージヒータに制御信号を

送信することによってウェハWの温度を所望の温度に調整する。このとき，圧力計が

処理室 ０4 内の圧力値を出力信号として C3 のC P 3 に送信する。C P 3

０は、送信されてきた処理室 ０4 内の圧力値に基づいて，窒素ガス供給管の

Cや PCバルブ6 9の制御パラメータを決定 (修正) する。

０111 図3 に示す制御部 (システムコントローラ) 2００では，複数のェンドデバイスが C3

に直接接続されないで，複数のェンドデバイスに接続された1 部がモジュール
ィビされて1 モジュールを構成している。この1 モジュールが、 C23０及びスイ

、ソチングハブ2 2０を介して C3００に接続されているため，通信系統が簡素ィビされ得

る。

０112 ここで， C3００のC P 3 ０が送信する制御信号には，所望のェンドデバイスに接

続された1 部のアドレス，及び、その1 部を含む1 モジュールのアドレスが

含まれている。このため，スイ、ソチングハブ2 2０は、制御信号における1 モジュー

ルのアドレスを参照し C23０の S 2０6も、制御信号における1 部のアド

レスを参照することができる。すなわち，スイ、ソチングハブ2 2０と C23０とがC P 3

に制御信号の送信先の問い合わせを〒ぅ必要が無い。これにより，制御信号の円

滑な伝達を実現することができる。

０113 このよぅに，第 の実施の形態に係る基板処理装置 ００では，成膜処理を〒ぅ前に

，ウェハに付着された自然酸ィロ膜などの付着物がプラズマを用いない付着物除去処

理 (例えばC O 処理及びP 処理) を実行することによって除去された後，当該ウ



エハを大気に露出することなく、連続して成膜処理を実行することができるため，膜の

密着性と強度とを向上させることができる。また，プラズマを用いないで自然酸化膜を

除去できるので，ダメージのない配線加工を〒ぅことができ，良好なコンタクト抵抗を

有する膜を成膜することができる。

０114 なお，上記のよぅにコンタクトホールまたはビアホールのバリア層を成膜する処理で

は，前工程としてCO 処理及びP 処理を〒ぅことが有効であることを説明した。し

かしながら，成膜処理としてはこれに限られるものではなく，以下のよぅな他の成膜処

理の前工程としてCO 処理及びP 処理を〒ぅよぅにしてもよい。

０115 (成膜処理の他の具体例)

ここで，本発明に適用可能な成膜処理の他の具体例について説明する。ここでは，

前工程としてCO 処理及びP 処理を〒ぅことが有効な成膜処理として、 OS

などの OSデバイスのゲート絶縁膜を高誘電体 ( 材料により成膜する

処理について説明する。

０116 OSデバイスのゲート絶縁膜は，微細ィビの進展により，近年ではシリコン酸化膜相

当で 以下の厚さの膜が必要とされている。これは3～4原子層の厚さに相当する

。このくらい薄くなると，トンネル電流の増大，ゲート電極にド一プした元素の拡散，信

頼性の低下等により，シリコン酸ィロ膜は使えない。このため，誘電率が高い膜 (いわ

ゆる 膜 ) の開発が非常な勢いで進められている。すなわち，Z O fO

などの遷移金属酸ィロ膜， a などの希土類酸ィロ膜、及び、それらのシリケートな

どが，高い誘電率を有すること，高い熱的安定性を有すること，及び、S 中の正孔と

電子に対して高いエネルギー障壁を有することから，次世代の OS などの O

Sデバイスにおけるゲート絶縁膜として精力的に研究されている。

０117 ところが、これらの高誘電率膜と 基板との間には，シリケートからなる組成遷移層

が形成され，シリケート層とS 基板の間にS の中間酸化状態からなる組成遷移層が

形成されてしまぅ。従って，これら組成遷移層が形成されることを防止するために，先

に酸ィロ防止層としてべ一ス酸ィロ膜 (例えばS O 膜 ) を成膜する必要がある。このよぅ

にべ一ス酸ィロ膜をシリケート層とS 基板との間に介在させることによって、デバイス特

性の劣ィヒ，つまり移動度の低下を防止することができる。



０118 このよぅな高誘電体 ( 材料によるゲート絶縁膜の成膜に際しては、原子

層レベルでの制御が必要である。このため，ゲート絶縁膜の成膜処理を実行する前

に，プラズマを用いないドライクリーニングである付着物除去処理 (例えばC O 処理

及びP 処理) を実行して自然酸化膜などの付着物を除去することによって，膜の

密着性と強度とを向上させることができる。

０119 また，もしプラズマを用いて自然酸化膜を除去すれば，ゲート絶縁膜を成膜する下

地にプラズマ励起のチヤ一ジアップダメージを負わせてしまぅ虞がある。このよぅに下

地にダメージを残したままゲート酸化膜を成膜すると，そのダメージの程度によっては

、ゲート酸ィロ膜の破壊を招いて， OSデバイス自体の特性が劣ィビする虞がある。こ

の点，本実施の形態に係る付着物除去処理 (例えばC O 処理及びP 処理) によ

れば，プラズマが用いられないため，ゲート絶縁膜を成膜する下地にダメージを与え

ることがない。このため， OSデバイスの特性が劣ィビすることを防止することができる

０12０ このよぅな高誘電体 ( 材料のゲート絶縁膜 (高誘電体ゲート絶縁膜 ) を成

膜する処理においては，ウェハ上すなわちシリコン基板上に、非常に薄い，好ましく

は 以下の膜厚の、S O 膜などのべ一ス酸ィロ膜を先に成膜した後で，

膜 (例えば fS O，などのシリケート膜 ) が成膜される。ここで，べ一ス酸ィロ膜成膜処

理が前記第 膜成膜処理に相当し 膜成膜処理が前記第2膜成膜処理に

相当する。

０12 1 べ一ス酸ィロ膜成膜処理 (第 膜成膜処理) は，例えば紫外光励起酸素ラジカルを

使ったう、ジカル酸ィロ処理によって行われる。具体的には、シリコン基板の紫外光励起

ラジカル酸ィロ処理によって，2～3分子層に相当する膜厚のべ一ス酸ィロ膜を安定に

再現性良く形成することができる。このよぅに、酸素う、ジかレによって、シリコン基板上

の表面にべ一ス酸ィロ膜として例えば略０・ 程度のS O 原子層が形成される。こ

の場合の処理時間は、例えば3００秒である。

０122 膜成膜処理 (第2膜成膜処理) では，べ一ス酸ィロ膜成膜処理によってべ

一ス酸化膜が形成されたクエハ上に，例えば有機金属化学気相堆積 ( OC 法

などにより、金属酸ィロ膜 (例えば fS O などのシリケート膜 ) が形成される。具体的



には、例えばべ一ス酸ィロ膜としてS 原子層が形成された基板を4００～6００Cに

加熱した状態で，基板上に原料ガスが導入されると，当該原料ガスが分解して、基板

上に例えば fS O などのシリケート膜の薄膜が形成される。この場合の処理時間と

しては、例えば34 3秒である。

０123 (処理室の他の構成例)

次に，このよぅな処理を実行するための基板処理装置 ００における処理室の構成

例を説明する。本実施の形態に係る基板処理装置 ００は，C O 処理，P 処理，

べ一ス酸ィロ膜成膜処理 ( 処理) ， 膜成膜処理 ( OC 処理) を連続

して実行する。

０124 このため，処理室 4 ～０4 のぅち、少なくとも2つの処理室が、それぞれ、

処理，P 処理を実行する付着物除去処理室として構成され，他の2つの処理室

が、それぞれ、酸化膜成膜処理 ( 処理) ， 膜成膜処理 ( OC 処理)

を実行する成膜処理室として構成される。

０125 ここで，基板処理装置 ００における処理室 ０4 ０4 ０4 C ０4 が、それ

ぞれ、C O 処理室，P 処理室，酸ィロ膜成膜処理 ( 処理) 室， 膜成膜

処理 ( OC 処理) 室として構成された例を図5 に示す。酸ィロ膜成膜処理 ( 処

理) 室における処理，及び、 膜成膜処理 ( OC 処理) 室における処理

については，それぞれ、上述した制御部2００の C (装置制御部) 3００のプログラム

データ記憶手段 3 6０に記憶されたプロセス処理プログラム3 6 4 に基づいて実行され

る。 C3００のC P 3 ０は、プロセス処理プログラム3 6 4から必要な処理プログラムを

読出すと共に、処理データ記憶手段 3 7０に記憶されたプロセス処理情報 (例えばプ

ロセスレシピ情報) 3 74から必要な情報を読み出して、各処理を実行する。

０126 なお，各処理室 4 ～０4 を図5 に示すよぅに構成した場合の基板処理装置

００におけるウェハWの搬送については，図2 に示す構成の場合と同様であるため，

その詳細な説明を省略する。

０127 (第2の実施の形態に係る基板処理装置の構成例)

次に，第2の実施の形態に係る基板処理装置の構成例を図面を参照しながら説明

する。図6 は、第2の実施の形態に係る基板処理装置の概略構成図である。図6 に示



すよぅに，基板処理装置 ０では、複数の処理室と共通搬送室とを有する真空処理

装置が、複数連結されている。このよぅな構成の基板処理装置 ０においても、本発

明を適用することができる。

０128 図6に示す基板処理装置 ０では，図 に示す基板処理装置 ００における共通搬

送室が第 共通搬送室 ０2として表されている。第 共通搬送室 ０2と2つの口一ドロ
、ソク室 ０8 ０8 との間に、別の第2共通搬送室 2０が介在されている。第2共通

搬送室 2０は，略多角形 (例えば変則的なセ角形) に構成されており，その2つの辺

に2つの処理室 ０4 ０4 がそれぞれゲートバルブ ０6 ０6 を介して連結さ

れている。なお，第 共通搬送室 ０2とこれに接続される4つの処理室 (処理室 ０4

～０4 ) とを有する真空処理装置は、第 真空処理装置の一例であり，第2共通

搬送室 2０とこれに接続される2つの処理室 (処理室 ０4 ０4 )とを有する真空

処理装置は、第2真空処理装置の一例である。

０129 第 共通搬送室 ０2と第2共通搬送室 2０との間には，両共通搬送室 ０2 2０を

連通すると共にウェハWを一時的に保持できるパス部 22が設けられている。第 共

通搬送室 ０2と第2共通搬送室 2０との間でウェハを搬送する際には，このパス部

22にてウェハWが一時的に保持されるよぅになっている。この場合，第 共通搬送室

０2の形状は，パス部 22を連結するために、変則的なセ角形に成形されている。

第 共通搬送室 ０2とパス部 22の接合部には、ゲートバルブ 26が設けられてレめ
。このゲートバルブ 26を開閉することにより，両共通搬送室 ０2 2０間の連通及

び遮断が可能である。

０13０ 処理室 ０4 及び処理室 ０4 内には，他の処理室 4 ～０4 と同様に、ウェ
ハWを保持する載置台 ０5 ０5 がそれぞれ設けられている。また，第2共通搬

送室 2０内には，第 共通搬送室 ０2と同様に，2つのピ、ソク 24 24 を有する

屈伸及び旋回可能になされた搬送機構 24 が設けられている。第2共通搬送室 2０

の搬送機構 24 は，第 共通搬送室 ０2の搬送機構 8と同様な操作で、ウェハを

効率的に搬送するよぅになっている。

０131 なお，第2共通搬送室 2０と2つの口一ドロック室の内のいずれか一方，例えば口一

ドロック室 ０8 、との連結部の搬送 口 5 2 は、ウェハWを第2共通搬送室 2０内



へ搬入する搬入専用口として用いられ，第2共通搬送室 2０と他方の口一ドロック室

０8 との連結部の搬送 口 5 2 は、ウェハWを第2共通搬送室 2０から外へ搬出

する搬出専用口として用いられる。

０132 (処理室の構成例)

次に，図6に示す基板処理装置 ０における処理室の構成例 (配置例) を説明す

る。本実施の形態に係る基板処理装置 ０も，ウェハ上の自然酸ィロ膜などの付着物

を水成分を用いず且つプラズマによらないガス成分とのィロ学反応及び熱処理によっ
て除去する付着物除去処理と，当該付着物除去処理が施されたウェハ上に所定の

薄膜を形成する成膜処理と、を連続して実行するよぅになっている。

０133 このため，処理室 4 ～０4 のぅち、少なくとも2つの処理室の一方が付着物除

去処理室として構成され他方が成膜処理室として構成される。

０134 また，付着物除去処理は、上述したよぅに、複数段階の処理を連続して実行するよ

ぅになっていてもよく，その場合には付着物除去処理室を複数の処理室で構成しても

よい。具体的には、例えば上述したよぅな生成物生成処理 (例えばCO 処理) と生成

物除去処理 (例えばP 処理) との2段階の処理によって行ぅ場合には、処理室 ０4

～０4 のぅちの2つの処理室を付着物除去処理室として構成してもよい。この場

合，一方の処理室が生成物生成処理室として構成され，他方の処理室が生成物除

去処理室として構成される。

０135 また、成膜処理は、異なる膜を連続して成膜するよぅにしてもよい。その場合には、

成膜処理室が複数の処理室で構成され得る。具体的には、第 膜 (例えば 系膜 ) と

第2膜 (例えば 系膜 ) とを連続して成膜する場合には、処理室 4 ～０4 のぅ

ちの2つの処理室が成膜処理室として構成され得る。この場合，一方の処理室が第

膜を成膜する第 膜成膜処理室として構成され，他方の処理室が第2膜を成膜する

第2膜成膜処理室として構成される。このよぅに，基板処理装置 ０ によって実行さ

れる付着物除去処理と成膜処理との内容に応じて、各処理室 4 ～０4 の構成

が決定される。

０136 ここで，例えばコンタクトホールまたはビアホールが形成されたウェハWが基板処理

装置 ０ に導入され，このウェハWに対して上述したよぅな付着物除去処理としての



CO 処理及びP 処理が連続して実行された後，成膜処理としての 膜成膜処理

及び 膜成膜処理が連続して実行される場合の基板処理装置 ０における処理

室の構成例 ( 置例) を図7に示す。

０137 図7に示す構成例では，処理室 ０4 ０4 ０4C ０4 が、それぞれ、CO

処理室，P 処理室， 膜成膜処理室， 膜成膜処理室として構成されている。

０138 (ウェハの搬送処理)

次に，図7に示すよぅな構成の基板処理装置 ０におけるウェハWの搬送処理に

ついて説明する。ウェハWに対する各処理室 4 ～０4 での処理は上記の順序

で行われるので，ウェハWの搬送経路は図7に示す実線矢印のよぅになる。

０139 ここでは、一例として、中央の導入ポート 2 に設置されたカセット(キヤリアも含

む)から例えばコンタクトホールまたはビアホールが形成された処理前ウェハWが取り

出されるものとしている。また、2つの口一ドロック室 ０8 ０8 のぅちのいずれか一

方の口一ドロック室，ここではロードロック室 ０8 、が処理前ウェハWの搬入用に用

いられ，他方の口一ドロック室 ０8 が処理済ウェハWの搬出用に用いられる。今，

各処理室 4 ～０4 内にはそれぞれウェハWが収容されていて、それぞれの処

理が終了しているか、あるいは、ほぼ終了しかけているものとする。

０14０ まず，図7に示す搬入側搬送室 ０内のウェハWの搬送処理は，図2に示す場合

と同様である。このため，その詳細な説明は省略する。この場合，図7に示す搬送経

路X2 ～X23 が、それぞれ図2に示す搬送経路 ～X 3に相当する。

０14 1 また，第 共通搬送室 ０2内のウェハWの搬送処理は，図2に示す場合とほぼ同

様であるが，図7における第 共通搬送室 ０2内の搬送処理においては、ウェハW

はパス部 22との間で搬送される。この点で，ウェハWをロードロック室 ０8 ０8

との間で搬送する図2の場合と相違する。

０142 具体的には，図7に示す搬送経路 2 ～ 25が、それぞれ図2に示す搬送経路

皿～ 5 に相当する。ここで，搬送経路 2 については、ウェハWが処理室 ０4

からパス部 22へ搬送され，搬送経路 25については、ウェハWがパス部 22から

処理室 4 へ搬送される。これらの点で，搬送経路 5とは異なっている。

０143 第2共通搬送室 2０内のウェハWの搬送処理については，先ず、搬送機構 24 に



よって、パス部 22に収容されていた処理済のウェハWが取り出され，搬送経路Z2

に示すよぅに、空き状態の口一ドロック室 ０8 内に搬送される。次いで，ロードロック

室 8 内で待機していた処理前のウェハWが、搬送機構 24 によって取り出され，

搬送経路Z22 に示すよぅに、パス部 22内へ搬送される。

０144 なお，ウェハWの搬出入の際には，各ゲートバルブ ０6 ～０6 ０7 ０7

2 6のぅち必要なゲートバルブのみが開閉操作される。そして，各処理室 4 ～
０4 にてクエハWの処理が完了する毎に、上記の操作が繰り返し行われる。

０145 このよぅにして，コンタクトホールまたはビアホールが形成された処理前のウェハW

に対して、処理室 4 ～処理室 ０4 にて、それぞれCO 処理，P 処理， 膜

成膜処理， 膜成膜処理が連続して施される。

０146 このよぅに，図7に示す処理室の構成 ( 5置) によれば，第 共通搬送室 ０2に接続

された処理室 4 ～処理室 ０4 が、それぞれ、CO 処理室，P 処理室，

膜成膜処理室， 膜成膜処理室として構成されているため，第2共通搬送室 2０

に接続された処理室 ０4 ０4 については，ウェハに他の処理を施す処理室とし

て構成することができる。

０147 例えば、処理室 ０4 スは処理室 ０4 は，コンタクトホールまたはビアホール内に

埋込むためのタングステン膜などを成膜する金属系膜成膜室として構成され得る。こ

の場合には，処理室 4 ～処理室 ０4 によって処理されたウェハWが処理室 ０

4 又は ０4 に搬送されて，ウェハWに形成された 膜及び 膜のバリア層上に

、タングステン膜が形成され得る。これにより，コンタクトホールまたはビアホール内の

プラズマレス洗浄処理， 膜及び 膜のバリア層成膜処理，タングステン膜の埋込

み処理、を連続して行ぅことができる。

０148 なお，基板処理装置 ０の処理室の構成 ( 置) は，上記のものに限られない。例

えば、成膜処理としてべ一ス酸ィロ膜成膜処理 ( 処理)及び 膜成膜処理

( OC 処理) を〒ぅ場合には，図8に示すよぅに、処理室 ０4C ０4 を、それ

ぞれ、べ一ス酸ィロ膜成膜処理 ( 処理) 室， 膜成膜処理 ( OC 処理

室として構成してもよい。この場合の搬送処理は，図7に示す場合と同様であるため

，その詳細な説明を省略する。



０149 また，第 共通搬送室 ０2に接続された処理室 4 ～処理室 ０4 を成膜処理

室として構成し第2共通搬送室 2０に接続された処理室 ０4 ０4 を付着物除

去処理室 (例えばCO 処理室及びP 処理室) として構成してもよい。この場合，

例えば図9に示すよぅに、第 共通搬送室 ０2に接続された処理室 4 ～０4 を

2系統の成膜処理室として構成してもよい。

０15０ 具体的には、図9に示すよぅに、第 共通搬送室 ０2に接続された処理室 4 ，

０4 を、第 系統，すなわち、第 膜成膜処理室，第 膜成膜処理室として構

成し処理室 ０4C ０4 を、第2系統，すなわち、第2 膜成膜処理室，第2

膜成膜処理室として構成する。この第 系統と第2系統では、同じプロセスレシピで成

膜処理を実行するよぅにしてもよいし例えばガス流量や圧力などが異なるプロセスレ

シピで成膜処理を実行するよぅにしてもよい。一方，第2共通搬送室 2０に接続され

た処理室 ０4 ，処理室 ０4 を、それぞれ、CO 処理室，P 処理室として構成

する。

０151 ここで，図9に示すよぅに構成された基板処理装置 ０の搬送処理について説明す

る。図9に示すよぅに，第2共通搬送室 2０内では、ウェハWは処理室 ０4 ０4

の順に処理されてパス部 22に収容される。そして，第 共通搬送室 ０2内では，ウ

ェハWはパス部 22から処理室 ０4 ０4 に当該順に搬送されて処理される (第

系統 )。同時に，ウェハWはパス部 2 2から処理室 ０4C ０4 に当該順に搬送

されて処理され得る (第2系統 )。これら2つの系統の処理が、選択的に実行可能であ

る。これら2系統の処理は、並列して実行してもよいしいずれか一方の系統のみの

処理を連続に実行してもよい。

０152 ここで，図9に示す搬入側搬送室 ０内のウェハWの搬送処理は，図2に示す場

合と同様である。このため，その詳細な説明は省略する。この場合，図9に示す搬送

経路X3 ～X33 が、それぞれ図2に示す搬送経路 ～X 3に相当する。

０153 次に，第2共通搬送室 2０内のウェハWの搬送処理については、先ず、搬送機構

24 によって、パス部 22に収容されていた処理室 ０4 又は処理室 ０4 にて処

理済のクエハWが取り出され，搬送経路Z3 に示すよぅに、空き状態の口一ドロック

室 ０8 内に搬送される。



０154 次いで，搬送機構 24 によって、処理室 ０4 にて処理済のウェハWが取り出され

，搬送経路Z32 に示すよぅに、空き状態のパスｧ 22内に搬送される。続いて，搬送

機構 24 によって、処理室 ０4 にて処理済のウェハWが取り出され，搬送経路Z3

3に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4 内へ搬入される。その後，処理室 ０4 内

での処理が開始される。

０155 次いで，ロードロック室 8 内で待機していた処理前のウェハWが搬送機構 24

によって取り出され，搬送経路Z34 に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4 内へ搬入

される。その後，処理室 ０4 内での処理が開始される。

０156 次に，第 共通搬送室 ０2内のウェハWの搬送処理について説明する。第 共通

搬送室 ０2内のウェハに対しては，上述したよぅに、2系統の処理が実行可能である

０ 57 第 系統 (処理室 4 ０4 で処理を行ぅ場合は，先ず、搬送機構 8によっ
て、処理室 ０4 に収容されていた処理済のウェハWが取り出され，搬送経路 a3

に示すよぅに、空き状態のパス部 22に搬送される。

０158 次いで，搬送機構 8 によって、処理室 4 内に収容されていた処理済のウェ
ハWが取り出され，搬送経路 a に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4 内へ搬入

される。その後，処理室 ０4 内での処理が開始される。

０159 続いて，第2共通搬送室 2０からパス部 22内に搬送されたウェハWが搬送機構

8によって取り出され，搬送経路 a33に示すよぅに、空き状態の処理室 4 内へ

搬入される。その後，処理室 4 内での処理が開始される。

０16０ 一方，第2系統 (処理室 ０4C ０4 )で処理を〒ぅ場合は，先ず、搬送機構 8

によって、処理室 ０4 に収容されていた処理済のウェハWが取り出され，搬送経路

b3 に示すよぅに、空き状態のパス部 22に搬送される。

０161 次いで，搬送機構 8 によって、処理室 ０4C内に収容されていた処理済のウェ
ハWが取り出され，搬送経路 b32に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4 内へ搬入

される。その後，処理室 ０4 内での処理が開始 れる。

０162 続いて，第2共通搬送室 2０からパス部 22内に搬送されたウェハWが搬送機構

8によって取り出され，搬送経路 b33に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4C内へ



搬入される。その後，処理室 4C内での処理が開始される。

０163 なお，ウェハWの搬出入の際には，各ゲートバルブ 6 ～ 6 7 ０7

2 6のぅち必要なゲートバルブのみが開閉操作される。また、処理室 4 及び ０

4 ，処理室 4 及び ０4 ，処理室 ０4C及び ０4 にて処理が行われ，ウェハ

Wの処理が完了する毎に、上記の操作が繰り返し行われる。

０164 このよぅにして，コンタクトホールまたはビアホールが形成された処理前のウェハW

に対して、CO 処理，P 処理， 膜成膜処理， 膜成膜処理が連続して施さ

れる。

０165 このよぅに，図9に示す処理室の構成によれば，第 共通搬送室 ０2に接続された

処理室 4 ～処理室 ０4 が、2系統の 膜成膜処理室及び 膜成膜処理室

として構成されているため，これら2系統の処理を並列して実行することにより，装置

全体のスループ、ソトを大幅に向上させることができる。れづのも，通常は，成膜処理 (

ここでは 膜成膜処理， 膜成膜処理) の方が付着物除去処理にこではCO 処

理，P 処理) よりも時間がかかるので，一方の系統の処理室で成膜処理を実行し

ている間にCO 処理，P 処理などの洗浄処理が終了すれば，他方の系統の処

理室で成膜処理を直ぐに実行することができるからである。

０166 また，一つの第2共通搬送室 2０の側 (第2真空処理装置) に成膜処理室を集中さ

せているので，第 共通搬送室の処理室と区別することが容易であり，すなわち、各

成膜処理室や第2共通搬送室 2０のクリーニングを行ぅ際の効率がよい。このよぅに

真空処理装置 (第 真空処理装置と第2真空処理装置) を処理の種類によって分ける

ことによって，例えば各真空処理装置ごとにクリーニングを行ぅこともでき、効率がよい

０167 (第3の実施の形態に係る基板処理装置の構成例)

次に，本発明の第3の実施の形態に係る基板処理装置の構成例を図面を参照しな

がら説明する。図 ０は、第3の実施の形態に係る基板処理装置の一例を示す概略

構成図である。図 ０に示す基板処理装置 ０3は，図7に示す基板処理装置 ０ に

、ウェハWの膜厚の測定及びパーティクル (ｱ記付着物を含む) の測定を行ぅことが

できる測定処理室4００を取付けたものである。



０168 測定処理室4００は，第 共通搬送室 ０2及び第2共通搬送室 2０の各辺のぅち，

空いている部分であれば、どの位置に取付けてもよい。図 ０に示す構成例では、測

定処理室4００は、第 共通搬送室 ０2に取付けられている。なお，測定処理室4００

は，図 ０に示す制御部2００の C (装置制御部) 3００によって制御されるよぅになっ
ている。この場合，図3に示す制御部2００の C3００及びス不ソチングハブ22０を介し

て、測定処理室4００を制御する (モジュール制御部) が接続されている。この C

に S Cボードを介して接続される例えば1 モジュール236 に、測定処理室4

００の各部が接続されている。これにより，測定処理室4００と制御部2００の 3００と

の間で、制御信号やデータのやり取りが行われ得る。

０169 ここで，測定処理室4００の構成例を図皿に示す。この測定処理室4００は，ウェハ

Wを載置して保持するステージ (ターンテーブル) 4０5と，このステージ4０5を回転さ

せるためのモータ4０7と、を備えている。モータ4０7は、例えばモータドライブなどで

構成されるモータ駆動部4０8からの駆動信号に基づいて駆動される。モータ駆動部

4０8は，例えば1 モジュール236 及び前記 Cを介して C3００に接続されて

おり，当該 C又は C3００からの制御信号によって制御される。

０17０ 本実施の形態の測定処理室4００は，ウェハWに形成された薄膜などの膜厚を測定

するための膜厚測定部4 ０と，ウェハWの表面画像を撮像してパターン認識などを

〒ぅための画像処理部4 2０と，ウェハW上のパーテイクルを測定するためのパーテイ

クル測定部4 3０と、を有している。

０171 膜厚測定部4 ０は，ウェハWへ向けて例えばレーザ光を照射する光源4 4と，光

源4 4から照射されてウェハWによって反射された光を受光する受光部4 6と，受光

部4 6で受光した受光信号を処理する信号処理部4 2と、を有している。信号処理

部4 2は、例えば1 モジュール236 を介して C3００に接続されている。これに

より， C3００は、信号処理部4 2を介して、ウェハW上の膜厚に関するデータ(例え

ば膜厚データ，膜厚評価データなど) を受信可能である。

０172 膜厚測定部4 ０は，光源4 4からのレーザ光を用いて、例えば分光エリフツ法によ

って膜厚を測定する。分光エリフツ法とは，一般に，レーザ光の入射光とウェハから

の反射光との偏光変ィロ量 (振幅，位相差) が膜厚 X 光学定数に比例する量であるこ



とに基づいて、膜厚を測定する方法である。

０173 画像処理部4 2０は，ウェハWの表面画像を撮像するCC (Cha ge C o p ed Dev c

e s ) などの撮像素子424 と，当該撮像素子424 からの画像信号を処理する信号処理

部422 と、を有している。信号処理部422 は、1 モジュール236 を介して C3０

に接続されている。これにより， C3００は、信号処理部422 を介して、ウェハWの

表面画像に関するデータを受信可能である。

０174 パーテイクル測定部4 3０は，クエハWへ向けて例えばレーザ光を照射する光源4 3

4と，光源434 から照射されてウェハW上で散乱した散乱光を受光する受光部436 と

，受光部436 で受光した受光信号を処理する信号処理部432 と、を有している。信

号処理部432 は、1 モジュール236 を介して C3００に接続されている。これに

より， C3００は、信号処理部432 を介して、ウェハW上のパーテイクルに関するデー

タ (例えばピクセルデータ，パーテイクル評価データなど) を受信可能である。

０175 次に，第3の実施の形態に係る制御部2００の C3００の構成例について、図面を

参照しながら説明する。図 2は、第3の実施の形態に係る C3００の構成例を示す

ブロック図である。図 2に示す C3００では，図4 に示すプログラムデータ記憶手段 3

6０に測定処理室4００の測定処理プログラム4 6０が加えられるとともに，処理データ

記憶手段 3 7０に測定処理情報4 7０が加えられている。

０176 膜厚測定部4 ０，画像処理部4 2０及びパーテイクル測定部4 3０は、それぞれ、光

学系ユニットとして構成されており、各光学系ユニットは、ウェハWの半径方向に移動

可能に構成されている。これにより，ステージ4０5 にてウェハWを保持して回転させ
ながら、各光学系ユニットをウェハWの中心から端部まで移動させることにより，ウェ
ハ全面の測定処理を行ぅことができる。これにより，光学系ユニットの移動距離 (走査

距離) を短くすることができ，測定処理室4００の省スペースィビを図ることができる。す

なわち、測定処理室4００自体を小型ィビすることができる。なお，膜厚測定部4 ０，画

像処理部4 2０及びパーテイクル測定部4 3０を、移動可能な一つの光学系ユニットと

して構成してもよい。また、膜厚測定部4 ０及びパーテイクル測定部4 3０を移動可能

な一つの光学系ユニットとして構成し画像処理部4 2０は固定するれ㌧ことでもよい



０177 測定処理プログラム46０は，膜厚測定プログラム462 ，画像処理プログラム464 ，パ

ーティクル測定プログラム466 ，ステージ駆動プログラム468 などの、測定処理室4０

の各部を制御して測定処理を行って測定結果を評価するための各種のプログラム

を含んでいる。また，測定処理情報4 7０は，膜厚評価情報472 ，パーティクル評価情

報474 及び測定条件レシピ476 を含んでいる。

０178 ステージ駆動プログラム468 は，ステージ4０5のモータ4０7を制御して，ウェハWの

回転タイミング，回転数，回転速度などを制御するプログラムである。

０179 膜厚測定プログラム462 は，測定条件レシピ476 に基づいて膜厚測定部4 ０の各

部を制御して、ウェハWの膜厚測定を実行すると共に，その測定結果に基づいて膜

厚評価を〒ぅものである。具体的には、例えば、ウェハWを回転させながら膜厚測定

部4 ０を移動しつつ光源4 4からのレーザ光をウェハWに向けて照射しウェハWに

よって反射された光を受光することにより，ウェハWの膜厚測定が行われる。

０18０ より好ましくは，ウェハWを静止させた状態で、膜厚測定部4 ０を移動し光源4 4

からのレーザ光をウェハWの測定ポイントに向けて照射して，ウェハWの膜厚測定を

行ぅ。ウェハWの測定ポイントが複数ある場合には，各測定ポイントにレーザ光を照

射して，各測定ポイントごとに膜厚測定を行ぅ。これにより，測定結果として例えば膜

厚データが得られる。そして，この膜厚データに基づいて、例えば目標の膜厚が形成

されているかなどを評価するための膜厚評価データが作成され，これが膜厚評価情

報472 として記憶される。

０181 画像処理プログラム464 は，測定条件レシピ476 に基づいて画像処理部4 2０の各

部を制御して、撮像素子424 によってウェハWの表面画像を撮像すると共に、その

撮像結果に基づいてパターン認識などの画像処理を〒ぅものである。例えば、ウェハ

Wの表面画像に基づいてパターン認識処理を〒ぅことにより，パターンマッチングを

利用して、ウェハWの膜厚測定やパーティクル測定の対象となる測定ポイントを特定

することができる。

０182 パーティクル測定プログラム466 は，測定条件レシピ476 に基づいてパーティクル

測定部4 3０の各部を制御して、ウェハWの表面のパーティクル測定を実行すると共

に，その測定結果に基づいてパーティクル評価を〒ぅものである。具体的には、例え



は、ウェハWを回転させながらパーティクル測定部4 3０を移動しつつ光源434 からの

レーザ光をウェハWに向けて照射し散乱光を受光することにより，ウェハWのパーテ

ィクル測定が行われる。測定結果として、例えば、パーティクルの有無と関連づけられ

たピクセルデータが得られる。そして，このビクセルデータに基づいて、例えばパーテ

ィクル有りのピクセルデータが設定値を越えているか否かに対応した ィビデータか

らなるパーティクル評価データが作成され，これが膜厚評価情報472 として記憶され

る。

０183 (処理室の構成例)

次に，図 ０に示す基板処理装置 ０3における処理室の構成例 ( 置例) を説明す

る。本実施の形態に係る基板処理装置 ０3も，ウェハ上の自然酸化膜などの付着物

を水成分を用いず且つプラズマによらないガス成分との化学反応及び熱処理によっ
て除去する付着物除去処理と，当該付着物除去処理が施されたウェハ上に所定の

薄膜を形成する成膜処理と、を連続して実行するよぅになっている。

０184 ここで，例えばコンタクトホールまたはビアホールが形成されたウェハWが基板処理

装置 ０3に導入され，このウェハWに対して上述したよぅな付着物除去処理としての

CO 処理及びP 処理が連続して実行された後，成膜処理としての 膜成膜処理

及び 膜成膜処理が連続して実行される場合の基板処理装置 ０3における処理

室の構成例 ( 置例) を図 3に示す。

０185 図 3に示す構成例では，第 共通搬送室 ０2に接続された処理室 4 ０4

０4C ０4 が、それぞれ、CO 処理室，P 処理室， 膜成膜処理室，

膜成膜処理室として構成されている。

０186 (ウェハの搬送処理)

このよぅな図 3に示す構成の基板処理装置 ０3におけるウェハWの搬送処理につ

いて説明する。ウェハWに対する各処理室 4 ～０4 での処理は上記の順序で

行われるので，ウェハWの搬送経路は図 3に示す実線矢印のよぅになる。

０187 ここでは、一例として、中央の導入ポート 2 に設置されたカセット(キヤリアも含

む から例えばコンタクトホールまたはビアホールが形成された処理前ウェハWが取り

出されるものとしている。また、2つの口一ドロック室 ０8 ０8 のぅちのいずれか一



力の口一ドロック室，ここではロードロック室 8 、が処理前ウェハWの搬入用に用

いられ，他方の口一ドロック室 8 が処理済ウェハWの搬出用に用いられる。また，

ここでは、CO 処理及びP 処理が終了したウェハWは、測定処理室4００にて膜

厚測定及びパーティクル測定を受けた後で，次の成膜処理 ( 膜成膜処理及び

膜成膜処理) に移るよぅになっている。今，各処理室 4 ～０4 内及び測定処理

室4００内にはそれぞれウェハWが収容されていて、それぞれの処理が終了している

か、あるいは、ほぼ終了しかけているものとする。

０188 まず，図 3に示す搬入側搬送室 ０内のウェハWの搬送処理及び第2共通搬送

室 2０内のウェハWの搬送処理は，図7に示す場合と同様である。このため，その詳

細な説明は省略する。この場合，図 3に示す搬送経路X ～X43 z4 z42が、

それぞれ図7に示す搬送経路X2 ～X23 z2 z22に相当する。

０189 次に，第 共通搬送室 ０2内のウェハWの搬送処理について説明する。まず、搬

送機構 8 によって、処理室 ０4 に収容されていた処理済のウェハWが取り出さ

れ，搬送経路 4 に示すよぅに、空き状態のパス部 22内に搬送される。

０19０ 次いで，搬送機構 8 によって、処理室 ０4C内に収容されていた処理済のウェ
ハWが取り出され，搬送経路 42に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4 内へ搬入

される。その後，処理室 ０4 内での処理が開始される。

０191 続いて，搬送機構 8 によって、測定処理室4００に収容されていた測定処理済み

のウェハWが取り出され，搬送経路 43に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4C内

へ搬入される。その後，処理室 ０4C内での処理が開始される。

０192 次いで，搬送機構 8 によって、処理室 ０4 に収容されていた処理済のウェハW

が取り出され，搬送経路 44に示すよぅに、空き状態の測定処理室4００内へ搬入さ

れる。その後，測定処理室4００内での測定処理が開始される。

０193 次いで，搬送機構 8 によって、処理室 4 内に収容されていた処理済のウェ
ハWが取り出され，搬送経路 45に示すよぅに、空き状態の処理室 ０4 内へ搬入

される。その後，処理室 ０4 内での処理が開始される。

０194 続いて，パス部 22内にウェハWが搬入されると，当該ウェハWが搬送機構 8 に

よって取り出され，搬送経路 46に示すよぅに、空き状態の処理室 4 内へ搬入さ



れる。その後，処理室 4 内での処理が開始される。

０195 なお，ウェハWの搬出入の際には，各ゲートバルブ ０6 ～０6 ０7 ０7

4０6のぅち必要なゲートバルブのみが開閉操作される。そして，各処理室 4 ～
０4 ，測定処理室4００にてウェハWの処理が完了する毎に、上記の操作が繰り返

し行われる。

０196 このよぅにして，コンタクトホールまたはビアホールが形成された処理前のウェハW

に対して、処理室 4 ０4 ，測定処理室4００，処理室 ０4C ０4 にて、それ

ぞれCO 処理，P 処理，測定処理， 膜成膜処理， 膜成膜処理が連続して

施される。

０197 すなわち、まず、CO 処理及びP 処理によって、ウェハWのコンタクトホールま

たはビアホールの内壁及び底部から、自然酸ィロ膜などの付着物が除去される。そし

て，測定処理室4００にて、膜厚測定とパーテイクル測定とが行われて，実際に自然

酸ィロ膜などの付着物が (十分に) 除去されたか否かが確認される。その上で，次の

膜成膜処理及び 膜成膜処理によって、 膜及び 膜からなるバリア層が成膜

される。これにより，ウェハWから自然酸化膜などの付着物が確実に除去された状態

で、バリア層を形成することができる。

０198 また，つの測定処理室4００で膜厚測定とパーテイクル測定とを行ぅことができるの

で，CO 処理及びP 処理によって自然酸ィロ膜除去が適正に実行されたか否かを

より確実に検査することができる。例えば、P 処理が過剰の場合は、酸ィロ膜が形

成されてしまぅことがあるが，このよぅな状態は膜厚測定によって検査 (検出)すること

ができる。また、P 処理が不足の場合は，CO 処理で形成された錯体がバイプロ

ダクト(副生成物) として残ってしまぅことがあるが，この状態はパーテイクル測定によっ
て検査 (検出)することができる。

０199 以上のよぅに，本実施の形態にかかる基板処理装置によれば，付着物除去処理 (C

O 処理及びP 処理) の後に連続して測定処理室4００にて測定処理が実施され

るので，ウェハの付着物除去処理が適正に実行されたか否かを，当該ウェハWの膜

厚やパーテイクル (付着物を含む を測定することによって、確実に検査することがで

きる。しかも，ウェハに付着物除去処理を施した直後に，当該ウェハを大気に晒すこ



となく，連続して測定処理室4００にて測定処理を施すことができるため，ウェハ上の

付着物が除去された表面 (例えばウェハ上に形成されたコンタクトホールの底部など

の露出表面) に再び自然酸化膜が付着することなく，ウェハ上の膜厚測定やパーテ

ィクル測定を実施して検査を行ぅことができる。これにより，付着物除去処理の効果を

、的確かつ確実に検査することができる。

０2００ この場合，ウェハWの膜厚測定やパーティクル測定の測定結果に基づいて、付着

プロセス条件)を補正するよぅにしてもよい。こぅすることにより，常に付着物除去処理 (

CO 処理及びP 処理)を適正に実行することができる。これにより，実際の処理

結果に応じた付着物除去処理を実行することができるため，ウェハW上から自然酸

ィロ膜を含む付着物を確実に除去することができる。

０2０1 また，膜厚測定とパーテイクル測定との測定結果に基づいて，次の成膜処理 (成膜

ステッ を実行するか否かを判断するよぅにしてもよい。この場合，例えば膜厚測定

とパーテイクル測定とにより測定された測定結果が許容範囲内にあれば，次の成膜

処理を実行可能と判断する一方、許容範囲になければ、次の成膜処理を実行不可

能と判断するよぅにしてもよい。これにより，常にウェハW上の自然酸化膜を含む付着

物が除去された状態で次の成膜処理を実行することができるので，ウェハW上に成

膜される膜の膜質の均一性を確保することができる。

０2０2 また，付着物除去処理後に行われる測定処理室4００における測定処理は，上述し

たよぅな付着物除去処理が適正に実行されたか否かを検査するための測定の他に，

次の成膜処理が施される下地膜の膜厚測定を含んでいてもよい。この場合には，測

定処理室4００内で、ウェハ上の付着物除去処理が施された表面 (例えばウェハ上に

形成されたコンタクトホールの底部などの露出表面)の膜厚測定と、次の成膜処理が

施される下地膜 (例えばヴェハ上に形成された下地となる膜)の膜厚測定と、が行わ

れる一方，付着物除去処理が施された表面の付着物測定も行われる。これによれば

，付着物除去処理が適正に実行されたか否かを検査するための膜厚測定と，次の成

膜処理が施される下地膜の膜厚測定とが同時に実行されるので，測定処理にかかる

時間を大幅に短縮することができる。



０2０3 さらに，測定処理室4００における測定処理は，成膜処理後に実行されてもよい。こ

の場合には，例えば当該成膜処理により形成された膜の膜厚測定が行われ得る。こ

れにより，成膜処理が適正に実行されたか否かを、当該膜厚測定によって検査する

ことができる。また，このよぅに測定された測定結果に基づいて，成膜処理を実行する

ためのプロセスレシピ (成膜処理のプロセス条件)を補正することもできる。これにより

，以降のウェハの処理において常に適正な成膜処理を実行できる。なお，測定処理

室4００における測定処理は，付着物除去処理前に行われてもよい。

０2０4 (測定処理室の測定処理)

ここで，このよぅな測定処理室4００における測定処理について、図面を参照しなが

ら説明する。図 4は、測定処理の一例を示すフローチヤートである。図 4に示すよぅ

に，まず、ステップ ０にて、測定条件レシピの設定が行われる。具体的には、測

定処理情報47０の測定条件レシピ476 に基づいて、例えばステージ4０5の回転速

度や測定範囲などの条件が設定される。

０2０5 次いで，ステップS 2０にて、測定処理室4００にウェハWが搬入され，ステップS 3

にて、膜厚測定とパーティクル測定とが実行される。このとき，膜厚測定及びパーテ

ィクル測定に先立って，例えば人ソチ検出によるウェハの位置合わせが行われ，必要

に応じて、画像処理部42０によりウェハWの表面画像が撮像されてパターン認識が

行われる。そして，例えばパターン認識によって得られた測定ポイント(または測定範

囲) について、膜厚測定とパーティクル測定とが実施される。このとき，例えばウェハ

Wを静止させた状態で膜厚測定部4 ０によってウェハWの測定ポイントの膜厚測定

が行われてから，ウェハWを回転させながらパーティクル測定部43０によってウェハ

W表面のパーティクル測定が行われる。

０2０6 続いて，ステップ 4０にて、膜厚測定とパーティクル測定との測定結果に基づい
て、それぞれの評価データが作成される。ステップS 5０にて、得られた測定結果及

び評価データが、制御部2００の C3 へ送信される。その後、ステップS 4０にて、

ウェハWが搬出される。

０2０7 以上のよぅに，基板処理装置 ０3の第 共通搬送室 ０2に測定処理室4００が接続

されたことにより，処理済みのウェハWを大気に露出することなく，膜厚測定やパーテ



イクル測定を直ちに実施することができる。すなわち，ウェハWに例えば自然酸ィロ膜

が生成されるなどしてウェハの状態が変質することなく，膜厚測定やパーテイクル測

定を直ちに実施することができる。例えば、上述したよぅに、CO 処理及びP 処理

の後に，ウェハWを大気に露出することなく，直ちに膜厚測定やパーテイクル測定を

実施することができる。これにより，ウェハWに例えば自然酸ィロ膜が付着することなく

，次の成膜処理を実行することができる。

０2０8 本実施の形態では，測定処理室4００を基板処理装置の つのモジュール (ユニット

) として構成している。これにより，既存の基板処理装置に対しても、測定処理室4００

を容易に取付けることができる。また，測定処理室4００を基板処理装置にモジュール
(ユニット) として取付けているため，ウェハWを測定処理室4００に搬入するだけで測

定処理を実行できる。すなわち，測定処理室を別の装置として構成する場合に比し

て、膜厚測定やパーテイクル測定にかかる時間と手間を大幅に軽減することができる

０2０9 また，膜厚測定及びパーテイクル測定を つの測定処理室4００にて行ぅので，各測

定を別の装置にて行ぅべく装置を2台設置することに比して，フットプリントを大幅に削

減させることができる。また，測定処理室4００自体をコンパクトィビすることができるので

，フットプリントをより一層削減することができる。

０2 1０ なお，図 3は、CO 処理及びP 処理の後に測定処理室4００で測定処理を行ぅ

ことによって、自然酸化膜が除去されているか否かを検査する場合について示してい
るが，本発明は必ずしもこれに限定されない。成膜処理 ( 膜成膜処理， 膜成膜

処理)の後にも測定処理室4００で測定処理を行って、所望の膜厚が成膜されている

か否かを検査するよぅにしてもよい。また，測定処理室4００による測定処理は，上述し

たよぅに膜厚測定及びパーテイクル測定の両方を行ってもよいが，いずれか一方を行

ぅのみでもよい。

０2 11 また，基板処理装置 ０3の処理室の構成は，図 3に示すものに限られない。例え

ば、成膜処理としてべ一ス酸ィロ膜成膜処理 ( 処理)及び 膜成膜処理 (

OC 処理 を行ぅ場合には，処理室 ０4C ０4 を、それぞれ、べ一ス酸化膜

成膜処理 ( 処理)室， 膜成膜処理 ( OC 処理)室として構成しても



よい。この場合の搬送処理は，図 3 に示す場合と同様である。

０2 12 また，測定処理室4００の取付け位置は，図 ０に示す場合に限られない。例えば、

第 共通搬送室 ０2及び第2共通搬送室 2０のぅち処理室を取付けられる部分には

，どこにでも取付けることができる。さらに，本実施の形態では，測定処理室4００を、

例えば図6 に示すよぅな複数の共通搬送室が連結されたタイプの基板処理装置に取

付けた場合について説明されているが，これに限られない。例えば、図 に示すよぅ

な単一の共通搬送室を有するタイプの基板処理装置に取付けられてもよい。例えば

図 に示すよぅな基板処理装置であれば、共通搬送室 ０2を7角形以上の多角形に

構成することにより，処理室 4 ～０4 に追加して測定処理室4００を取付けるこ

とができる。

０2 13 また，本発明は，複数の機器から構成されるシステムに適用されてもよいし つの

機器のみからなる装置に適用されてもよい。

０2 14 また、前記各実施の形態の各種機能を実現するための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て，当該システム或いは

装置のコンピュータ ( P や P ) に当該記憶媒体等の媒体に格納されたプログラ

ムを読み出させて実行させることによって、前記各実施の形態の各種機能は実現 (達

成) され得る。

０2 15 この場合，そのよぅなプログラム自体、及び、そのよぅなプログラムを記憶した記憶媒

体等の媒体も、本発明の保護範囲に含まれるべきである。

０2 16 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，フレキシブル (フ

ロッピ一) ディスク，ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，C C

C W 磁気テー

プ，不揮発性のメモリカード， O ，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。

０2 17 なお，記憶媒体等の媒体から読み出されるプログラムのみを実行することにより前

記各実施の形態の機能が実現される場合だけでなく，当該プログラムの指示に基づ

いてコンピュータ上で稼動している S などが実際の処理の一部または全部を行って

前記各実施の形態の機能が実現される場合にも，そのよぅなプログラム自体、及び、



そのよぅなプログラムを記憶した記憶媒体等の媒体は、本発明の保護範囲に含まれ

るべきである。

０2 18 さらに，記憶媒体等の媒体から読み出されるプログラムが，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りに書

き込まれた後で，当該プログラムの指示に基づいて当該機能拡張ボードあるいは当

該機能拡張ユニットに備わった P などが実際の処理の一部または全部を行って

前記各実施の形態の機能が実現される場合にも，そのよぅなプログラム自体、及び、

そのよぅなプログラムを記憶した記憶媒体等の媒体は、本発明の保護範囲に含まれ

るべきである。

０2 19 以上，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説明したが

，本発明は係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

範庸内において，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。



請求の範囲

被処理基板に所定の処理を施す複数の処理室と、

前記複数の処理室に共通に連結され、前記複数の処理室の各々に対して前記被

処理基板の搬出入を〒ぅ共通搬送室と、

を備え、

前記複数の処理室には、

前記被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラズマによらないガ

ス成分とのィロ学反応及び熱処理によって除去するための付着物除去処理室と，

前記被処理基板上に成膜処理を施すための成膜処理室と、

前記被処理基板の測定処理を〒ぅための測定処理室と、

が含まれてレ巧

ことを特徴とする基板処理装置。

2 前記付着物除去処理室は，

前記被処理基板上の前記付着物をガス成分とィロ学反応させて生成物を生成する

ための生成物生成処理室と、

前記生成物生成処理室にて前記被処理基板上に生成された前記生成物を熱処

理により除去するための生成物除去処理室と、

の2つの処理室により構成されてレ巧

ことを特徴とする請求項 に記載の基板処理装置。

3 前記成膜処理室は、

前記被処理基板上に第 膜を成膜する第 膜成膜処理室と、

前記第 膜成膜処理室にて成膜された前記第 膜上に第2膜を成膜する第2膜成

膜処理室と、

の2つの処理室により構成されてレ巧

ことを特徴とする請求項 に記載の基板処理装置。

4 前記測定処理室は、

前記被処理基板上に成膜された膜の膜厚を測定する膜厚測定部と、

前記被処理基板上のパーテイクルを測定するパーテイクル測定部と、



を備えることを特徴とする請求項 に記載の基板処理装置。

5 前記測定処理室は、前記被処理基板の表面画像を撮像して認識するための画像

処理部を備える

ことを特徴とする請求項 に記載の基板処理装置。

6 被処理基板に所定の処理を施す複数の処理室と、前記複数の処理室に共通に連

結された共通搬送室と、前記共通搬送室内に設けられた前記被処理基板を搬送す

るための搬送機構と、をそれぞれ備えた複数の真空処理装置と、

前記複数の真空処理装置を互いに連結するパス部と、

を備え、

前記複数の処理室には、

前記被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラズマによらないガ

ス成分とのィロ学反応及び熱処理によって除去するための付着物除去処理室と，

前記被処理基板上に成膜処理を施すための成膜処理室と、

前記被処理基板の測定処理を〒ぅための測定処理室と、

が含まれてレ巧

ことを特徴とする基板処理装置。

7 前記付着物除去処理室は，

前記被処理基板上の前記付着物をガス成分とィロ学反応させて生成物を生成する

ための生成物生成処理室と、

前記生成物生成処理室にて前記被処理基板上に生成された前記生成物を熱処

理により除去するための生成物除去処理室と、

の2つの処理室により構成されてレ巧

ことを特徴とする請求項6に記載の基板処理装置。

8 前記成膜処理室は、

前記被処理基板上に第 膜を成膜する第 膜成膜処理室と、

前記第 膜成膜処理室にて成膜された前記第 膜上に第2膜を成膜する第2膜成

膜処理室と、

の2つの処理室により構成されてレ巧



ことを特徴とする請求項6に記載の基板処理装置。

9 前記成膜処理室は、

前記被処理基板上に第 膜を成膜する第 膜成膜処理室と、

前記第 膜成膜処理室にて成膜された前記第 膜上に第2膜を成膜する第2膜成

膜処理室と、

の2つの処理室の組を複数含んでレ巧

ことを特徴とする請求項6に記載の基板処理装置。

０ 前記付着物除去処理室で処理される被処理基板は，コンタクトホールまたはビアホ

ールが形成された被処理基板であり，

前記成膜処理室は，

前記被処理基板に形成されたコンタクトホールまたはビアホールの内側に第 バリ

ア層を成膜する第 バリア層成膜処理室と、

前記第 バリア層成膜処理室にて成膜された前記第 バリア層の上側に第2バリア

層を成膜する第2バリア層成膜処理室と、

により構成されてレ巧

ことを特徴とする請求項 または6に記載の基板処理装置。

前記付着物除去処理室で処理される被処理基板は、シリコン基板であり，

前記成膜処理室は、

前記被処理基板上に酸素う、ジカルによってべ一ス酸ィロ膜層を成膜するべ一ス酸ィビ

膜層成膜処理室と、

前記べ一ス酸ィロ膜層成膜処理室にて前記べ一ス酸化膜層が成膜された被処理基

板に高誘電体ゲート酸ィロ膜を成膜する高誘電体ゲート酸ィロ膜成膜処理室と、

により構成されてレ巧

ことを特徴とする請求項 または6に記載の基板処理装置。

2 被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラズマによらないガス成

分とのィロ学反応及び熱処理によって除去する付着物除去ステップと、

前記付着物除去ステ、ソプの後に、前記被処理基板の測定処理をォ〒ぅ測定ステ、 。
ソフ

と，



前記測定ステップの後に、当該被処理基板上に成膜処理を施す成膜ステップと，

を備えたことを特徴とする基板処理方法。

3 前記付着物除去ステップは、

前記被処理基板上の前記付着物をガス成分とィヒ学反応させて生成物を生成する

生成物生成ステップと、

前記生成物生成ステップにて前記被処理基板上に生成された前記生成物を熱処

理により除去する生成物除去ステップと、

を有することを特徴とする請求項 2に記載の基板処理方法。

4 前記測定ステップは、前記付着物除去ステップが適正に実行されたか否かを検査

する検査測定処理を〒ラステップである

ことを特徴とする請求項 3に記載の基板処理方法。

5 前記測定ステ、ソプは，

前記付着物除去ステップが施された前記被処理基板の表面の膜厚測定を〒ぅ膜

厚測定ステップと、

前記付着物除去ステップが施された前記被処理基板の表面の付着物測定を行ぅ

付着物測定ステップと、

を有しており、

当該膜厚測定ステップ及び当該付着物測定ステップは、 つの測定処理室内で実

行される

ことを特徴とする請求項 4に記載の基板処理方法。

6 前記測定ステップは、前記膜厚測定ステップ及び前記付着物測定ステップによっ
て測定された測定結果に基づいて、前記付着物除去ステ、ソプを実行するためのプロ

セスレシピを補正するレシピ補正ステップを更に有してレめ
ことを特徴とする請求項 5に記載の基板処理方法。

7 前記測定ステップは、前記膜厚測定ステップ及び前記付着物測定ステップによっ
て測定された測定結果に基づいて、次の成膜ステップを実行するか否かを判断する

判断ステップを更に有してレめ
ことを特徴とする請求項 5に記載の基板処理方法。



8 前記測定ステップは、

前記付着物除去ステップが適正に実行されたか否かを検査する検査測定ステップ

と，

次の成膜ステップが施される下地膜の膜厚を測定する下地膜厚測定ステップと、

を有することを特徴とする請求項 3に記載の基板処理方法。

9 前記測定ステップは、

前記付着物除去ステ、ソプが施された前記被処理基板の表面の膜厚測定をォ〒ぅ膜

厚測定ステップと、

前記付着物除去ステップが施された前記被処理基板の表面の付着物測定を行ぅ

付着物測定ステップと、

次の成膜ステップが施される下地膜の膜厚を測定する下地膜厚測定ステップと、

を有しており、

当該膜厚測定ステップ、当該付着物測定ステップ及び当該下地膜厚測定ステップ

は、 つの測定処理室内で実行される

ことを特徴とする請求項 5に記載の基板処理方法。

2０ 前記成膜ステップは、

前記被処理基板上に第 膜を成膜する第 成膜ステップと、

前記第 成膜ステップにて成膜された前記第 膜上に第2膜を成膜する第2成膜ス

テップと、

を有することを特徴とする請求項 2に記載の基板処理方法。

2 被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラズマによらないガス成

分とのィロ学反応及び熱処理によって除去する付着物除去ステップと、

前記付着物除去ステップの後に、前記被処理基板上に成膜処理を施す成膜ステッ
プと、

前記成膜ステップの後に、前記被処理基板の測定処理を〒ぅ測定ステップと、

を備えたことを特徴とする基板処理方法。

22 前記測定ステ、ソプは，前記成膜ステップによって形成された膜の膜厚測定をォ〒ぅ成

膜厚測定ステップを有する



ことを特徴とする請求項2 に記載の基板処理方法。

23 前記測定ステップは、前記成膜厚測定ステップによって測定された測定結果に基

づいて、前記成膜ステップを実行するためのプロセスレシピを補正するレシピ補正ス

テップを更に有している

ことを特徴とする請求項22に記載の基板処理方法。

24 被処理基板の測定処理を〒ぅ測定ステップと、

前記測定ステップの後に、前記被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付

着物をプラズマによらないガス成分とのィロ学反応及び熱処理によって除去する付着

物除去ステップと、

前記付着物除去ステップの後に、前記被処理基板上に成膜処理を施す成膜ステッ

プと、

を備えたことを特徴とする基板処理方法。

25 コンピュータに，

被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラズマによらないガス成

分とのィロ学反応及び熱処理によって除去する付着物除去ステップと、

被処理基板の測定処理を〒ぅ測定ステップと，

前記付着物除去ステップの後に、前記被処理基板上に成膜処理を施す成膜ステッ

プと，

を実行させるためのプログラム。

26 コンピュータに，

被処理基板上に付着された自然酸ィロ膜を含む付着物をプラズマによらないガス成

分とのィロ学反応及び熱処理によって除去する付着物除去ステップと、

被処理基板の測定処理を〒ぅ測定ステップと，

前記付着物除去ステップの後に、前記被処理基板上に成膜処理を施す成膜ステッ

プと，

を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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