
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の処理室と、上記複数の処理室を含む空間を大気から遮断した雰囲気に維持するよ
うに取り囲む共通容器と、上記共通容器内でウエハを搬送するための搬送手段とを備え、
クラスタリングされた半導体装置の製造装置を用いた半導体装置の製造方法であって、
　上記複数の処理室のうちの１つの処理室でウエハ上の自然酸化膜の除去を行うステップ
（ａ）と、
　上記共通容器内のいずれかの部位で、上記ウエハの表面状態を光学的に評価することに
より、上記自然酸化膜の 厚みを求めるステップ（ｂ）とを備え、
　上記ステップ（ｂ）は、
　上記ウエハの半導体領域に測定光を照射するサブステップ（ｘ）と、
　上記ウエハの半導体領域に励起光を間欠的に照射するサブステップ（ｙ）と、
　上記ウエハの半導体領域に励起光が照射されているときと励起光が照射されていないと
きとの測定光の反射率の差を上記励起光が照射されていないときの測定光の反射率で除し
た値を反射率の変化割合として演算するサブステップ（ｚ）とを含み、
　上記反射率の変化割合に基づいて上記自然酸化膜の厚みを求めることを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項 記載の半導体装置の製造方法において、
　上記ステップ（ｂ）では、ｐ型半導体領域とｎ型半導体領域との双方について上記反射
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率の変化割合を測定して、上記ｐ型半導体領域とｎ型半導体領域とについての反射率の変
化割合のうち大きい値を示す方の依存特性に基づいて上記自然酸化膜の残存厚みを判断す
ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項 又は 記載の半導体装置の製造方法において、
　上記自然酸化膜の厚みは２ｎｍ以下であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　複数の処理室と、上記複数の処理室を含む空間を大気から遮断した雰囲気に維持するよ
うに取り囲む共通容器と、上記共通容器内でウエハを搬送するための搬送手段とを備え、
クラスタリングされた半導体装置の製造装置を用いた半導体装置の製造方法であって、
　上記複数の処理室のうちの１つの処理室でウエハ上へのゲート絶縁膜の形成を行なうス
テップ（ａ）と、
　上記共通容器内のいずれかの部位で、上記ウエハの表面状態を光学的に評価することに
より、上記ゲート絶縁膜の厚みを求めるステップ（ｂ）とを備え、
　上記ステップ（ｂ）は、
　上記ウエハの半導体領域に測定光を照射するサブステップ（ｘ）と、
　上記ウエハの半導体領域に励起光を間欠的に照射するサブステップ（ｙ）と、
　上記ウエハの半導体領域に励起光が照射されているときと励起光が照射されていないと
きとの測定光の反射率の差を上記励起光が照射されていないときの測定光の反射率で除し
た値を反射率の変化割合として演算するサブステップ（ｚ）とを含み、
　上記反射率の変化割合に基づいて上記ゲート絶縁膜の厚みを求めることを特徴とする半
導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項 記載の半導体装置の製造方法において、
　上記ステップ（ａ）は、上記ゲート絶縁膜の上にゲート電極用導体膜を形成する処理を
さらに含み、
　上記ステップ（ｂ）の後、上記ゲート電極用導体膜の形成前に上記ステップ（ｂ）で求
められた反射率の変化割合に基づいて、上記ゲート絶縁膜の厚みを管理するステップ（ｃ
）をさらに備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項 または 記載の半導体装置の製造方法において、
　上記ゲート絶縁膜の厚みは２ｎｍ以下であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置の製造装置及びその製造方法に係り、特に大気とは絶縁された雰囲
気下でクラスタリングされた製造装置を用いた製造工程中における半導体層の表面及びそ
の上に形成された膜の特性の管理に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体集積回路の高集積化の進展に伴い、ＭＯＳデバイスにおいても構成要素であ
るトランジスタ等の素子の微細化，高性能化が要求されている。ただし、トランジスタ等
の素子の微細化によってデバイス全体の信頼性が損なわれてはならない。そこで、トラン
ジスタ等の素子を構成する各要素の微細化と信頼性の向上とが併せて求められている。
【０００３】
特に、ＭＯＳデバイスの重要な構成要素であるゲート絶縁膜（ゲート酸化膜）については
、その薄膜化が急激に進行中であり、２１世紀には４ｎｍ以下の非常に薄い絶縁膜が用い
られると予想されている。ここで、ゲート絶縁膜の特性がＭＯＳトランジスタの特性、ひ
いては半導体集積回路の電気的な特性を決定するといわれており、良好な特性を有する絶
縁膜の実現が切望されている。
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【０００４】
ここで、絶縁膜の特性は、絶縁膜が形成される前における半導体層の表面状態に大きく左
右されることがわかっており、そのために、半導体層の特性を改善するための洗浄方法等
が検討されている。例えば，Ｓｉ基板表面の凹凸を極力小さくできる洗浄方法（プリゲー
ト洗浄処理）を採用することにより、研究レベルでは、厚みが１．２ｎｍ程度と極めて薄
く、かつ品質のよいゲート酸化膜を形成できることが報告されている。
【０００５】
さらに、このようなプリゲート洗浄処理－ゲート絶縁膜形成という一連の手順を大気に暴
露することなく実現し、大気暴露に起因する自然酸化膜の形成や汚染物質の付着を防止し
ようとするクラスタリングされた製造装置も報告されている（文献１： Schuegrafら， IEE
E/International Reliability and Physics Symposium 97,p.7）。このクラスタリングさ
れた製造装置を用いた製造プロセスによって高品質のゲート絶縁膜が得られることが検証
されており、特に、厚みが４ｎｍ以下にまで薄膜化されたゲート絶縁膜の形成工程では、
クラスタリングされた製造装置を使用することが望ましい。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
一方、ＭＯＳデバイス中のゲート絶縁膜の特性の管理は、従来、ＭＯＳキャパシタあるい
はＭＯＳトランジスタ等の素子を形成し、この素子の電気的な特性を解析することにより
行なわれている。したがって、ゲート絶縁膜の形成工程で何らかのトラブルが発生した場
合には、ＭＯＳキャパシタ等を形成した後に、その電気的特性を評価することによりその
トラブルの存在を発見し、その後、原因の究明及びトラブルの解消策を講ずるという手順
に従っている。そのために、トラブルが発見されるまでの間に電気的特性のよくないゲー
ト絶縁膜が多量に形成され続けることになるので、生産効率の低下を招いている。
【０００７】
ところが、従来、製造工程中における膜厚の測定に用いられているエリプソメータを薄膜
の測定に使用すれば、一応の測定値は示されるものの、その測定値の信頼性は１０ｎｍ程
度が限界で、それよりも薄い膜の厚みについては測定値の精度が十分補償されているとは
言い難い。特に、厚みが４ｎｍ程度以下の極薄膜については、製造工程中で行なうことが
できる確実な評価方法が未だ確立されていないないのが現状である。
【０００８】
また、上述のようなクラスタリングされた製造装置を用いたプロセスでは、ウエハに対し
て多くの一連の処理を行なった後に、ウエハ上に形成されたＭＯＳキャパシタ等の電気的
特性を測定することになるが、その一連の処理の途中工程におけるウエハの状態を管理す
る方法がなかった。そのため、研究室レベルではともかく、ＭＯＳデバイスの量産工程に
おいては、せっかくクラスタリングされた製造装置を用いても、高品質のゲート絶縁膜を
形成できるという保証がないのが現状である。
【０００９】
本発明の第１の目的は、極薄膜についても十分な信頼性と精度を補償しうる工学的評価方
法を組み込んだ半導体装置の製造方法を提供することにある。
【００１０】
本発明の第２の目的は、クラスタリングされた製造装置を用いたプリゲート処理→絶縁膜
形成工程において、絶縁膜の特性，特に膜厚を光学的に計測し、その特性管理手法を実現
する半導体装置の製造方法及び製造装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明の半導体装置の製造装置は、半導体領域を有するウエハに処理を施すための複数の
処理室と、上記複数の処理室を含む空間を大気から遮断した雰囲気に維持するように取り
囲む共通容器と、上記共通容器内でウエハを搬送するための搬送手段と、上記共通容器内
のいずれかの部位にウエハを設置した状態で上記ウエハの表面状態を光学的に評価するた
めの光学的測定手段とを備え、クラスタリングされた装置である。
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【００１２】
これにより、ウエハを大気にさらすことにより形成される自然酸化膜や付着する汚れなど
の影響のない状態でウエハの表面状態を光学的に評価することができる。すなわち、膜を
除去した後のウエハの表面状態や、膜を形成した後のウエハの表面状態を光学的に評価す
ることで、例えば酸化膜の膜厚などを高精度で測定することが可能となる。そして、光学
的測定のためにウエハを共通容器外に取り出す必要がないので、インラインでの評価を利
用して製造工程中のウエハに悪影響を与えることなく半導体装置の製造工程を適正に管理
することができる。
【００１３】
上記半導体装置の製造装置において、上記光学的測定手段を、励起光を生成する第１の光
源と、測定光を生成する第２の光源と、上記第１の光源で生成された励起光を上記共通容
器内のウエハの半導体領域に間欠的に照射させるための第１の光案内部材と、上記第２の
光源で生成された測定光を上記半導体領域に照射させるための第２の光案内部材と、上記
半導体領域に照射された測定光の反射率を検出するための反射率検出手段と、上記半導体
領域から反射された測定光を上記反射率検出手段に入射させるための第３の光案内部材と
、上記反射率検出手段の出力を受け、上記半導体領域に励起光が照射されているときと励
起光が照射されていないときとの測定光の反射率の差を上記励起光が照射されていないと
きの測定光の反射率で除した値を測定光の反射率の変化割合として演算する変化演算手段
とにより構成することができる。
【００１４】
これにより、以下の作用が得られる。第１の光案内部材により導かれる励起光が半導体領
域に照射されると半導体領域のキャリアが励起され、キャリアによって電界が生じる。こ
の電界のために、第２の光案内部材によって半導体領域に導かれる測定光の反射率は、励
起光の照射があるときとないときとでは変化し、この変化割合は電界強度の大小及び測定
光の波長に依存して変化する。一方、半導体領域の表面付近にキャリアの再結合中心とな
る欠陥などがあると、励起されたキャリアの寿命が短くなるので、キャリアが形成する電
界強度が小さくなる。つまり、励起光の照射があるときとないときにおける反射率の変化
割合が半導体領域の表面付近の欠陥などの数に依存して変化する。また、半導体領域の上
に膜があると膜の厚みの増大とともに電子の付着過程が生じて、反射率の変化割合が大き
くなる。従って、変化演算手段により、反射率検出手段の検出値から半導体領域における
測定光の反射率の変化割合が演算されると、この反射率の変化割合は、半導体領域の結晶
状態や膜の有無あるいは厚みなどに関する情報を含んでいる。そこで、この反射率の変化
割合に基づいて、ウエハの表面状態を高い感度で評価することができる。
【００１５】
上記半導体装置の製造装置において、上記複数の処理室が、ウエハに対しエッチング作用
を含む洗浄処理を施すための処理室と、ウエハの半導体領域上に膜を形成するための処理
室とを含むことにより、ウエハ上の膜が除去された状態で光学的評価を行うか、その後ウ
エハ上に膜が形成された状態で光学的評価を行うことが可能になり、自然酸化膜のない清
浄なウエハ表面の光学的評価が可能になる。
【００１６】
上記半導体装置の製造装置において、上記共通容器内に設けられた光学的測定室をさらに
備え、上記光学的測定手段を上記光学的測定室に配設することができる。
【００１７】
さらに、上記光学的測定室をウエハを冷却するための冷却室としても機能させることによ
り、クラスタリングされた製造装置内に設けられていることが多い冷却室を利用して光学
的評価を行うことができる。
【００１８】
上記半導体装置の製造装置において、上記ウエハ上に膜を形成するための処理室を、ウエ
ハの半導体領域に熱酸化処理を施すことにより酸化膜を形成するように構成し、上記共通
容器内に設けられ、上記酸化膜の上に導体膜を形成するための処理室をさらに備えること
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により、熱酸化膜が形成されたウエハを大気にさらすことなくその上に導体膜を形成する
ことが可能になる。したがって、厚みが薄くかつその値が精度よく制御された酸化膜を有
するＭＯＳトランジスタなどの半導体装置を形成することが可能となる。
【００１９】
本発明の第１の半導体装置の製造方法は、ウエハの半導体領域上への膜の形成又はウエハ
の半導体領域上の膜の除去を行なう処理を含む半導体装置の製造方法であって、上記ウエ
ハの半導体領域に測定光を照射するステップ（ａ）と、上記ウエハの半導体領域に励起光
を間欠的に照射するステップ（ｂ）と、上記ウエハの半導体領域に励起光が照射されてい
るときと励起光が照射されていないときとの測定光の反射率の差を上記励起光が照射され
ていないときの測定光の反射率で除した値を反射率の変化割合として演算するステップ（
ｃ）とを含み、上記反射率の変化割合に基づいて上記膜の厚みを求める方法である。
【００２０】
この方法により、上述のように、光変調反射率分光を行なっている半導体領域の上に膜が
あると、膜の厚みの増大とともに電子の付着過程が生じて反射率の変化割合が大きくなる
ことを利用して、膜の厚みに関する情報が光変調反射率分光法による評価によって得られ
る。現在汎用されているエリプソメトリ法による膜厚の測定では、膜厚が４ｎｍ以下程度
に薄くなると測定誤差が非常に大きいか測定感度が得られないかのいずれかである。それ
に対し、光変調反射率分光法によると、このような薄膜についても正確に膜厚を測定する
ことが可能となる。
【００２１】
上記第１の半導体装置の製造方法において、上記ステップ（ｃ）では、上記測定光の波長
を変化させたときの反射率の変化割合のスペクトルを作成しておき、上記反射率の変化割
合の絶対値の最大値であるピーク値に基づいて上記膜の厚みを求めることにより、高い感
度で膜厚を測定することができる。
【００２２】
また、上記ステップ（ｃ）では、上記測定光の波長を変化させたときの反射率の変化割合
のスペクトルを作成しておき、上記反射率の変化割合の正側の最大値と負側の最大値との
差である谷からのピーク値に基づいて上記膜の厚みを求めることにより、もっとも高い感
度で膜厚を測定することができる。
【００２３】
上記第１の半導体装置の製造方法において、上記ステップ（ｃ）では、上記反射率の変化
割合の絶対値の最大値であるピーク値を示す測定光の波長に近い一定の波長における反射
率の変化割合に基づいて上記膜の厚みを求めることにより、膜厚の測定に要する時間の短
縮を図ることができる。
【００２４】
上記第１の半導体装置の製造方法は、従来の光学的測定方法では測定できない上記膜の厚
みが２ｎｍ以下の場合にも、高い精度で膜厚を測定することが可能となる。
【００２５】
特に、上記膜の厚みが１ｎｍ以下の場合には、上記半導体領域としてｐ型半導体領域につ
いて上記光学的評価を行なうことにより、高い測定感度と測定精度とを得ることができる
。
【００２６】
上記第１の半導体装置の製造方法において、上記半導体領域として、ｐ型半導体領域とｎ
型半導体領域との双方について上記膜の厚みを測定し、上記膜の厚みが１ｎｍ以下と判定
される測定値については上記ｐ型半導体領域における測定値を上記膜の厚みとして採用し
、上記膜の厚み１ｎｍを越えると判定される測定値については上記ｎ型半導体領域におけ
る測定値を上記膜の厚みとして採用することにより、半導体領域の導電型によって反射率
の変化割合と膜厚との関係を示す特性が異なることを利用して、もっとも高い感度で極薄
膜の膜厚を測定することができる。
【００２７】
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上記第１の半導体装置の製造方法において、上記半導体領域の抵抗率が０．１Ωｃｍ - 1以
下であることが好ましい。
【００２８】
本発明の第２の半導体装置の製造方法は、複数の処理室と、上記複数の処理室を含む空間
を大気から遮断した雰囲気に維持するように取り囲む共通容器と、上記共通容器内でウエ
ハを搬送するための搬送手段とを備え、クラスタリングされた半導体装置の製造装置を用
いた半導体装置の製造方法であって、上記複数の処理室のうちの１つの処理室でウエハ上
への膜の形成又はウエハ上の膜の除去を行なうステップ（ａ）と、上記共通容器内のいず
れかの部位で、上記ウエハの表面状態を光学的に評価することにより、上記膜の厚みを求
めるステップ（ｂ）とを備えている。
【００２９】
この方法により、一連の処理が連続して行なわれる途中、あるいは一連の処理が終了して
大気雰囲気に戻される前におけるウエハ上の膜の厚みを光学的評価から求めることが可能
になる。したがって、クラスタリングされた製造装置内における一連の処理のうちの途中
工程あるいは全体工程の条件の適否やウエハ上に形成された膜の合否の判定が可能になる
。
【００３０】
上記第２の半導体装置の製造方法において、上記ステップ（ｂ）を、上記ウエハの半導体
領域に測定光を照射するサブステップ（ｘ）と、上記ウエハの半導体領域に励起光を間欠
的に照射するサブステップ（ｙ）と、上記ウエハの半導体領域に励起光が照射されている
ときと励起光が照射されていないときとの測定光の反射率の差を上記励起光が照射されて
いないときの測定光の反射率で除した値を反射率の変化割合として演算するサブステップ
（ｚ）とにより構成し、上記反射率の変化割合に基づいて上記膜の厚みを求めることがで
きる。
【００３１】
この方法により、上述のように、光変調反射率分光によりきわめて薄い膜の膜厚に関する
情報が得られることを利用して、クラスタリングされた装置内での膜の厚みや膜の有無を
把握することが可能になる。
【００３２】
上記第２の半導体装置の製造方法において、上記ステップ（ａ）をウエハ上の自然酸化膜
を除去する処理を含むものとし、上記ステップ（ｂ）では上記自然酸化膜の厚みを求める
ことにより、厚みが数ｎｍであるきわめて薄い自然酸化膜を過不足なく除去することが可
能になる。
【００３３】
上記第２の半導体装置の製造方法において、上記自然酸化膜の残存厚みが所定値以下にな
るように上記処理の時間を管理するステップ（ｃ）をさらに備えることにより、自然酸化
膜の厚みをもっとも好ましい値に保っておくことが可能になる。
【００３４】
上記第２の半導体装置の製造方法において、上記ステップ（ａ）をウエハ上にゲート絶縁
膜を形成する処理を含むものとし、上記ステップ（ｂ）では上記ゲート絶縁膜の厚みを求
めることができる。
【００３５】
上記第２の半導体装置の製造方法において、上記ステップ（ａ）を上記ゲート絶縁膜の上
にゲート電極用導体膜を形成する処理をさらに含むものとし、上記ステップ（ｂ）の後、
上記ゲート電極用導体膜の形成前に上記ステップ（ｂ）で求められた反射率の変化割合に
基づいて、上記ゲート絶縁膜の厚みを管理するステップ（ｃ）をさらに備えることができ
る。
【００３６】
上記第２の半導体装置の製造方法において、上記ステップ（ｂ）では、上記ｐ型半導体領
域とｎ型半導体領域との双方について上記反射率の変化割合を測定して、上記ｐ型半導体
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領域とｎ型半導体領域とについての反射率の変化割合のうち大きい値を示す方の依存特性
に基づいて自然酸化膜の残存厚みを判断することが好ましい。
【００３７】
【発明の実施の形態】
－クラスタリングされた製造装置によるプロセス－
本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置について説明する前に、洗浄－ゲート絶縁
膜形成という一連のプロセスを行なうに際し、クラスタリングされた製造装置を用いない
方法と、クラスタリングされた製造装置を用いる方法とについて説明する。
【００３８】
図１８ａ～図１８ｃは、クラスタリングされた製造装置を用いない方法を示す断面図であ
る。まず、図１８ａは、洗浄前のウエハの状態を示す図である。図１８ａに示すように、
半導体領域上には自然酸化膜が形成されている。次に、図１８ｂに示す工程で、酸化膜を
除去するための洗浄，つまり酸処理等が行なわれる。このとき、わざと、アンモニア洗浄
を行なって半導体領域の上にケミカル酸化膜を形成しておく。次に、図１８ｃに示す工程
で、例えば熱酸化処理が行なわれ、半導体領域の上にはケミカル酸化膜を介して酸化膜が
形成される。
【００３９】
一方、図１９ａ～図１９ｄは、クラスタリングされた半導体装置の製造装置を用いた方法
を示す断面図である。まず、図１９ａは、クラスタリングされた半導体装置の製造装置内
に搬入されたときのウエハの状態を示す図である。第１の方法と同様に、半導体領域上に
は自然酸化膜が形成されている。次に、図１９ｂに示す工程で、酸化膜を除去するための
洗浄，つまり酸処理等が行なわれ、このとき、自然酸化膜をいったん完全に除去して、半
導体領域の表面を露出させる。ただし、図１９ｃに示すように、半導体領域の上に極めて
薄い自然酸化膜が残る場合もある。さらに、図１９ｄに示す工程で、例えば熱酸化処理が
行なわれ、半導体領域の上に酸化膜が形成される。
【００４０】
以下の第１～第３の実施形態では、図１９ａ－図１９ｄに示す方法に沿って、洗浄－酸化
膜の形成という一連の処理を行なっている。
【００４１】
（第１の実施形態）
－クラスタリングチャンバの構成－
図１は、本実施形態に係るクラスタリングされた半導体装置の製造装置の構成を模式的に
示すブロック図である。
【００４２】
図１において、１は洗浄用チャンバ、２は高速酸化用（ Rapid Thermal Processing）チャ
ンバ、３はロードロック室、４はウエハ冷却用チャンバ、５は光学的測定用チャンバ、６
はウエハロード・アンロード部をそれぞれ示す。すなわち、ロードロック室３及びこれに
房のように取り付けられた各チャンバ１，２，４，５が、大気から遮断された減圧雰囲気
下の空間を取り囲む共通容器として機能しており、いわゆるクラスタリングされた製造装
置となっている。例えば、酸化膜の形成工程においては、ウエハは洗浄用チャンバ１で洗
浄された後、引き続いて高速酸化用チャンバ２で酸化されることになる。その際、ウエハ
の洗浄工程で、ウエハ上の自然酸化膜は除去される。また、ロードロック室３はウエハの
搬送を最適化して処理するように構成されており、内部は減圧されている。そのため、洗
浄工程を終了した後にも、ウエハ表面が大気暴露などにより酸化されることはない。
【００４３】
ここで、本実施形態の特徴は、光学的測定用チャンバ５がクラスタリングされた製造装置
の共通空間内に配置されていて、この光学的測定用チャンバ５には、励起光用光源７（Ａ
ｒイオンレーザ）と、測定光用光源８（１５０ＷのＸｅランプ）と、測定光の反射光の強
度を検出するための光検出器９と、各々励起光用光源７，測定光用光源８および光検出器
９と光学的測定用チャンバ５との間における光の誘導路となる光ファイバー１０，１１，
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１２と、光変調反射率分光による測定の際の機器の制御やデータの算出，解析などを行な
うための制御・解析システム１３とが配設されている点である。
【００４４】
－光学的測定システム－
図２は、上記半導体装置の製造装置内に配設された光学的測定システムを概略的に示す斜
視図である。
【００４５】
図２において、２１はウエハステージ、２２はウエハ、２３は石英窓、２４は入射測定光
導入部、２５は反射測定光導出部、２６は励起光導入部、２７は入射された励起光がウエ
ハ２２で反射して戻ってくる光である迷光を遮るための遮光板、３０は励起光導入部２７
と制御・解析システム１３との間を接続する信号線をそれぞれ示す。ここで、入射測定光
導入部２４，反射測定光導出部２５および励起光導入部２６は、それぞれ光ファイバー支
持装置としての機能を有している。さらに、図示されていないが、励起光導入部２６には
、５００Ｈｚの周波数で被測定物に励起光を間欠的に照射させる（変調）ためのチョッパ
ーが付設されており、このチョッパーは、制御・解析システムにより光検出器９と同期し
て動作するように制御されている。すなわち、本実施形態における半導体装置の製造装置
は、洗浄－ゲート絶縁膜の形成という一連のプロセス中におけるウエハの状態を光学的に
モニターしながら製造工程を管理することにより、高品質のゲート絶縁膜をトラブルなく
形成できるように構成されている。
【００４６】
－光変調反射率測定の原理－
ここで、光変調反射率分光の測定原理について、図２に示す本実施形態の測定装置の構造
を参照しながら説明する。励起光用光源７で生成された励起光は励起光導入部２６に付設
されたチョッパーを介して光学的測定用チャンバ５内に送られ、ウエハ２２内の半導体領
域に間欠的に照射される。本実施形態においては、半導体領域はｎ型拡散層である。そし
て、ウエハ２２内の半導体領域に励起光が照射されているときと照射されていないときの
反射測定光の強度の差ΔＲを、励起光の照射がないときの反射測定光の強度Ｒで割った値
（ΔＲ／Ｒ）が反射強度の変化割合として制御・解析システム１３で検知される。以上の
構成により、反射強度の変化割合の変動がモニターされる。なお、エリプソメータによる
測定とは異なり、測定光の入射側には偏光子を反射側には検光子をそれぞれ配置する必要
はない。ただし、偏光子および検光子を配置してエリプソメトリ機能を付加することは可
能である。
【００４７】
上述のような反射強度の変化割合（ΔＲ／Ｒ）は、以下の作用によって生じると考えられ
る。一般的に、半導体領域に光を照射すると、光によって励起されるキャリア数が増大し
、その後、キャリアが元のエネルギー準位に戻る際には光を放出して消滅する。このキャ
リア数の変化に伴い半導体領域の励起光が照射された領域における電界強度が変化する。
したがって、励起光が照射されているときと、励起光が照射されていないときとでは、測
定光の反射強度が異なる。ところが、半導体領域の表面付近に欠陥が多く存在すると、そ
の欠陥によってエネルギー準位の低い界面準位が存在することになる。そして、このよう
な界面準位を有する欠陥がキャリアの捕獲層として機能するために、光が照射されてもキ
ャリアが欠陥に捕獲されて十分に高いエネルギー準位まで励起されなかったり、高いエネ
ルギー準位まで励起されたキャリアが欠陥に捕獲されたりすると、励起されたキャリアが
低いエネルギー準位に戻る際に発生する光の強度が低下する。その結果、半導体領域の励
起光照射領域における電界強度も変化することになる。したがって、半導体領域の表面付
近の捕獲準位の数に依存して測定光の反射強度の変化割合（ΔＲ／Ｒ）が変化する。また
、半導体領域上に膜が存在して半導体領域の表面付近における電子付着が顕著な場合は反
射率の変化割合（ΔＲ／Ｒ）の変化量が増大する。したがって、この測定光の反射強度の
変化割合をモニターすることにより、半導体領域の表面付近の領域の物理的状態に関する
情報が得られる。
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【００４８】
なお、上記チョッピングの周波数は、キャリアが再結合して半導体領域の電界強度が変化
する時間と関係があるものと思われ、実験から１ｋＨｚ以下が好ましく、より好ましくは
５００Ｈｚ以下が好ましいことがわかっている。また、励起光のフォトンエネルギーが半
導体領域のバンドギャップよりも大きいことが好ましい。シリコン基板を使用する場合に
は、フォトンエネルギーが１．１ｅＶ以上の波長の励起光を使用することが好ましい。以
上のことは、後述の各実施形態においても同様である。
【００４９】
本実施形態では、測定光の照射強度（各波長域における）を一定と仮定しているので、反
射強度を検出することで反射率の検出に置き換えている。すなわち、反射強度の変化割合
の測定は、ウエハ２２の半導体領域にＡｒイオンレーザー光である励起光を間欠的に照射
しながら、別の方向からＸｅランプ光である測定光を連続的に照射して、この測定光の反
射強度の変化の検出により行われる。つまり、半導体領域に励起光が照射されているとき
の反射強度と励起光が照射されていないときの反射強度との差ΔＲを、半導体領域に励起
光が照射されていないときの反射強度Ｒで割った値（ΔＲ／Ｒ）を反射率の変化割合とし
ている。すなわち、光変調反射率分光とは、励起光の照射・非照射を繰り返しながらプロ
ーブ光の波長を変化させて、その波長（光のエネルギー値）ごとに反射率の変化割合を測
定して、そのスペクトル形状を調べる方法である。
【００５０】
図９は、半導体領域である単結晶シリコン層に入射したプローブ光の波長λの逆数に比例
するフォトンエネルギーの値と反射率の変化割合（ΔＲ／Ｒ）との関係を示す基本的なパ
ターンのスペクトル線図である。同図に示す反射率の変化割合（ΔＲ／Ｒ）の値は、初期
の状態を０とする相対値である。反射率の変化割合（ΔＲ／Ｒ）が変動する感度のもっと
も高い箇所は、同図に示す負側のピーク値付近である。そこで、本実施形態においては、
ピーク値とは負側のピーク値を意味することとし、そのときのプローブ光の波長として、
負側のピーク値を示すエネルギー値にほぼ等しい約３．３０ｅＶに相当する波長３７６ｎ
ｍを使用するようにしている。また、以下の説明において、負側のピーク値から正側のピ
ーク値までの高さを「谷からのピーク値」と呼ぶ。
【００５１】
このスペクトル形状を求めるに際しては、２００～５００ｎｍの波長範囲におけるプロー
ブ光のスペクトルを検出して解析することが好ましい。
【００５２】
－洗浄工程の管理と光学的測定－
次に、以上の半導体装置の製造装置と光学的測定システムとを用いた洗浄－ゲート絶縁膜
形成という一連のプロセスについて説明する。
【００５３】
まず、ウエハ上の自然酸化膜を除去するために、先行ウエハ（モニターウエハ）を含めた
製品用ウエハをウエハロード・アンロード部６からロードロック室３に搬入する。なお、
高感度の測定を行なうために、ウエハ内には抵抗率が０．０２Ωｃｍ - 1のｎ型半導体領域
が形成されている。ロードロック室３は約５０ｍＴｏｒｒに減圧されている。まず、先行
ウエハをロードロック室３から洗浄用チャンバ１に誘導し，ＨＦ蒸気による洗浄と、ＵＶ
照射によってＣｌ 2  ガスを解離して生じたラジカルによるウエハ表面のエッチングとを行
なって、自然酸化膜を除去して平坦な界面を形成する。そのために、洗浄用チャンバ１は
、腐食防止処理等が施されている。
【００５４】
ここで、ウエハをいったん光学的測定用チャンバ５に搬入し、上述の光変調反射率分光を
行なって半導体領域の状態を測定する。
【００５５】
図３は、この光変調反射率分光の結果を示す反射率変化のスペクトル図である。同図にお
いて、横軸は波長に反比例するフォトンエネルギーであり、縦軸はΔＲ／Ｒを表している
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。同図中の“洗浄前”に示すように、洗浄前の半導体領域上には厚い自然酸化膜が形成さ
れているために、光変調反射率分光のスペクトルのピーク値が大きいことがわかる。また
、同図中の“ケミカル酸化膜”に示すように、従来の方法で形成されるケミカル酸化膜が
形成されている場合にも、当初の厚い自然酸化膜が形成されているものよりはピーク値が
小さくなるものの、かなりの厚みの酸化膜が存在していることがわかる。一方、洗浄が十
分でない場合には、同図中の“洗浄後－２”に示すように、かすかではあるがピークが存
在する。この状態で、酸化工程を実施した場合には、その後の信頼性評価試験において若
干の不良が発生している。
【００５６】
一方、適正な洗浄を行なうと、同図中の“洗浄後－１”に示すように、光変調反射率分光
のスペクトル中のピークはほとんど見られない状態となった。この状態で酸化工程を行な
った場合には、その後の信頼性試験において、ほとんど不良が発生しないことがわかった
。このように、反射率分光の測定データを、エッチング作用を含む洗浄処理が適正か否か
の判断に利用することがわかる。
【００５７】
図４は、洗浄時間と光変調反射率分光のスペクトル中のピーク値との関係を示すデータで
ある。同図に示すように、洗浄時間が長くなるにつれてピーク値が小さくなり、自然酸化
膜が完全に除去される様子がわかる。
【００５８】
すなわち、従来のクラスタリングされていない製造装置を用いた場合はむろんのこと、ク
ラスタリングされた製造装置を用いた場合であっても、経験的に設定された時間だけ洗浄
を行なった後酸化工程を行なったのでは、わずかに残る自然酸化膜のためにゲート絶縁膜
の品質が低下するおそれがあった。それに対し、本実施形態の製造装置を用いたプロセス
によると、洗浄後の洗浄後、酸化前における半導体領域上のごく薄い酸化膜の有無を検知
できるので、ゲート絶縁膜の不良などのトラブルの発生を確実に防止することができる。
【００５９】
また、光学的測定用チャンバ５において、洗浄後のウエハ上に酸化膜が残っていることが
わかった場合には、ウエハを洗浄用チャンバ１に再度戻し、残存している酸化膜の膜厚を
除去するのに必要な時間だけ洗浄を行なえばよい。すなわち、そのまま次工程に進めたの
では不良となるウエハを救済できるので、ウエハを有効に活用できる。
【００６０】
なお、本実施形態では、酸化前における合否の判定基準として、光変調反射率分光のスペ
クトルのピーク値を０．１としているが、この判定基準は測定系のＳＮ比に依存している
ので、必ずしも０．１である必要はない。すなわち、各製造工程に適した判定基準を採用
することができる。
【００６１】
また、洗浄後に、意図的にケミカル酸化膜を形成するようにしてもよく、その場合には、
光変調反射率分光のスペクトルのピーク値の適正範囲を予め把握しておくことで、製造工
程の適正条件からのずれの発生を検知したり、製造条件を調整するなどの製造工程の管理
を行なうことができる。すなわち、本発明の半導体装置の製造方法は、クラスタリングさ
れた製造装置に限定されるものではない。ただし、クラスタリングされた製造装置を用い
た場合には、特に、一連のプロセスが終了するまでウエハを装置外に取り出すことがない
ので、本実施形態のごとく、クラスタリングされた製造装置内で光学的評価を行うことで
、一連のプロセスの途中での各プロセスの適否を判定できるという著効を発揮することが
できる。また、ウエハ表面の状態が装置外部の環境条件（酸素、湿気などの存在）に影響
されないので、１０ｎｍ以下の薄い厚みを有する酸化膜の厚みを、自然酸化膜の影響等を
除去しながら把握することができ、より高い測定精度が得られるという利点がある。
【００６２】
さらに、本実施形態では、高速酸化用チャンバ２を配置してウエハに酸化工程を施すよう
にしているが、酸化と共に窒化を行なって窒化酸化膜を形成するプロセスや、窒化のみを
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行なって窒化膜を形成するプロセスについても本発明を適用することができる。
【００６３】
なお、本実施形態では、膜厚が２ｎｍ以下の場合に限って説明したが、本発明はかかる実
施形態に限定されるものではなく、膜厚が２ｎｍ以上の場合でも、寝具強度と膜厚の関係
が予め求められていれば、本実施形態と同様の効果が得られることはいうまでもない。
【００６４】
また、本実施形態で説明した光変調反射率分光ではなく、従来用いられているエリプソメ
トリ法による膜厚の測定をクラスタリングされた製造装置内で行なうことも原理的には可
能である。しかし、エリプソメトリ法による膜の測定では、上述のように偏光子，検光子
などを観測部に設置する必要があるのに対し、本発明の光変調反射率分光法の場合には、
偏光子や検光子を配備する必要はない。よって、光変調反射率分光法を採用することは、
１．５ｎｍ以下の厚みを有する薄膜の測定が高精度で行えるという点に加え、省スペース
という観点からも、限られたスペースしか確保できないクラスタリングされた製造装置に
おいてはエリプソメトリ法よりも有利である。
【００６５】
（第２の実施形態）
次に、酸化膜の形成時における酸化膜の厚みの制御に関する第２の実施形態について説明
する。本実施形態においても、上記第１の実施形態における図１，図２に示すクラスタリ
ングされた製造装置を用いることが前提である。
【００６６】
まず、先行ウエハ（モニターウエハ）を含む処理ウエハをロード・アンロード部６からロ
ードロック室３に搬入した後、洗浄用チャンバ１内で、図３に示す“洗浄後－１”のスペ
クトルが得られるような条件の洗浄を行ない、これを光学的測定用チャンバ５に移動させ
て、光学的測定用チャンバ５内において光変調反射率分光による測定を行なう。
【００６７】
さらに、いったん自然酸化膜が完全に除去されたウエハを酸化するとともに、この酸化の
方法や時間を変えて、各酸化処理ごとに光変調反射率分光による測定を行なう。
【００６８】
図５は、本実施形態における光変調反射率分光のスペクトル図である。同図に示されてい
る膜厚値は、ＴＥＭ観察によって確認された膜厚値である。ただし、同図中のピーク値は
、既に述べように、測定系のＳＮ比によって変化するので、膜厚に対する相対的な値を示
すにすぎない。同図に示すように、洗浄を行なった直後のウエハについて測定されたスペ
クトル中にはピークはほとんど見られず、ＴＥＭ観察の結果、酸化膜の膜厚はほぼ０ｎｍ
と測定された。
【００６９】
一方、図６は、ＴＥＭ観察による膜厚と光変調反射率分光のスペクトル中のピーク値との
関係を示すデータである。同図に示すように、酸化膜の膜厚が２．０ｎｍ付近の値に達す
るまでは、膜厚の増大につれてスペクトル中のピーク値も大きくなっている。ただし、酸
化膜の厚みが２．０ｎｍを越えると、逆にスペクトル中のピーク値が減少することもわか
った。
【００７０】
また、図７は、シリコン基板上に厚みが２．４ｎｍの酸化膜とポリシリコン膜とが堆積さ
れたものの断面構造をＴＥＭで撮影したものの複写図である。同図に示すように、本願で
は、シリコン酸化膜の網目構造が観察されるような分解能を有するＴＥＭ観察の結果を用
いて、酸化膜の厚みが確認されている。
【００７１】
次に、このデータに基づいて、１．５ｎｍの厚みの酸化膜を形成するためのプロセスにつ
いて説明する。まず、ウエハが高速酸化炉２に誘導され、高速酸化炉２内でＯ 2  ガスが流
量５００ｓｃｃｍで導入され、１０００℃まで約１分間で昇温される。そして、その後の
保持時間を適宜設定することにより、所望の厚みの酸化膜を形成することができる。本実
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施形態における実験では、約１０ｓｅｃの保持時間により、約１．５ｎｍの厚みを有する
酸化膜が得られた。なお、本実施形態の光学的測定システムを使用する場合には、このと
きの光変調反射率分光のスペクトル中のピーク値を図６に示す１．８付近に設定して製造
工程の管理を行なった。その結果、クラスタリングされた製造装置を用いながら光学的測
定を利用した管理を行なわない従来の方法によると１．５ｎｍ±０．２ｎｍのばらつきを
有する酸化膜しか形成できなかった。それに対し、本実施形態における実験では、厚みが
１．５ｎｍ±０．１ｎｍの範囲の酸化膜を形成することができ、酸化膜の厚みのばらつき
を±０．１ｎｍの範囲に収めることができた。
【００７２】
また、光学的測定用チャンバ５において、洗浄後のウエハ上に酸化膜が残っていることが
わかった場合には、ウエハを再度洗浄用チャンバ１に戻し、残存している酸化膜の膜厚を
除去するのに必要な時間だけ洗浄を行なえばよい。すなわち、そのまま次工程に進めたの
では不良となるウエハを救済できるので、ウエハを有効に活用できる。
【００７３】
以上のように、酸化膜の合否を判定して、“次の処理に進行させる”、“追加酸化処理を
行なう”、“酸化膜を除去して最初の酸化処理からやり直す”、などの適切な措置を行な
うことが可能になる。
【００７４】
なお、製造工程の管理を行なうための規格値が適正かどうかは、様々な要因によって変わ
るので、そのプロセス・測定システムの状況に適した値を採用することが好ましい。
【００７５】
さらに、本実施形態の測定手法は、クラスタリングされた製造装置・方法のみに適合する
ものではなく、従来の酸化工程後の膜厚管理にも適用することができる。すなわち、この
ような光学的測定方法を絶縁膜の形成工程に組み込むことにより、製造工程途中において
膜厚を正確な把握することができるので、ゲート絶縁膜等の絶縁膜の製造工程をより適正
に管理することができる。
【００７６】
特に、クラスタリングされた製造装置を用いた場合には、一連のプロセスが終了するまで
ウエハを製造装置外に取り出すことがないので、クラスタリングされた製造装置内で光学
的評価を行うことで、一連のプロセスの途中での各プロセスの適否を判定できるという著
効を発揮することができる。また、ウエハ表面の状態が装置外部の環境条件（酸素、湿気
などの存在）に影響されないので、２ｎｍ以下の厚みを有するような薄い酸化膜の厚みを
、自然酸化膜の影響等を除去しながら把握することができ、より高い測定精度が得られる
という利点がある。
【００７７】
なお、本実施形態では、膜厚が２ｎｍ以下の場合に限って説明したが、本発明はかかる実
施形態に限定されるものではなく、膜厚が２ｎｍ以上の場合でも、信号強度と膜厚の関係
が予め求められていれば、本実施形態と同様の効果が得られることはいうまでもない。
【００７８】
また、本実施形態で説明した光変調反射率分光ではなく、従来用いられているエリプソメ
トリ法による膜厚の測定をクラスタリングされた製造装置内で行なうことも原理的には可
能である。しかし、第１の実施形態において説明したと同様に、光変調反射率分光法の方
がエリプソメトリ法よりも有利である。
【００７９】
さらに、本実施形態では、高速酸化用チャンバ２を配置してウエハに酸化工程を施すよう
にしているが、酸化と共に窒化を行なって窒化酸化膜を形成するプロセスや、窒化のみを
行なって窒化膜を形成するプロセスについても、その膜厚と光変調反射率分光のスペクト
ル中のピーク値との関係を把握しておくことで、本発明を適用することができる。
【００８０】
（第３の実施形態）
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次に、第３の実施形態について説明する。本実施形態においても、上記第１の実施形態に
おける図１，図２に示すクラスタリングされた製造装置を用いる。
【００８１】
まず、先行ウエハ（モニターウエハ）を含む処理ウエハをロード・アンロード部６からロ
ードロック室３に搬入した後、洗浄用チャンバ１内で、図３に示す“洗浄後－１”のスペ
クトルが得られるような条件の洗浄を行ない、これを光学的測定用チャンバ５に移動させ
て、光学的測定用チャンバ５内において光変調反射率分光による測定を行なう。このとき
のウエハから得られる分光スペクトルの形状は、図５に示す“～０ｎｍ”のスペクトル形
状に相当する。つまり、自然酸化膜がほとんど除去され、清浄なウエハの表面が露出して
いるので、ほとんどピークが現れていない。
【００８２】
次に、ウエハを高速酸化用チャンバ２内に移動させ、第２の実施形態で説明したガス種，
ガスの流量及び昇温条件を用い、約３０ｓｅｃの間酸化を行うことで、厚みが３．５ｎｍ
の酸化膜を形成する。
【００８３】
次に、高速酸化用チャンバ２内に窒素混合ガスを導入し、ウエハ表面の酸化膜の熱処理（
窒化処理）を行なった。
【００８４】
図８は、この窒化処理の前後における光変調反射率分光の測定結果である反射率の変化割
合のスペクトルを示す図である。同図に示すように、熱処理前と熱処理後とで、スペクト
ル形状、特にピーク値が変化する理由はまだ解明できていないが、熱処理によるＳｉＯ 2  
／Ｓｉ界面準位の発生数の低減、界面付近の歪の低減などが考えられる。
【００８５】
従来、高速酸化法により厚みが３．５ｎｍ程度の酸化膜を形成した場合には、ＳｉＯ 2  ／
Ｓｉ界面準位の発生があるなどの諸要因から酸化膜の窒化処理が行なわれているが、その
ときの窒化処理を適正に行なうための管理手法がなかった。それに対し、本実施形態の方
法によると、窒化処理前後の光変調スペクトルとを比較することで、窒化された酸化膜の
品質の判断基準を設けることが可能となる。そして、窒化処理条件と窒化処理後の酸化膜
の品質とを比較することで、窒化処理工程の管理を行なうことが可能となる。例えば、図
８に示すスペクトルのピーク値の適正範囲を定めて製造工程の管理を行なうことで、窒化
処理に伴う種々のトラブルを解決することができるとともに、窒化された酸化膜の合否を
判定して、次の処理に進行させる、追加窒化処理を行なう、酸化膜を除去する洗浄工程か
らやり直す、などの適切な措置を行なうことが可能になる。
【００８６】
なお、製造工程の管理を行なうための規格値が適正かどうかは、様々な要因によって変わ
るので、そのプロセス・測定システムの状況に適した値を採用することが好ましい。
【００８７】
さらに、本実施形態の測定手法は、クラスタリングされた製造装置・方法のみに適合する
ものではなく、従来の酸化膜形成後の窒化処理工程の管理にも適用することができる。す
なわち、このような光学的測定方法を酸化膜の形成後の窒化処理工程に組み込むことによ
り、製造工程途中において膜厚を正確な把握することができるので、酸化膜の窒化処理工
程をより適正に管理することができる。ただし、クラスタリングされた製造装置を用いた
場合には、特に、一連のプロセスが終了するまでウエハを装置外に取り出すことがないの
で、本実施形態のごとく、クラスタリングされた製造装置内で光学的評価を行うことで、
一連のプロセスの途中での各プロセスの適否を判定できるという著効を発揮することがで
きる。また、ウエハ表面の状態が装置外部の環境条件（酸素、湿気などの存在）に影響さ
れないので、２ｎｍ以下の厚みを有するような薄い酸化膜の厚みを、自然酸化膜の影響等
を除去しながら把握することができ、より高い測定精度が得られるという利点がある。
【００８８】
本実施形態では、酸化膜の熱処理として窒化処理を行なう場合について説明したが、本発
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明はこの実施形態に限定されるものではない。例えば、シリコン層の上にタンタルオキサ
イド膜を形成し、その後、熱処理を行なうことにより、シリコン層とタンタルオキサイド
層との間に薄い酸化膜を形成することがあり、かかる熱処理についても、本実施形態の方
法を適用することができる。
【００８９】
（第４の実施形態）
上記第１～第３の実施形態では、クラスタリングされた製造装置中の光学的測定用チャン
バ５に光変調反射率分光を行なうための光学的測定システムを取り付けたが、本発明はか
かる実施形態に限定されるものではない。例えば、以下のようなクラスタリングされてい
ない製造装置にも適用が可能である。
【００９０】
図１０は、クラスタリングされた製造装置ではない第４の実施形態に係る単独のチャンバ
内、例えばプラズマＣＶＤを行なう反応処理室５０内で光学的測定を行なう場合の構成を
概略的に示す断面図である。同図に示すように、反応処理室５０内には、下部電極である
アノード電極５３と、上部電極であるカソード電極５４とが配設されていて、アノード電
極５３の上に、ｐ型シリコンからなるウエハ２２が設置されている。ウエハ２２のｎ型半
導体領域２４の上にＣＶＤによりシリコン酸化膜（図示せず）が形成される。そして、高
周波電源５１からカップリングコンデンサ５２を介して高周波電力が各電極５３，５４間
に供給することにより、反応処理室５０内にプラズマ５５を生成するように構成されてい
る。また、反応処理室５０の壁面には、終点検出用窓５７と、プローブ光入射用窓５８と
、反射光観測用窓５９とが設けられている。
【００９１】
一方、反応処理室５０の外部には、終点検出システム５９が設けられているとともに、反
射強度Ｒの観測のための部材が配設されている。まず、ｎ型半導体領域２４に照射するプ
ローブ光を発生するＸｅランプ６１が設けられており、Ｘｅランプ６１で生成されたプロ
ーブ光７１はミラー６２により反射された後、プローブ光入射用窓５８を介して反応処理
室５０内に設置されたウエハ２２のシリコン酸化膜を通過してｎ型半導体領域２４に達す
る。そして、ｎ型半導体領域２４で反射された反射プローブ光７２は、反射光観測用窓５
９から反応処理室５０の外に取り出され、反射強度観測システム６６によりその強度（特
に、波長３７６ｎｍ，エネルギー３．３ｅＶの付近）が検出される。そして、反射強度観
測システム６６で計測された反射強度に関するデータは、信号経路６７を経てエッチング
制御システム６８に送られる。また、ｎ型半導体領域２４に照射する励起光を発生するＡ
ｒイオンレーザー６３が設けられており、このＡｒイオンレーザー６３で発生された励起
光７３はチョッパ６４によって周波数２００Ｈｚでチョッピングされて、間欠的に送られ
る。この励起光７３は、終点検出用窓５７を介して反応処理室５０内に送られ、ｎ型半導
体領域２４に間欠的に照射される。そして、上述のように、励起光７３が照射されている
ときと照射されていないときの反射プローブ光７２の反射強度（つまり反射プローブ光７
２の強度）の差ΔＲを、励起光７３の照射がないときの反射強度Ｒで割った値（ΔＲ／Ｒ
）が反射率の変化割合として反射強度観測システム６６で検知される。なお、プローブ光
の入射側には偏光子を反射側には検光子をそれぞれ配置してもよい。
【００９２】
以上の構成により、実際にＣＶＤなどにより絶縁膜を形成する反応処理室内で、反射強度
の変化割合の変動がモニターされる。したがって、クラスタリングされた製造装置でなく
ても、単独でＣＶＤ，スパッタリング，熱酸化等の成膜を行なう装置内においても、光変
調反射率分光のスペクトルを利用して形成される成膜の膜厚を測定することができる。特
に、上記各実施形態で説明したように、光変調反射率分光による測定では、現在汎用され
ているエリプソメトリ法では測定誤差が大きい厚み範囲や、測定感度が得られないような
検出困難なほど薄い厚み範囲についての測定が可能であるという利点がある。
【００９３】
（第５の実施形態）
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次に、ｎ型半導体領域およびｐ型半導体領域についての光変調反射率測定に関する第５の
実施形態について説明する。本実施形態における製造装置や光学的測定システムの図示は
省略するが、第１又は第４の実施形態におけるものを使用することができる。すなわち、
以下の説明では便宜上図１および図２に示すクラスタリングされた製造装置および光学的
測定システムを用いたときの測定手順について説明するが、図１０に示すクラスタリング
されていないＣＶＤ装置および光学的測定システムを用いてもよい。
【００９４】
－酸化膜の膜厚と光変調反射率分光測定データとの関係－
まず、各々ｎ型半導体領域およびｐ型半導体領域を有する先行ウエハを含めた処理ウエハ
をロード室６より導入し、第２の実施形態において説明した方法でウエハの洗浄を行う。
【００９５】
次に、このウエハの表面を酸化して、ｎ型半導体領域およびｐ型半導体領域の上に酸化膜
を形成する。そして、酸化時間を種々変更して異なる膜厚を有する測定用サンプルを形成
し、各サンプルについて光変調反射率分光による膜厚の測定を行なった。
【００９６】
図１１は、ＴＥＭ観察による膜厚と、光変調反射率分光のスペクトル中の“谷からのピー
ク値”との関係を示すデータである。同図において、■はｐ型半導体領域上の酸化膜につ
いての測定値データを示し、▲はｎ型半導体領域上の酸化膜についてのデータを示す。図
１１における“谷からのピーク値”は、スペクトルの最大値（正側のピーク値）と最小値
（負側のピーク値）の差を示している。
【００９７】
また、図１２は、ｎ型半導体領域における光変調反射率分光の雑音除去処理を行なう前の
実測スペクトルを示す図である。
【００９８】
図１１に示されるように、酸化膜の厚みが約１．０ｎｍ以下においては、ｎ型半導体領域
におけるよりもｐ型半導体領域における反射率の変化割合（ΔＲ／Ｒ）の“谷からのピー
ク値”が大きくなっている，つまり測定感度が高くなっている。一方、酸化膜の厚みが約
１．０ｎｍを越えると、ｎ型半導体領域における“谷からのピーク値”の方が高くなって
いる。そして、ｐ型半導体領域においては、酸化膜の厚みが１．０ｎｍを越えると“谷か
らのピーク値”が減小する傾向がある。
【００９９】
一方、図１２に示されるように、ｎ型半導体領域におけるスペクトルは、酸化膜の厚みが
０．２ｎｍ付近になると、雑音による凹凸のためにピーク部を見つけること自体が手間を
要するようになる。
【０１００】
以上のデータを整理すると、以下のようになる。ゲート絶縁膜の膜厚の増大とともに、電
子付着過程の増大が生じ、この効果は膜厚が０～２ｎｍの範囲で得られる。特に、ｎ型半
導体領域の表面では図１１に示すように、１ｎｍ以上の厚み範囲で電子付着の増大に起因
する反射率の変化割合の増大が顕著なのに対して、ｐ型半導体領域の表面では０．５～１
．５ｎｍの厚み範囲で電子付着の増大に起因する反射率の変化割合の変化が顕著となる。
この時、信号強度の変化特性は膜形成工程条件にも依存するが、信号強度の変化特性から
膜厚の情報を得ることができる。
【０１０１】
特に、酸化膜の厚みが１．０ｎｍ以下の範囲においてはｐ型半導体領域における測定デー
タを採用し、酸化膜の厚みが１．０ｎｍを越える範囲においてはｎ型半導体領域における
測定データを採用することにより、従来困難であった厚みが１．５ｎｍ以下のほぼ全ての
範囲における酸化膜の膜厚を正確に測定することが可能になった。この効果は、クラスタ
リングされた製造装置を用いるか否かとは無関係に得られる効果である。
【０１０２】
－酸化膜の膜厚の管理－
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次に、図１１に示されるデータを用いて、酸化膜の膜厚の管理を行なった結果について説
明する。
【０１０３】
各ウエハ上のゲート酸化膜について光変調反射率分光の測定を行ない、各ウエハにおける
分光スペクトル中の谷からのピーク値が、図１１に示す１．５ｎｍの厚み位置に相当する
値になるように、製造工程を管理した。
【０１０４】
図１３は、本実施形態におけるゲート酸化膜の膜厚管理方法で管理されたゲート酸化膜の
リーク電流値の変動を示すデータである。同図において、横軸はウエハ番号を表し、縦軸
はゲートリーク電流の規格値に対する実測値の比として表される変動量（％）を表してい
る。また、○は本実施形態の管理方法を組み込んだ製造プロセスで形成された素子のゲー
トリーク電流の測定データであり、●は本実施形態の管理方法を組み込んでいない従来の
製造プロセスで形成された素子のゲートリーク電流を示す。同図に示されるように、本実
施形態の管理方法を用いて製造されたゲート酸化膜の厚みのばらつきは小さいので、ゲー
トリーク電流の変動量も小さく抑制されていることがわかる。
【０１０５】
すなわち、従来の経験的な管理方法では、１．５ｎｍレベルのゲート酸化膜を形成する工
程において、製造装置の稼働時間の経過につれてゲート酸化膜の膜厚のバラツキが大きく
なっていたために、しばしばゲート酸化膜の不良が発生していた。それに対し、本実施形
態のゲート酸化膜の膜厚管理方法によれば、図１３に示されるように、ゲートリーク電流
の変動量が小さく抑制でき、その結果、ゲート酸化膜の不良の発生を低減することができ
た。すなわち、本実施形態の膜厚評価方法及び半導体装置の製造方法により、厚みが１．
５ｎｍレベルのゲート絶縁膜を有する高機能のデバイスが実現できる。
【０１０６】
－洗浄工程の管理－
次に、第１の実施形態に相当する洗浄工程（酸化膜の除去作用も含む）において、ｐ型半
導体領域およびｎ型半導体領域双方における光学的測定を利用して酸化膜の膜厚を測定し
た結果について説明する。
【０１０７】
その場合、上記第１の実施形態における洗浄処理と同様に、先行ウエハ（モニターウエハ
）を含む処理ウエハをロード・アンロード部６からロードロック室３に搬入した後、洗浄
用チャンバ１内で種々の時間だけ洗浄を行なう。このとき、光照射によってＣｌ 2  ガスを
解離されできたラジカルによりウエハ表面をエッチングし平坦な界面を形成する。このた
めに洗浄用チャンバ１の表面には、腐食などを防止するための処理が施されている。
【０１０８】
次に、ウエハの洗浄後にウエハを光学的測定用チャンバ５に搬送し、図２に示す光学的測
定システムを用いて、光変反射率分光による光学測定を行なう。
【０１０９】
図１４は、図１および図２に示すクラスタリング装置を用いてウエハの洗浄を行ったとき
の洗浄時間に対する光変調反射率分光のスペクトル中の“谷からのピーク値”の変化を示
すデータである。同図において、■はｐ型半導体領域における測定値を、●はｎ型半導体
領域における測定値である。ｎ型半導体領域についてのデータは、見かけ上図４に示すデ
ータと異なっているように見えるが、これはデータの処理方法が図４と図１４とでは異な
っているからであり、基本的には両データは同じ傾向を示している。そして、いずれの領
域においても、洗浄時間が不足していて酸化膜が十分除去できていない間は膜厚が大きく
、十分洗浄を行なうと酸化膜の膜厚が減小していることを示している。
【０１１０】
ここで、同図におけるｎ型半導体領域とｐ型半導体領域とについてのデータを比べると、
洗浄時間が３．０～４．０×１０ 2  ｓｅｃに達するまではｎ型半導体領域の方が谷からの
ピーク値が高いが、洗浄時間が３．０～４．０×１０ 2  ｓｅｃを越えるとｐ型半導体領域
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の方が谷からのピーク値が高くなっている。これは、洗浄時間が不足していて酸化膜がそ
れほど薄くなっていない間はｎ型半導体領域のデータを採用した方が高い測定感度および
測定精度が得られるが、洗浄時間が長くなって酸化膜の除去が進むとｐ型半導体領域にお
ける測定データを採用した方が高い測定感度および測定精度が得られることを示している
。この傾向は、図１１のデータが示す傾向と合致している。
【０１１１】
したがって、洗浄工程において、ｎ型半導体領域とｐ型半導体領域とについて光変調反射
率分光を行なって、より高い感度を示す方のデータ（ΔＲ／Ｒ）を利用して酸化膜の厚み
をモニターしながら、洗浄条件や洗浄時間の管理を行なうことにより、酸化膜の除去を伴
う洗浄を必要かつ十分に行なうことができる。
【０１１２】
また、図１４のデータから熱酸化やＣＶＤによる酸化膜の形成を行なう際には、処理時間
の経過に対して、図１４に示す各特性線とは傾きが逆の測定値が得られるとがわかる。す
なわち、図１４に示すデータを利用して、ｐ型半導体領域及びｎ型半導体領域上に熱酸化
膜やＣＶＤ酸化膜を形成する際の膜厚の管理をも行なうことができる。
【０１１３】
（その他の実施形態）
上記第１～第３の実施形態では、クラスタリングされた製造装置において、図１に示すよ
うに、ロードロック室３の周囲に、洗浄用チャンバ１と、酸化膜を形成するための高速酸
化用チャンバ２と、冷却用チャンバ４と、光学的測定用チャンバ５とを配設して、各チャ
ンバ間で大気にさらされることなく減圧下でウエハを搬送できるようにしたが、本発明は
かかる実施形態に限定されるものではない。例えば、図１に示す装置に代えて、以下のよ
うなクラスタリングされた製造装置の構成が可能である。
【０１１４】
第１に、光学的測定用チャンバ５を別途設けることなく、ウエハ冷却用チャンバ４に光学
的測定システムを配設してもよい。
【０１１５】
第２に、高速酸化用チャンバ２の代わりに、スパッタリング又はＣＶＤにより酸化膜，窒
化膜，ポリシリコン膜を形成するためのチャンバを設けてもよい。
【０１１６】
第３に、高速酸化用チャンバ２に加えて、スパッタリングやＣＶＤにより酸化膜，窒化膜
，ポリシリコン膜を形成するためのチャンバを設けてもよい。特に、ゲート酸化膜を形成
した後に、ポリシリコン膜をこの製造装置内で形成することができれば、ゲート酸化膜が
形成されたウエハ上に自然酸化膜が形成されないうちにゲート電極用を構成するポリシリ
コン膜を形成できるという利点がある。
【０１１７】
なお、ウエハの一部に製品となる半導体装置を形成しないモニター領域を設けておいて、
このモニター領域内の半導体領域について上述の光学的測定を行なうようにしてもよい。
その場合、モニター領域内の半導体領域における不純物濃度を製品となる半導体装置内の
半導体領域における不純物濃度よりも高くして、測定感度を高めることができる。また、
モニター領域は面積的にも広く確保できるので、光学的測定を容易に行なうことができる
利点がある。
【０１１８】
なお、本発明の光変調反射率分光により厚みを測定できる膜は、光（紫外線を含む）を通
過する性質を有する材質のものであればよい。したがって、酸化膜などの絶縁膜に限定さ
れるものではなく、透明な導電性材料や、薄い金属膜で光を透過できるものでもよい。と
くに、同じ材質の膜でも薄膜になるにしたがって光を透過しやすくなるので、発明の適用
が可能な材質の制限が緩和されることになる。
【０１１９】
また、クラスタリングされた製造装置に適した光学的測定システムの構造として、以下の
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ような形態も採ることができる。
【０１２０】
図１５は、チャンバの天井面上に光学的測定システムを集約して配置したときの構造例を
示す断面図である。同図に示すように、クラスタリングされた製造装置内のロードロック
室３につながる光学的測定用チャンバ５の天井面側に全ての光学的システムが配置されて
いる。すなわち、光学的測定用チャンバ５の天井面に測定光および励起光を通過させるた
めの石英窓２３が取り付けられている。そして、石英窓２３の上に入射測定光導入部２４
と反射測定光導出部２５とが取り付けられている。また、励起光用光源７（Ａｒイオンレ
ーザ）と、測定光用光源８（１５０ＷのＸｅランプ）と、測定光の反射光の強度を検出す
るための光検出器９と、測定光用光源８からの光を測定光導入部２４まで案内する光ファ
イバー１１と、測定光導出部２５からの光を光検出器９まで案内する光ファイバー１２と
、励起光用光源７で生成された励起光を５００Ｈｚの周波数で被測定物に間欠的に照射さ
せる（変調）ためのチョッパー２８と、モニターやＣＰＵを有し、光変調反射率分光によ
る測定の際の機器の制御やデータの算出，解析などを行なうための制御・解析システム１
３と、チョッパー２８と制御・解析システム１３内のＣＰＵとの間を接続する信号線３０
とが配設されている。ここで、入射測定光導入部２４および反射測定光導出部２５は、そ
れぞれ光ファイバー支持装置としての機能をも有している。そして、光学的測定用チャン
バ５内に配置されたウエハステージ２１上にウエハ２２を設置して、上述のような光変調
反射率分光測定を行なうように構成されている。
【０１２１】
図１６は、被測定物に対する測定光の入射角が大きい場合の構造例を示す断面図である。
同図に示すように、光学的測定用チャンバ５の天井面に測定光および励起光を通過させる
ための石英窓２３が取り付けられている。そして、石英窓２３の上に励起光導入用光ファ
イバー支持装置４４が取り付けられている。また、光学的測定用チャンバ５の側方に、測
定光導入用光ファイバー支持装置４０及び測定光導入部４１と、測定光導出部４２及び測
定光導出用光ファイバー支持装置４３とが取り付けられている。さらに、図示されていな
いが、クラスタリングされた製造装置の外側に、励起光用光源（Ａｒイオンレーザ）と、
測定光用光源（１５０ＷのＸｅランプ）と、測定光の反射光の強度を検出するための光検
出器とが設けられている。そして、励起光用光源からの光を励起光導入用光ファイバー支
持装置４４まで案内する光ファイバー１０と、測定光用光源からの光を測定光導入用光フ
ァイバー支持装置４０まで案内する光ファイバー１１と、測定光導出用光ファイバー支持
装置２５からの光を光検出器まで案内する光ファイバー１２とが設けられている。なお、
励起光は、図示しない位置に設けられたチョッパーにより、５００Ｈｚの周波数で被測定
物に間欠的に照射されるように構成されている。また、モニターやＣＰＵを有し、光変調
反射率分光による測定の際の機器の制御やデータの算出，解析などを行なうための制御・
解析システムとが配設されている。
【０１２２】
図１７は、光学的測定用チャンバー５の天井面に光学的測定システムをさらに集約化して
取り付けた場合の構造例を示す断面図である。光学的測定用チャンバ５の天井面に石英窓
２３が取り付けられ、石英窓２３の上に球面部材４５が取り付けられている。球面部材４
５の表面形状は、ウエハ２２の被測定部を中心とする球面にほぼ一致している。この球面
部材４５に、光ファイバー１１を支持する測定光導入用光ファイバー支持装置４０と、光
ファイバー１２を支持する測定光導出用光ファイバー支持装置４１と、光ファイバー１０
を支持する励起光導入用光ファイバー支持装置４４とが取り付けられている。さらに、測
定光導入用光ファイバー支持装置４０と測定光導出用光ファイバー支持装置４１とは、ラ
ック＆ピニオン機構などによって互いに垂線からの傾き角を常に同じ値としながら球面部
材４５の斜面に沿って移動可能に構成されている。そして、クラスタリングされた製造装
置の外側からラック＆ピニオン機構を遠隔制御により作動させて、測定光導入用光ファイ
バー支持装置４０および測定光導出用光ファイバー支持装置４１の垂線からの傾き角を調
整できるように構成されている。すなわち、光学的測定用チャンバ５内に設置されたウエ

10

20

30

40

50

(18) JP 4018829 B2 2007.12.5



ハステージ２１上のウエハ２２に対する測定光の入射角を調整できるように構成されてい
る。このような構造により、きわめて狭いスペースに光学的測定システムのうちの光の導
入・導出部を集約することができ、特にクラスタリングされた製造装置に取り付けるのに
適したものとなっている。
【０１２３】
【発明の効果】
本発明の半導体装置の製造装置によれば、大気と遮断された共通容器内にウエハに各種処
理を施すための複数の処理室をクラスタリングした状態で配設するとともに、共通容器内
のいずれかの部位にウエハを設置した状態でウエハの表面状態を光学的に評価するための
光学的測定手段を設けたので、自然酸化膜などの影響のない状態でウエハ上の酸化膜の有
無や酸化膜の膜厚などを高精度で測定することが可能となり、微細化された半導体装置の
製造工程を適正に管理する機能を有する半導体装置の製造装置が得られる。
【０１２４】
本発明の第１の半導体装置の製造方法によれば、膜の形成や膜の除去を行なう際の膜の厚
みを光変調反射率分光法により測定するようにしたので、エリプソメトリ法による膜厚の
測定では得られない高い感度，精度で膜厚を測定することができる。
【０１２５】
本発明の第２の半導体装置の製造方法によれば、大気とは遮断された雰囲気で行なうため
の共通容器内で半導体領域上への膜の形成又は膜の除去を行なうとともに、半導体領域に
対する光学的評価から膜の厚みを測定するようにしたので、クラスタリングされた装置内
でインラインでの光学的評価を利用して半導体装置の製造を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１～第３の実施形態において使用されるクラスタリングされた半導体
装置の製造装置の構成を模式的に示すブロック図である。
【図２】本発明の第１～第３の実施形態において使用される光学的測定機構の構成を概略
的に示す断面図である。
【図３】第１の実施形態における光変調反射率分光の結果を示す反射率のスペクトル図で
ある。
【図４】第１の実施形態における洗浄時間と光変調反射率分光のスペクトル中のピーク値
との関係を示すデータである。
【図５】第２の実施形態における各種酸化膜の光変調反射率分光の結果を示す反射率のス
ペクトル図である。
【図６】第２の実施形態におけるＴＥＭ観察による膜厚と光変調反射率分光のスペクトル
中のピーク値との関係を示すデータである。
【図７】シリコン基板上に酸化膜とポリシリコン膜とが堆積されたものの断面構造をＴＥ
Ｍで撮影したものの複写図である。
【図８】第３の実施形態における厚み３．５ｎｍの酸化膜に対する熱処理を行なう前と行
なった後における光変調反射率分光のスペクトルを示す図である。
【図９】本発明で得られる光変調反射率分光の基本的な形状を示すスペクトル線図である
。
【図１０】第４の実施形態における単独のチャンバ内で光学的測定を行なう場合の構成を
概略的に示す断面図である。
【図１１】第５の実施形態におけるＴＥＭ観察による膜厚と光変調反射率分光のスペクト
ル中の谷からのピーク値との関係を示すデータである。
【図１２】第５の実施形態におけるｎ型半導体領域での光変調反射率分光の雑音除去処理
を行なう前の実測スペクトルを示す図である。
【図１３】第５の実施形態におけるゲート酸化膜の膜厚管理方法で管理されたゲート酸化
膜のリーク電流値の変動を示すデータである。
【図１４】第５の実施形態における図１および図２に示すクラスタリング装置を用いてウ
エハの洗浄を行ったときの洗浄時間に対する光変調反射率分光のスペクトル中の谷からの
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ピーク値の変化を示すデータである。
【図１５】その他の実施形態におけるチャンバの天井面上に光学的測定システムを集約し
て配置したときの構造例を示す断面図である。
【図１６】その他の実施形態における被測定物に対する測定光の入射角が大きい場合の構
造例を示す断面図である。
【図１７】その他の実施形態における光学的測定用チャンバーの天井面に光学的測定シス
テムをさらに集約化して取り付けた場合の構造例を示す断面図である。
【図１８】ウエハに対し、洗浄－ゲート絶縁膜形成という一連のプロセスをクラスタリン
グされた製造装置を用いないで行なう製造工程を示す断面図である。
【図１９】ウエハに対し、洗浄－ゲート絶縁膜形成という一連のプロセスをクラスタリン
グされた製造装置を用いて行なう製造工程を示す断面図である。
【符号の説明】
１　　洗浄用チャンバ
２　　高速酸化用チャンバ
３　　ロードロック室
４　　ウエハ冷却用チャンバ
５　　光学的測定用チャンバ
６　　ウエハロード・アンロード部
７　　励起光用光源（Ａｒイオンレーザ）
８　　測定光用光源（Ｘｅランプ）
９　　光検出器
１０～１２　光ファイバー
１３　制御・解析システム
３０　信号線
２１　ウエハステージ
２２　ウエハ
２３　石英窓
２４　入射測定光導入部
２５　反射測定光導出部
２６　励起光導入部
２７　遮光板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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