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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上端が開口している加熱炉本体と、該加熱炉本体内に配置され、上端部が内部雰囲気を
排気するための排気手段に接続される単一の管からなる反応管と、該反応管内部を気密に
保持するための反応管下部蓋体と、該反応管内に収容される被処理基板支持部材により担
持される被処理基板を加熱するための加熱手段と、加熱炉本体内の温度を測定する温度測
定手段とを少なくとも備えた熱処理装置において、
　該加熱手段が、前記反応管の周囲に配置されている第１の加熱手段と、前記反応管の上
端狭径部周囲に配置されている第２の加熱手段と、前記反応管の直胴部周辺上部に配置さ
れている第３の加熱手段と、前記反応管の直胴部周辺下部に配置されている第４の加熱手
段と、前記被処理基板を載置している支持部材の下部に配置されている第５の加熱手段と
からなり、
　該温度測定手段が、内部に温度測定素子を内蔵した中空管状体を、反応管下部に配置さ
れたフランジから前記反応管壁内面に沿って上方に延設し、該反応管の上部付近で該反応
管の中心部に向かって屈曲している第２の温度測定手段と、内部に温度測定素子を内蔵し
た中空管状体を、該加熱炉本体と該反応管とで形成される間隙に配置され、該加熱炉本体
と該反応管とで形成された間隙の温度を測定することによって該反応管内部の温度を判定
する第３の温度測定手段とを少なくとも備えたものであり、
　該反応管の上部の排気ガス排出口が、排気配管に接続されており、この接続部に温度制
御手段が配置され、
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　該温度制御手段が前記パーティクル汚染の原因となる析出物の生成を防止するように温
度を調整していることを特徴とする熱処理装置。
【請求項２】
　前記熱処理装置において、
　該温度測定手段が、さらに前記反応管下部蓋体から挿入され回転自在に前記反応管壁内
面に沿って上方に延設された中空管状体中に封入された複数の温度測定素子からなるもの
であり、該中空管状体の長手方向の中間位置において主軸から垂直に枝分かれした分枝部
を有し、該中空管状体の分枝部内部に温度測定素子が配置されている第１の温度測定手段
を備えたことを特徴とする請求項１記載の熱処理装置。
【請求項３】
　上記温度制御手段が、断熱材であるかもしくは抵抗加熱ヒータであることを特徴とする
請求項１または２に記載の熱処理装置。
【請求項４】
　上記温度制御手段が、可撓性を有するものであるかもしくは予め賦形されたものである
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の熱処理装置。
【請求項５】
　上記反応管の排気ガス排出口と上記排気配管とが、該排気ガス排出口の端部に形成され
たフランジと、該排気配管端部に形成されたフランジと、その間に介在されたＯリングに
よって気密に衝合固定されていることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれかに
記載の熱処理装置。
【請求項６】
　上記フランジが、その内部に温度制御のための流体流通孔が形成されたものであること
を特徴とする請求項５に記載の熱処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は特に半導体ウェハの熱処理に適した熱処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、半導体製造工程においては、被処理体である半導体ウエハ（以下にウエハという）
の表面に薄膜や酸化膜を積層したり、あるいは不純物の拡散等を行う工程があり、これら
の工程において、ＣＶＤ装置、酸化膜形成装置、あるいは拡散装置等の熱処理装置が用い
られている。
そして、これらの熱処理装置においては、複数枚の被処理体であるウエハを、ウェハボー
トと呼ばれる被処理基板保持部材に垂直方向に配列搭載して、高温加熱したプロセスチュ
ーブと呼ばれている反応管内に収容し、反応管内に反応ガスを導入して処理を行っている
（特許文献１、および特許文献２参照）。
【０００３】
従来使用されている縦型熱処理装置の例を図１０に示す。
図１０において、加熱炉本体１００１はベースプレート１０１１上に載置されており、加
熱炉本体１００１の断熱層の内周面に、後述の反応管を囲繞するように抵抗加熱ヒータ１
００７を設けて構成される。
【０００４】
前記加熱炉内には、例えば石英からなる上端が閉じている外管１００３ａと、この外管１
００３ａ内に同心状に設置された例えば石英からなる内管１００３ｂとを備えた２重管構
造の反応管であるいわゆるプロセスチューブが配設されている。そしてこの反応管は、被
処理体であるウェハを処理する処理雰囲気を形成するため、気密に保持されるようになっ
ている。
【０００５】
前記反応管の外管１００３ａ及び内管１００３ｂは、各々その下端にてステンレス等から
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なる管状のマニホールド１０１３に保持されており、このマニホールド１０１３の下端開
口部には、当該開口を気密に封止するための反応管下部蓋体１００４が開閉自在に設けら
れている。
【０００６】
前記反応管下部蓋体１００４の中心部には、例えば磁性流体シール１０１５により気密な
状態で回転可能な回転軸８１４が挿通されており、回転軸１０１４の下端は昇降機構１０
１６の回転機構に接続されると共に、上端はターンテーブル１０１７に固定されている。
前記ターンテーブル１０１７の上方側には、保温筒１０１２を介して被処理体保持具であ
る例えば石英製の被処理基板支持部材であるウエハボート１００８が搭載されており、こ
のウエハボート１００８に複数枚の被処理基板であるシリコンウェハＷが整列載置されて
いる。
【０００７】
前記マニホールド１０１３の下部側面には、ウェハ処理用のガスを反応管内管１００３ｂ
内に導入するための単数もしくは複数のガス導入管１００５が水平に挿設されており、こ
のガス導入管１００５は図示しないマスフローコントローラを介して図示しないガス供給
源に接続されている。
【０００８】
また前記マニホールド１０１３の上部側面には、反応管外管１００３ａと反応管内管１０
０３ｂとの間隙から処理ガスを排出して反応管内を所定の減圧雰囲気に設定するために、
図示しない真空ポンプに連結された排気管１００６が接続されている。
【０００９】
ところで、近年、特に半導体製造装置のスループットを上げることが求められており、さ
まざまな改善がなされている。
上記熱処理工程において、半導体ウェハ表面の膜質に影響を及ぼすことなく工程のスルー
プットを上げるためには、予備加熱工程、および冷却工程の時間を短縮することが最も実
現性の高い方法である。そして、これらの工程でその時間を短縮するためには、加熱、冷
却時間を短縮する必要があり、そのためには、加熱炉内の部材の熱容量を減少させ、昇温
、降温を速やかに行えるようにすることが必要である。
ところで、従来の上記熱処理装置においては、反応管が二重管からなっているため、熱容
量が大きく、急速加熱および急速冷却には向かない構造であった。
また、この構造の反応管においては、加熱を均一に行うことが困難で、被処理基板である
シリコンウェハの面内温度均一性に改善の余地があった。
さらに、この反応管内に導入される反応ガスが、未反応のまま比較的温度の低い反応管内
管１００３ｂの天井部に達すると、未反応ガスが反応管内管天井部に析出固化し、パーテ
ィクル発生の原因となるおそれがあった。
そのため、このような従来の熱処理装置は、最近の半導体熱処理装置のスループット向上
や、被処理基板の加熱温度の均一化、およびパーティクル汚染の防止の要請には十分応じ
られないという問題があった。
【００１０】
【特許文献１】
特開２００１－２１０６３１号公報
【特許文献２】
特開２００１－１５６００５号公報
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、従来技術のこのような問題点を解消すべくなされたもので、熱容量が小さく、
急速昇温、急速降温に適した熱処理装置であって、シリコンウェハのような被処理体への
加熱の不均一性を改善した熱処理装置を実現することを目的としている。
さらに本発明の他の目的は、半導体製造装置などの熱処理装置において、温度管理が容易
で、かつ、パーティクルの発生を効果的に防止することができる熱処理装置を実現するこ
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とである。
【００２５】
　本発明は、上端が開口している加熱炉本体と、該加熱炉本体内に配置され、上端部が内
部雰囲気を排気するための排気手段に接続される単一の管からなる反応管と、該反応管内
部を気密に保持するための反応管下部蓋体と、該反応管内に収容される被処理基板支持部
材により担持される被処理基板を加熱するための加熱手段と、加熱炉本体内の温度を測定
する温度測定手段とを少なくとも備えた熱処理装置において、
　該加熱手段が、前記反応管の周囲に配置されている第１の加熱手段と、前記反応管の上
端狭径部周囲に配置されている第２の加熱手段と、前記反応管の直胴部周辺上部に配置さ
れている第３の加熱手段と、前記反応管の直胴部周辺下部に配置されている第４の加熱手
段と、前記被処理基板を載置している支持部材の下部に配置されている第５の加熱手段と
からなり、
　該温度測定手段が、内部に温度測定素子を内蔵した中空管状体を、反応管下部に配置さ
れたフランジから前記反応管壁内面に沿って上方に延設し、該反応管の上部付近で該反応
管の中心部に向かって屈曲している第２の温度測定手段と、内部に温度測定素子を内蔵し
た中空管状体を、該加熱炉本体と該反応管とで形成される間隙に配置され、該加熱炉本体
と該反応管とで形成された間隙の温度を測定することによって該反応管内部の温度を判定
する第３の温度測定手段とを少なくとも備えたものであり、
　該反応管の上部の排気ガス排出口が、排気配管に接続されており、この接続部に温度制
御手段が配置され、
　該温度制御手段がパーティクル汚染の原因となる析出物の生成を防止するように温度を
調整していることを特徴とする熱処理装置である。
　さらに、この熱処理装置において、温度測定手段として、前記反応管下部蓋体から挿入
され回転自在に前記反応管壁内面に沿って上方に延設された中空管状体中に封入された複
数の温度測定素子からなるものであり、該中空管状体の長手方向の中間位置において主軸
から垂直に枝分かれした分枝部を有し、該中空管状体の分枝部内部に温度測定素子を配置
することもできる。
【００２６】
　本発明において、該排気配管接続部の周囲に温度制御手段が配置することができる。上
記温度制御手段が、断熱材であるかもしくは抵抗加熱ヒータであることが好ましい。また
、上記温度制御手段が、可撓性を有するものであるかもしくは予め賦形されたものとする
ことができる。さらに、上記排気配管接続部と上記排気配管とが、該排気配管接続部の端
部に形成されたフランジと、該排気配管端部に形成されたフランジと、その間に介在され
たＯリングによって気密に衝合固定されていることが好ましい。さらに上記フランジが、
その内部に温度制御のための流体流通孔が形成されたものとすることができる。
【００２７】
上記したように本発明は、反応管を従来の二重管ではなく、単管にすることによって熱容
量を減少させて、昇降温が迅速に行えるようにすることを可能にしている。
また、反応管の上方に延出される排気配管接続部およびこれに接続される排気配管の温度
を精度よく制御できるようにすることによって、排気配管接続部および排気配管に発生し
やすいパーティクルの発生を効果的に防止することができるようにするものである。さら
に、排気配管接続部を屈曲させることによって、反応管の放射熱によって排気配管接続部
および排気配管への熱放射を防止し、これらの温度制御を容易にすることができるように
するものである。
また、反応管から延出される排気配管接続部の頚部に温度制御手段を設けることによって
、被処理体の面内の温度均一性を改善し、基板の温度不均一に起因する欠陥発生を防止す
るものである。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下図面を用いて本発明の熱処理装置の実施の形態を説明する。
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【００２９】
［第１の実施の形態］
図１が、本発明の第１の実施の形態に係る熱処理装置の概略断面図である。本実施の形態
の熱処理装置は、上端が開孔している加熱炉本体１と、この加熱炉本体の上部に配置され
、反応管３上部から延出する反応管の狭径化部が挿通可能なように開孔を有する加熱炉蓋
体２と、この加熱炉本体１の内部にその主要部が配設されている反応管３と、この反応管
３の底部開口部に接してこの反応管内部を気密に保持するための反応管下部蓋体４と、こ
の反応管３の内部に配置される被処理基板支持部材８に担持されるシリコンウェハなどの
被処理基板Ｗを加熱するための加熱手段７を備えている。
以下、これら各部について詳細に説明する。
【００３０】
本実施の形態の熱処理装置において、加熱炉本体１の上端は開口しており、この加熱炉本
体１上端開口部には加熱炉本体蓋体２が覆設されている。そして、反応管３上端部は、突
出して排気配管接続部が形成されている。そのため、反応管３をこの加熱炉本体１内部に
配設した後、この加熱炉本体蓋体２を、この排気配管接続部が貫通して、加熱炉本体１を
覆設できるように、加熱炉本体蓋体２の中央部には、開口部が設けられている。このため
に、加熱炉本体蓋体２は、複数に分割され、これらを組み合わせて加熱炉本体蓋体２を構
成することが、望ましい。
また、前記加熱炉本体１の内壁面には筒状の熱反射体が設けられていることが望ましい。
この熱反射体は例えばアルミニウムからなり、内面が鏡面として形成されていて後述の加
熱手段からの輻射熱の放熱を抑えている。この熱反射体の内部には冷媒流路である例えば
冷却水路がコイル状に形成されている。なお冷媒流路としては細い水路の代りに広い部屋
として形成するようにしてもよい。
【００３１】
（反応管）
上記加熱炉本体内に配置されている上記反応管３は、石英ガラスや炭化ケイ素などのセラ
ミックからなる単管式の反応管であり、その構造は、底部開口部から、被処理基板支持部
材を囲繞する反応管直胴部３ａを経て、上端部で径が細くなって狭径化部３ｂを形成し、
その上部でおおよそ９０°屈曲して屈曲部３ｃを形成性し、さらに前記反応管３の直径方
向に延出して、反応ガスなどを排出するための排気ガス排出口６となっている。また、該
反応管の下部には、反応管下部フランジ３ｄが反応管下部蓋体との気密性を確保するよう
に形成されている。そして、この反応管下部フランジ３ｄには、少なくとも１本の反応ガ
ス導入管５が配設されており、この反応ガス導入管５から半導体ウェハなどの被処理基板
処理用の反応ガスが供給されるようになっている。
【００３２】
また、この反応管３下部には、ステンレススチールなどでできているマニホールドを配設
することもできる。この場合、反応管３下部開孔面と、このマニホールドとはＯリングな
どの手段で気密に接続する。また、上記反応ガス導入管は、このマニホールドの側面に挿
設することもできる。また、マニホールド下部には、Ｏリングを介して反応管下部蓋体４
を接続して、反応管内を気密に保持することができる。
【００３３】
（被処理基板支持部材）
この反応管３の内部には、複数、例えば１２６枚程度の半導体ウェハなどの被処理基板Ｗ
を垂直方向に等ピッチで配列保持する石英などのセラミックス製のウェハボートなどと呼
ばれている被処理基板支持部材８が配置されている。このウェハボートは、天板８ａ、底
板８ｃ、およびこの天板８ａと底板８ｃとを固着接合するための複数の支柱８ｂと、この
底板の中央部に固着された支持体８ｄとからなっている。そして、この支柱８ｂには、被
処理基板を水平に保持するための溝が形成されており、この溝に被処理基板Ｗの周縁部が
支承されるようになっている。
そして、この支持体８ｄが、回転駆動装置１０の回転軸に、反応管下部蓋体４の中央部に
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配設された磁性流体シールのようなシーリング装置１１を貫通して接続され、この被処理
基板支持部材８が、熱処理工程において回転運動できるようになっている。
また、この被処理基板支持部材８、反応管下部蓋体４、シーリング装置１１、回転駆動装
置１０が、図示しない上下に昇降自在な昇降機構に接続され、被処理基板支持部材８を反
応管３から外部に取り出すことができるようになっており、この位置において、被処理基
板支持部材８に、被処理基板Ｗを移載可能になっている。
【００３４】
（加熱手段）
前記加熱手段７は、前記反応管３の直胴部３ａの周囲に配置される第１の加熱手段７ａと
、前記反応管３の狭径化部３ｂ周囲に配置される第２の加熱手段７ｂと、前記反応管３の
直胴部上部に配置される第３の加熱手段７ｃと、前記反応管３の直胴部下部に配置される
加熱手段７ｄと、前記反応管３内部の被処理基板支持部材８の下部に配置される第５の加
熱手段からなっている。以下各加熱手段について詳述する。
【００３５】
（加熱手段１）
第１の加熱手段は、線状発熱素子７ａを前記反応管３の直胴部３ａを囲繞するようにその
周囲に前記反応管３の長手方向に沿って複数本配置したもので、具体的には、数センチオ
ーダの間隔で、多数配置されている。この線状発熱素子７ａは、前記反応管３の長手方向
に直線上に配置しても良いし、Ｕ字状に屈曲させた線状発熱素子を複数、前記反応管３を
囲繞するように配置しても良い。
この線状発熱素子７ａは、高純度の線状の可撓性のある抵抗発熱体、例えば線径１０μｍ
前後のカーボンファイバの束を複数用いて編み込むことによって形成されカーボンワイヤ
を、直管状の石英チューブのような外径十数ｍｍのセラミックチューブ内に配置し、セラ
ミックチューブの端部を、外部への電力供給用の端子が接続できるように封止して構成し
たものである。
このような線状発熱素子は、熱容量が小さいため、動的な温度特性に優れており、急速昇
降温が可能でかつその制御も容易であるという特徴を有している。
【００３６】
この第１の加熱手段は、図示しない制御装置によって制御されて電力が供給され、駆動さ
れる。この際に、この第１の加熱手段のすべてに同一の電力を供給して制御しても良いし
、この第１の加熱手段を複数のグループに分け、それぞれのグループに異なる電力を供給
して複数のグループに分けて発熱量を制御することもできる。
また、これらの複数の第１の加熱手段を直列に接続し、電源装置に接続して駆動しても良
いし、並列に接続して駆動しても良い。
【００３７】
（加熱手段２）
第２の加熱手段は、図１において、符号７ｂで示される部材である。この第２の加熱手段
は、反応管３の直胴部３ａ上部の狭径化部３ｂの周囲に配置されており、その構造は、図
２に見られるように、線状発熱素子をスパイラル状に捲回した構造とすることができる。
これによって、単位体積あたりの発熱量を上昇させることができる。
【００３８】
この第２の加熱手段７ｂは、前記反応管３の狭径化部３ｂの周囲に複数本本配置され、被
処理基板支持部材８の最上位に位置している被処理基板Ｗの中心部を加熱するようになっ
ている。この被処理基板支持部材８の最上位に位置する被処理基板Ｗの中心部上部は、反
応管３内のガスが排気される排気ガス排出口６に近く、また、前記第１の加熱手段７ａか
ら最も遠い部分に位置しており、温度低下が発生しやすい場所となっている。そこで、こ
のスパイラル状の加熱手段７ｂを配置して、この被処理基板支持部材８の最上位に位置す
る被処理基板Ｗの中心部を加熱して、被処理基板の面内温度の不均一性を解消しようとす
るものである。
そして、このスパイラル状発熱素子に接続されている端子は、加熱炉本体１から取り出さ
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れて、図示しない制御装置からの電力供給で加熱できるようになっている。
【００３９】
このスパイラル状加熱素子７ｂは、上記第１の加熱手段の線状発熱素子と同様に、例えば
、石英のような電気絶縁性及び耐熱性を有する材料でチューブ状に成形され、その内部に
抵抗発熱体であるカーボンワイヤが配置されている。これらの材質は、石英あるいはカー
ボンに限定されず同等の機能を有する材料を用いることが可能である。
このスパイラル状加熱素子は、反応管３の狭径化部３ｂの周囲に４つ配置することが好ま
しく、その内の少なくとも１つは、水平方向に移動可能となっており、この熱処理装置の
組み立てあるいはメインテナンスなどの分解時の作業に支障が生じないようにすることが
望ましい。
【００４０】
（加熱手段３）
この第３の加熱手段は、図１において、符号７ｃで示される部材である。この加熱手段は
、前記反応管３直胴部３ａの上部に、これを囲繞するように複数配置されており、その形
状は、図３に示すように、線状発熱素子をつづら折り状に屈曲させた形状、または、図２
に示すようにスパイラル状に捲回した形状とすることができる。図３において、３１が、
線状発熱素子であり、その端部に、２つの電力供給端子３２が接続されている。この第３
の加熱手段は、上記第１および第２の加熱手段の線状発熱素子と同様、石英チューブに収
容されたカーボンワイヤヒータで構成したものが好ましい。
この第３の加熱手段を配置することによって、反応管３の上部における加熱の均一性を改
善することができる。
【００４１】
（加熱手段４）
この第４の加熱手段は、図１において、符号７ｄで示される部材である。この加熱手段は
、前記反応管３の直胴部３ａの下部にこれを囲繞するように複数配置されており、その形
状は、図４に示すように、上記第１ないし第３加熱手段で説明した線状発熱素子と同様の
線状加熱素子を扁平スパイラル状に捲回したもの、または、図３に示すようにつづら折り
状に屈曲させたものとすることができる。
この第３の加熱手段を配置することによって、反応管３下部から熱が散逸し、被処理基板
支持部材８の最下部に位置している被処理基板Ｗの温度の低下を防止するものである。従
って、この加熱手段７ｄは、前記被処理基板支持部材８の底板より下部に配置することが
好ましい。
この形状や、配置数については、反応管内の熱計算に基づいて適宜設計することができる
。
【００４２】
（加熱手段５）
第５の加熱手段は、図１において、符号７ｅで示される部材である。この加熱手段は、前
記反応管３内に配置されている被処理基板支持部材８の下部底板から、下方に向かって熱
が散逸し被処理基板支持部材８の下部において温度低下が生ずるのを防止するため、配置
されるものである。そのためにこの第５の加熱手段７ｅは、円盤状の面状発熱体、あるい
は発熱素子を被処理基板支持部材底部平面に沿って配置した複数の発熱体からなるもので
あり、その中央部には開口部を有しており、その内部に上記被処理基板支持部材８を支持
する柱状体８ｄが挿通されるようになっている。
【００４３】
この第５の加熱手段である面状発熱体は、例えば膜状抵抗発熱体を円盤状に形成したもの
であっても良いし、線状抵抗発熱体を平面上に密に配置してあたかも平面が均一に発熱す
るようにしたものであっても良い。線状抵抗発熱体を用いる場合には、金属不純物の少な
い線状の抵抗発熱体をセラミック例えば石英の中に封入されて構成されるものであり、こ
の例では例えば厚さ８ｍｍ程度の石英製の円板状体（石英プレート）中に高純度の炭素素
材よりなるカーボンワイヤなどの発熱線を渦巻状、あるいはつづら折り状に配置して構成
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することができる。また互に隣り合う発熱線の間に石英を介在させてもよく、この場合石
英よりなる渦巻状の区画壁の間に発熱線が配線されることになる。面状発熱体は、保温効
果を大きくするために被処理基板Ｗと同じかそれよりも大きいサイズであることが好まし
い。
また、上記複数の発熱体を用いて第５の加熱手段とする場合には、ブロック状発熱体など
のような任意の形状の発熱体を被処理基板支持部材底部平面に沿って複数の発熱体を、加
熱した温度が均一になるように配置することによって実現することができる。
【００４４】
上記面上発熱体を用いる場合には、面状発熱体の周縁部の下面側には例えば周方向に３等
分した部位に石英よりなる支柱が設けられ、これら支柱は反応管下部蓋体に固定されてい
る。
そして３本の支柱のうちの１本の支柱は管状体により構成されており、ヒータ線の両端部
が例えば面状発熱体の周縁部の一ヶ所に寄せられ、このヒータ線に接続された一対の給電
路部材、例えば前記ヒータ線と同じ材質の給電線を細い石英管の中に通し、更にこの石英
管を管状体（支柱）の中を通すことにより、前記給電線が蓋体の外に配線されている。従
ってこの給電線に外部の電源部を接続することによりヒータ線が発熱することになる。な
お残りの２本の支柱は管状体であってもロッド体であってもよく、蓋体の上面に支持され
る。
【００４５】
また、上記面状発熱体である第５の加熱手段の下部には、間隙を介してこの面状発熱体７
ｅと平行して、これも中央に開口部を有する熱反射体１２を配置することが好ましい。こ
の熱反射体１２は、上記面状発熱体が発する熱を反射して下方に散逸しないようにしてい
る。また、この熱反射体は、１枚であっても良いし複数枚であっても良い。面状発熱体と
この熱反射体は、ほぼ同形状とすることが好ましい。この面状発熱体と熱反射体とは、図
１に見られるように反応管下部蓋体４に固着されている。
この熱反射体は、例えば、不透明石英や、炭化珪素などで構成することができる。
【００４６】
上記本実施の形態における５種の加熱手段は、それぞれの発熱量を制御して、反応管内の
温度分布を均一化するために、図示しない制御装置によって個別に制御され適切な電力供
給がなされるようになっている。
【００４７】
上述の加熱手段によれば、温度管理が容易で、かつ、パーティクルの発生を効果的に防止
することができるのみならず、熱容量が小さいため、急速昇温、急速降温に適しており、
シリコンウェハのような被処理体への加熱の不均一性を格段に改善することができる。
【００４８】
本実施の形態においては、５種類の加熱手段によって反応管内に配置される被処理基板Ｗ
の加熱を行うことを示したが、これらは、協同して被処理基板Ｗの面内温度分布を可能な
限り均一にするために採用されているもので、さらに加熱炉本体内の容積による制限が許
す限り他の加熱手段を併用することは差し支えない。
【００４９】
［第２の実施の形態］
本実施の形態は、前述の第１の実施の形態の熱処理装置に加えて、被処理基板の熱処理温
度を計測するために、温度測定手段を設けるものである。この温度測定手段を設けた熱処
理装置の概略を図５に示す。図５に見られるように、この実施の形態においては、３つの
温度測定手段を配設する例を示す。図５において、図１と同一の機能を有する部材につい
ては、同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
以下、本実施の形態において特徴的な温度測定手段を中心に説明する。
【００５０】
（第１の温度測定手段）
図５の９ａが、第１の温度測定手段である。この温度測定手段は、直線状の中空管状体か
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らなる主軸部と、その中空管状体主軸部の中間位置において、この中空管状体に垂直方向
に中空管状体が枝分かれして分枝部を形成する構造をしている。そして、この中空管状体
の内部、すなわち、分枝部に熱電対のような公知の温度計測素子が封入されている。この
温度計測素子は、複数の位置の温度を同時に測定できるように複数の素子が封入されてい
ることが好ましい。この中空管状体は、例えば炭化珪素や石英チューブのようなセラミッ
ク中空体から形成されている。
【００５１】
この温度測定手段９ａは、反応管下部蓋体４の平面に垂直に配置されており、この平面に
垂直な軸を中心として回転できるように反応管下部蓋体４に形成された気密を維持するよ
うになっている開孔に挿入されている。すなわち、反応管３内を上部から見た断面図であ
る図６に見られるように、温度測定手段９ａの分枝部は、
その先端部が被処理体基板支持部材の天板８ａの中心部付近に位置する配置（位置Ａ）と
、その先端部が、被処理体基板支持部材の天板の外部に位置する配置（位置Ｂ）の間で回
転可能となっている。そして、この温度測定手段が位置Ａに配置されている際に、この温
度測定手段９ａの分枝部に複数配置されている温度測定素子によって被処理基板の表面複
数の位置の温度を測定することができ、面内温度分布を観測できる。また、この温度測定
手段の分枝部を、Ｂの位置に移動させることによって、被処理基板の周縁部の温度を計測
することができるようになっている。
【００５２】
この温度測定手段において、主軸部から枝分かれする分枝部を、複数備えることが温度測
定の精度向上のためには好ましく、少なくとも、複数枚配置されている被処理基板Ｗの上
部間隙、中間間隙および下部間隙の３カ所に配置することが望ましい。
【００５３】
また、この温度測定手段９ａは、反応管下部蓋体４に形成された開孔から反応管内部に脱
着自在に配設されている。これは、この熱処理装置の立ち上げ時に、熱処理装置の加熱特
性を評価する際に、被加熱対である被処理基板の表面温度を測定する必要があり、このた
めに主としてこの温度測定手段９ａが用いられ、定常的な熱処理装置稼働時には、この温
度測定手段を用いる必要性が少ないことから、定常的な熱処理装置稼働時に、この温度測
定手段を、熱処理工程の障害にならないように熱処理装置外に取り出すことができるよう
にするためである。
【００５４】
さらに、前記中空管状体９ａが、その上端部において被処理基板支持部材の上端部板状体
である天板８ａによって着脱自在に固着支持されるように構成することが好ましい。これ
によって、この中空管状体が熱処理装置稼働中に振動することなく、安定して温度測定を
行うことができるようになる。
【００５５】
（第２の温度測定手段）
第２の温度測定手段は、図５において符号９ｂで示される部材である。この温度測定手段
は、前記第１の温度測定手段と同様に、炭化珪素や石英チューブのようなセラミック中空
体の内部に熱電対のような温度計測素子を封入したものである。この温度測定手段は、該
中空管状体９ｂが、前記反応管下部フランジ３ｄから前記反応管３壁面に沿って上方に延
設され、該反応管３の上部付近で該反応管３の中心部に向かって屈曲している構造とする
ことができる。そして、この中空管状体９ｂの複数の位置に温度計測素子を封入しておく
ことができる。この温度測定手段９ｂは、この熱処理装置の定常的に稼働時に作動させて
、被処理基板付近の温度を計測し、熱処理装置の定常的な運転状況を把握するために主と
して用いられる。
【００５６】
（第３の温度測定手段）
第３の温度測定手段は、図５において、符号９ｃで示される部材である。この温度測定手
段も前記温度測定手段１および２と同様にセラミック中空管状体の内部に温度計測素子を
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封入したものであり、加熱炉本体１と、反応管３とで形成される空隙に反応管長手方向に
平行に配置される。そして、この温度測定手段９ｃの中空管状体の内部には複数の温度計
測素子が配置され、精度の良い温度計測を可能にしている。この温度測定手段は、この熱
処理装置の定常稼働時において作動させ、反応管周辺の温度を計測し、熱処理装置の運転
状況を把握するのに使用される。
【００５７】
本実施の形態においては、前述の第１の実施の形態の装置に、さらに、温度測定手段を配
置して、精度の良い温度計測を行い、熱処理装置の運転条件の把握を可能にするものであ
る。そして、この温度測定手段によって計測された反応管３内部、特に被処理基板Ｗの温
度分布の情報に基づいて、前記加熱手段の制御を行い、被処理基板Ｗの温度の均一化が図
られる。
上記第２の実施の形態においては、３つの温度測定手段を示したが、これらは少なくとも
いずれか１つを採用することが好ましく、３つを完備することが最も好ましい。さらに、
熱処理装置の稼働を妨げない範囲で、付加的な温度測定手段を配置すること可能である。
【００５８】
［第３の実施の形態］
本実施の形態は、上記第１の実施の形態の熱処理装置に加えて、反応管３を強制的に冷却
するための冷却機構を備えるものである。この冷却機構を設けた熱処理装置の概略を図７
に示す。図７において、図１と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、
詳細な説明は省略する。
以下、本実施の形態において特徴的な冷却機構を中心に説明する。
【００５９】
この冷却機構は、図７に見られるように、加熱炉本体１の壁体下部に形成された冷却媒体
供給口１３と、これに接続された図示しない冷却媒体供給装置からなる冷却媒体供給系と
、前記加熱炉本体蓋体２に形成された冷却媒体排出口１４からなっている。
そして、冷却媒体供給装置から例えば冷却空気のような媒体をポンプのような圧送装置を
用いて冷却媒体供給口１３から加熱炉本体１内に圧入し、反応管３を強制的に冷却するも
のである。この冷却媒体供給口１３は、少なくとも１つ備えていることが好ましく、更に
は、反応管の周囲を均一に冷却できるように複数備えていることが望ましい。
この冷却機構によって、熱処理装置の冷却時間を短縮し、熱処理装置稼働のスループット
を向上させることができる。
【００６０】
［第４の実施の形態］
第４の実施の形態は、上記第１の実施の形態における熱処理装置７に加えて、上記第２の
実施の形態において説明した温度測定手段８、上記第３の実施の形態において説明した冷
却機構１３，１４、および、後述する反応管３上部の排気ガス排出口６と排気配管１６と
の接続部付近の温度を制御するための温度制御手段１５を備えた熱処理装置である。
本実施の形態の熱処理装置の概略図を、図８に示す。図８において、図１、図５、図７と
同等の部材には同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
以下本実施の形態において特徴的な排気ガス排出口と排気配管との接続部付近の温度制御
手段を中心に本実施の形態を説明する。
【００６１】
本実施の形態の熱処理装置は、前述したように、加熱炉本体１内に、５種の加熱手段７と
、３種の温度測定手段９と、冷却機構１３，１４を備えている。このような装置において
、反応管３上部の狭径化部３ｂから屈曲部３ｃ、さらに排気ガス排出口６の部分は、加熱
炉本体１から突出して形成されており、この部分の温度は、加熱炉本体の内部温度より低
い温度となっている。そして、この領域の温度が比較的低温になると、反応管３に供給さ
れた反応ガス、あるいは、反応管において生成した生成ガスが、この領域において冷却さ
れ、これらの物質の固化析出物などが反応管３の屈曲部３ｃなどに析出し不純物膜を生成
してしまう。この所望しない膜が成長すると、次第に剥離しやすくなり、熱応力などによ
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りこれが剥離すると、剥離した析出物はパーティクルとなって、反応管３内部に落下し、
シリコンウェハなどの被処理基板Ｗを汚染することになる。これを回避するために、これ
らの反応管３の上部領域の温度を制御しパーティクル汚染の原因となる析出物の生成を防
止することが重要である。そのため本実施の形態においては、反応管３上部の領域の温度
を制御する手段を設けている。
【００６２】
本発明において、排気ガス排出口６と排気配管１６との接続部に近接して配置される温度
制御手段１５としては、断熱材もしくは抵抗加熱ヒータを使用することができる。特に、
温度制御手段として、抵抗加熱ヒータを使用することが保温効果を上げるために好ましい
。また、抵抗加熱装置によって排気配管接続部の温度を、ウェハ処理温度（プロセス温度
）と同一温度とすることが好ましく、これによって反応管上部位置に設置されたウェハの
温度均一性を大幅に向上させることができる。また、通常被処理基板支持部材の最上段に
配置され、ウェハの温度の均一性を図っているダミーウェハを削減でき、これによって、
加熱手段の高さも低くできる。
図９においては、この温度制御手段１５を複数に分割して構成した例を示しているが、こ
れは一体化されたものであっても差し支えない。
【００６３】
この抵抗加熱装置としては不純物を含有することの少ないカーボンワイヤ製の加熱装置が
好ましい。また、この加熱装置は、可撓性の加熱装置を用いて複雑な形状をしている排気
配管接続部６に捲回してもよいし、この排気配管接続部６の形状に適合するように予め賦
形された加熱装置を用いてもよい。
可撓性の加熱装置としては、カーボンファイバを複数本束ねて編成し、ワイヤ状に構成し
た加熱装置本体の両端に金属端子を取り付けたものを用いることができる。このような可
撓性の加熱装置は、上記反応管上部の排気配管接続部に捲回して加熱に用いることができ
る。
また、予め賦形された加熱装置としては、該カーボンワイヤを所定形状に成形し、これを
２枚の石英ガラス板の間に狭着し石英ガラスを加熱融着して所要形状に成形したものを用
いることができる。この石英ガラスによって封止した加熱装置は、不純物汚染の可能性が
極めて低いため本発明において好適に使用できる。
いずれの場合においても、不純物による汚染を避けるためには、かかる温度制御手段の配
設が簡単に行えるような装置設計を行うことが望ましい。
【００６４】
図８に示すように、上記排気配管接続部６の端部開口部は、前記反応管の側面方向に向か
って約９０度の角度で屈曲していることが好ましい。これは、排気配管接続部と排気配管
とが接続されている部分において、反応管本体より温度が低下していると、この部分で排
気ガス中に残留している反応ガスや生成ガスが冷却され、固化して、不純物膜を形成し、
これが剥離してパーティクルが発生しやすい。そして、この排気配管接続部９が被処理体
ボートの直上部に形成されていると、この接続部分において発生したパーティクルは、直
接被処理基板支持部材上に直接落下し、シリコンウェハの汚染を招くことになる。従って
、たとえ排気配管接続部と排気配管との接続部分においてパーティクルが発生したとして
も、直接被処理基板支持部材に落下しないように、排気配管接続部の形状を屈曲させるこ
とが望ましい。
さらに、排気配管接続部６を、屈曲させることによって、反応管を加熱している加熱手段
４からの放射熱が、排気配管接続部端部および排気配管端部に形成されているフランジ１
７および排気配管１６に直接照射することがないため、これらの部材の温度制御が容易に
なる。そのためには、排気配管接続部６の端部は、反応管の側壁面の延長線付近まで、延
出していることが望ましい。
【００６５】
この排気ガス排出口６と排気配管１６との接続部には、反応管３内部の雰囲気を排気する
ための排気配管１６が接続されているが、この接続部の詳細を図９に示す。
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すなわち、排気ガス排出口６の端部には、フランジ１７ａが形成されており、このフラン
ジ１７ａに、排気配管１６側のフランジ１７ｂが、フッ素樹脂系などのエラストマーでで
きているＯリング１８を介して気密を保持するように衝合固定されている。
このエラストマーの耐熱温度は、通常高々３００℃程度であり、これより高温に加熱され
ると劣化を起こして気密保持性が低下すため、このエラストマーに近接する部分の温度を
制御する必要がある。そのために、このフランジ１７ｂには、温度制御のための流体通路
１９を形成することによって、冷却水のような温度制御用の流体を通過させ、フランジ部
の温度を最適に制御できるようにすることが好ましい。また、排気配管７側のフランジ１
７ｂの側壁部に沿って抵抗加熱ヒータのような温度制御手段８ｃを配置することによって
、さらに温度分布を精度よく制御することができる。
【００６６】
そして、この排気ガス排出口６の端部に接続される排気配管１６には、図示しない真空ポ
ンプ等の吸引手段が接続され、これによって反応管３内が真空引きされると共に、残存反
応ガスや生成ガスなどのプロセスチューブ内の排気を行えるように構成されている。
この排気配管１６の周囲にも温度制御手段１５を配設することによって、さらに精度の高
い温度制御を可能にすることができる。この温度制御手段１５としては、電気加熱ヒータ
が、制御が容易であることから望ましい。この排気配管１６の温度としては、１５０～３
００℃の範囲に制御される。さらに好ましい排気配管の温度は、２００℃である。これに
よって、反応管３からの排気が、通過しても、排気配管１６中に、不要な析出物である不
純物膜を生じることなく排気を行うことができる。
この排気配管１６から排出される排気ガスは、排気配管に接続される図示しない冷却フィ
ンなどを有するトラップによって、冷却することにより、反応管３から排気される残留反
応ガスや生成ガスなどを固化して捕捉することができる。このトラップは、排気配管端部
のフランジと、この排気配管に接続される真空ポンプの間に配設されることが好ましい。
【００６７】
上述のように、本実施の形態の加熱手段には、排気配管接続部６の温度を制御するための
手段８ａ，８ｂ、排気配管７側のフランジ１７ｂに埋め込まれた温度制御用流体の流通孔
１９、排気配管７側のフランジ１７ｂ側壁部に配置された温度制御手段８ｃ、および排気
配管７に沿って配設された温度制御手段１５によって、その温度が制御され、これらの部
材付近において不要な固体析出物である不純物膜が生成されることによって生じるパーテ
ィクルの発生を効果的に防止することができる。
【００６８】
以上に説明した本発明の実施の形態においては、被処理基板としてシリコンウェハの例を
取って説明したが、被処理体としてはシリコンウェハに限らず、ＬＣＤ基板、ガラス基板
にも適用できることはもちろんである。
【００６９】
【発明の効果】
　本発明によれば、加熱処理装置において、加熱炉の熱容量が小さいため、昇降温速度が
速く、スループットに優れている装置を実現することができた。さらに、加熱処理装置を
構成する各部の温度制御が容易になり、パーティクル発生のおそれの少ない熱処理装置を
実現することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】　参考例である熱処理装置の概略断面図。
【図２】　スパイラル状発熱体を示す概略図。
【図３】　つづら折り状発熱体を示す概略斜視図。
【図４】　扁平スパイラル状発熱体を示す概略図。
【図５】　他の参考例である熱処理装置の概略断面図。
【図６】　温度測定素子の移動について説明するための熱処理装置の要部概略断面図。
【図７】　他の参考例である熱処理装置の概略断面図。
【図８】　他の参考例である熱処理装置の概略断面図。
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【図９】　本発明の熱処理装置の要部概略断面図。
【図１０】　従来の熱処理装置の概略断面図。
【符号の説明】
　　　　Ｗ・・・被処理基板
　　　　１・・・加熱炉本体
　　　　２・・・加熱炉本体蓋体
　　　　３・・・反応管
　　　　３ｄ・・・反応管下部フランジ
　　　　４・・・加熱手段
　　　　５・・・反応ガス導入口
　　　　６・・・排気ガス排気口
　　　　７・・・加熱手段
　　　　８・・・被処理基板支持部材
　　　　９・・・温度測定手段
　　　１０・・・回転駆動装置
　　　１１・・・シーリング装置
　　　１２・・・熱反射体
　　　１３・・・冷却媒体供給口
　　　１４・・・冷却媒体排出口
　　　１５・・・温度制御手段
　　　１６・・・排気配管
　　　１７・・・フランジ
　　　１８・・・Ｏリング
　　　１９・・・温度制御用流体流通孔

【図１】 【図２】
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