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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理装置におけるガス分配装置であって、前記装置は、
　　　 ａ）プロセス・チャンバの中にガスを分散させるように適合されたモノリシック
・マルチチャネル・フェイスプレートと、
　　　 ｂ）前記プロセス・チャンバに第１のガスを送出するように適合された前記モノ
リシック・マルチチャネル・フェイスプレートを貫通する第１のガス経路であって、垂直
チャネルの第１組を備える第１のガス経路と、
　　　 ｃ）前記モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートを貫通する少なくと
も１つの第２のガス経路であって、前記第２のガス経路は、少なくとも１つの第２のガス
を、前記プロセス・チャンバに送出する前に前記第１のガス経路から実質的に独立して前
記プロセス・チャンバへ送出するように適合され、且つ、垂直チャネルの前記第１組から
独立している垂直チャネルの第２組と交差する交差水平チャネルの組を備える、少なくと
も１つの第２のガス経路と、
を備える、ガス分配装置。
【請求項２】
　垂直チャネルの前記第１組は、前記フェイスプレートのうち前記交差水平チャネルの間
の部分を貫通して配置されている、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記第１のガスを前記フェイスプレートへ送出する、前記マルチチャネル・フェイスプ
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レートの上流の第１のマニホールドと、前記第２のガスを前記第２のガス経路に送出する
、前記第１のマニホールドから独立した第２のガス導管をさらに備える、請求項１記載の
装置。
【請求項４】
　前記第１のマニホールドの少なくとも１部は、前記第２のガス経路への前記第２のガス
導管と同軸である、請求項３記載の装置。
【請求項５】
　垂直チャネルの前記第２組は、前記交差水平チャネルと垂直に交差する、請求項１記載
の装置。
【請求項６】
　垂直チャネルの前記第１組は、垂直チャネルの前記第２組と整列されている、請求項１
記載の装置。
【請求項７】
　垂直チャネルの前記第１組は、垂直チャネルの前記第２組から離れている、請求項１記
載の装置。
【請求項８】
　処理装置におけるガス分配装置であって、前記装置は、
　　　 ａ）プロセス・チャンバの中にガスを分散させるように適合されたモノリシック
・マルチチャネル・フェイスプレートと、
　　　 ｂ）前記プロセス・チャンバに第１のガスを送出するように適合された前記モノ
リシック・マルチチャネル・フェイスプレートを貫通する第１のガス経路と、
　　　 ｃ）前記モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートを貫通する第２のガ
ス経路であって、前記第２のガス経路は、少なくとも１つの第２のガスを、前記プロセス
・チャンバに送出する前に前記第１のガス経路から実質的に独立して前記プロセス・チャ
ンバへ送出するように適合され、前記第２のガス経路が、垂直チャネルの第１組と交差し
ている、水平チャネルの第１組を前記第２のガス経路用に備える第２のガス経路と、
　　　 ｄ）前記モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートを貫通する第３のガ
ス経路であって、前記第３のガス経路は、前記第２のガス又は第３のガスを、前記プロセ
ス・チャンバに送出する前に前記第１のガス経路から実質的に独立して前記プロセス・チ
ャンバへ送出するように適合され、前記第２のガス経路が、水平チャネルの前記第１組か
ら垂直に配置され、垂直チャネルの前記第１組から独立して垂直チャネルの第２組と交差
する水平チャネルの第２組を前記第３のガス経路用に備える、第３のガス経路と
を備える、装置。
【請求項９】
　前記第２のガスを前記第２のガス経路に送出するように適合された前記第２のガス経路
に流体的に接続された複数の独立したノズルをさらに備える、請求項１記載の装置。
【請求項１０】
　多面的なマニホールドに流体的に接続された中央の供給源であって、前記多面的なマニ
ホールドは、前記第２のガスを前記第２のガス経路に送出するように適合された複数の独
立したノズルに流体的に接続されている、中央の供給源をさらに備える、請求項１記載の
装置。
【請求項１１】
　周囲に延びている前記交差水平チャネルが封止されるように、前記フェイスプレートの
周囲の周りに配置されたシールをさらに備える、請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　処理装置におけるガス分配装置であって、前記装置は、
　　　 ａ）プロセス・チャンバの中にガスを分散させるように適合されたマルチチャネ
ル・フェイスプレートと、
　　　 ｂ）第１のガス用の垂直チャネルの第１組と交差している水平チャネルの第１組
を有する前記フェイスプレートを貫通する第１のガス経路と、
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　　　 ｃ）水平チャネルの前記第１組から垂直に配置され、垂直チャネルの前記第１組
から独立して垂直チャネルの第２組と交差する水平チャネルの第２組を有する前記フェイ
スプレートを貫通する少なくとも１つの第２のガス経路と、
を備える、ガス分配装置。
【請求項１３】
　前記第２のガス経路に流体的に接続され、前記第２のガスを前記第２のガス経路に送出
するように適合された複数の独立したノズルをさらに備える、請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　半導体処理装置であって、
　前記装置は、
　　　 （ａ）プロセス・チャンバと、
　　　 （ｂ）前記プロセス・チャンバに接続されたガス分配装置と
を備え、
　前記ガス分配装置は、
　　　　　　　（ｉ）第１および第２のガス源に流体的に接続されたガス貫通孔と、
　　　　　　　（ｉｉ）前記ガス貫通孔に流体的に接続されたガス・インジェクション・
カバー・プレートと、
　　　　　　　（ｉｉｉ）前記ガス・インジェクション・カバー・プレートに接続された
モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートであって、前記フェイスプレートは２
つ以上のガスを前記プロセス・チャンバに独立して送出するように適合された、モノリシ
ック・マルチチャネル・フェイスプレートと
を備え、
　前記モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートは、
　　　　　　　　　　 ａ）前記モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートを貫
通して配置された垂直チャネルの第１組を有する第１のガス経路と、
　　　　　　　　　　 ｂ）前記モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートを貫
通して配置された少なくとも１つの第２のガス経路であって、前記第２のガス経路は、垂
直チャネルの前記第１組から独立している垂直チャネルの第２組と交差する交差水平チャ
ネルの組を備える、少なくとも１つの第２のガス経路と
を備える、半導体処理装置。
【請求項１５】
　２つ以上のガスをプロセス・チャンバに分配する方法であって、前記方法は、
　　　 （ａ）第１のガス経路および第２のガス経路を有するモノリシック・マルチチャ
ネル・フェイスプレートを利用するステップと、
　　　 （ｂ）第１のガスを、前記モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートを
貫通して配置された前記第１のガス経路に送出して、垂直チャネルの第１組の中に前記第
１のガスを分散させるステップと、
　　　 （ｃ）第２のガスを前記第２のガス経路に送出して、垂直チャネルの前記第１組
から独立している垂直チャネルの第２組と交差する交差水平チャネルの第１組の中に前記
第２のガスを分散させるステップと、
　　　 （ｄ）前記プロセス・チャンバの中に散布するまで、前記ガスの実質的な分離を
維持するステップと、
を含む、２つ以上のガスをプロセス・チャンバに分配する方法。
【請求項１６】
　前記第１および第２のガスの送出ステップは、前記第１のガスが垂直チャネルの前記第
１組の中に分散されるように、ガス・インジェクション・カバー・プレートを利用するス
テップを含む、請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　　　 （ａ）基板を供給するステップと、
　　　 （ｂ）摂氏約マイナス２０度から２５度の間に基板を冷却するステップと、
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　　　 （ｃ）前記基板上に前記第１および第２のガスを堆積するステップと、
をさらに含む、請求項１５記載の方法。
【請求項１８】
　　　 （ａ）第１および第２のガス源を、第１および第２のガス貫通孔チューブを有す
るガス貫通孔に接続するステップと、
　　　 （ｂ）前記ガス貫通孔を、前記ガス・インジェクション・カバー・プレートに接
続するステップと、
　　　 （ｃ）前記第１および第２のガスを前記第１および第２の貫通孔チューブのそれ
ぞれを通して流すことによって、前記第１および第２のガスをガス・インジェクション・
カバー・プレートに送出するステップと、
をさらに含む、請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
　前記第２のガスの前記第２のガス経路への送出ステップは、前記モノリシック・マルチ
チャネル・フェイスプレートに流体的に接続された複数の独立したノズルを通して、前記
第２のガスを独立して送出するステップを含む、請求項１５記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１および第２のガスの送出ステップは、前記プロセス・チャンバ内の処理領域の
中に前記第１のガスを流すように垂直チャネルの前記第１組と流体的に接続された前記マ
ルチチャネル・フェイスプレートの中の交差水平チャネルの第２組と、前記処理領域の中
に散布するまでガスの分離を保ちながら前記処理領域の中に前記第２のガスを流すように
垂直チャネルの第２組と流体的に接続された前記マルチチャネル・フェイスプレートの中
の交差水平チャネルの前記第１組とを利用するステップをさらに含む、請求項１５記載の
方法。
【請求項２１】
　処理装置におけるガス分配装置であって、前記装置は、
　　　 ａ）モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートと、
　　　 ｂ）前記モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートを貫通して配置され
た垂直チャネルの第１組を有する第１のガス経路と、
　　　 ｃ）前記モノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートを貫通する少なくと
も１つの第２のガス経路であって、前記第２のガス経路は、垂直チャネルの前記第１組か
ら独立している垂直チャネルの第２組と交差する交差水平チャネルの組を有する、少なく
とも１つの第２のガス経路と
を備える、ガス分配装置。
【請求項２２】
　前記マルチチャネル・フェイスプレートの上流に配置された第１のマニホールドと、前
記第１のマニホールドから独立している第２のガス導管をさらに備える、請求項２１記載
の装置。
【請求項２３】
　垂直チャネルの前記第２組は、前記交差水平チャネルと垂直に交差する、請求項２１記
載の装置。
【請求項２４】
　垂直チャネルの前記第１組は、垂直チャネルの前記第２組と整列されている、請求項２
１記載の装置。
【請求項２５】
　垂直チャネルの前記第１組は、垂直チャネルの前記第２組から離れている、請求項２１
記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本出願は、１９９８年６月１６日出願の、米国仮特許出願第６０／０８９，４１３号によ
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る優先権を主張する。本発明は、全体として半導体基板処理装置の分野に関する。特に、
本発明はプロセス・チャンバへ２つ以上のガスを流体的に別々に、均一に送出を行うガス
分配装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
集積回路の製造においては、半導体基板の処理用に真空プロセス・チャンバが通常使用さ
れる。真空チャンバ内で実行されるプロセスは、基板表面上の複数の金属層、誘電体層お
よび半導体層の堆積あるいはエッチングを通常行う。このようなプロセスの例には、化学
気相堆積（ＣＶＤ）、物理気相堆積（ＰＶＤ）およびエッチング・プロセスを含む。多く
のプロセス・チャンバは、堆積、エッチング、その他を行うために、ガス分配装置を有す
る。半導体材料のドライエッチングはまた、こういった材料の所望の領域を選択的に除去
して基板上に所望のパターンあるいは構成を形成するのに、化学気相搬送装置 (chemical
 vapor transport system) を使用しても行うことができる。
【０００３】
プロセス・チャンバ内にガス分配装置が組み込まれている状況をより良く理解するために
、図１は代表的なＣＶＤチャンバ１０の構造を示す略図である。通常チャンバ１０は、処
理領域１２を画成し、垂直に移動可能な基板支持部材１４を収容している。チャンバ１０
内でプロセスを実行するのに必要な多種多様なガスを供給するために、コンテナ２０が設
けられている。１つ以上の液体前駆物質を加熱し気化するために蒸発器２２が設けられて
おり、一方流れコントローラ２４はチャンバ１０の中に送出されるガスの速度を制御する
。複数のガスを必要とするプロセスに対して、チャンバ１０は上流の前混合チャンバ２６
を通常有し、プロセスガスは、処理領域１２に導入される前に、前混合チャンバにおいて
混合される。
【０００４】
チャンバ１０の中へのガスの送出は、図２に詳細に示すガス分配アセンブリ２８により行
われる。ガス分配アセンブリは、ガス・マニホールド３０、ガス・インジェクション・カ
バー・プレートとしても公知のガス・ボックス３２、シャワーヘッドアセンブリ３４、お
よびアイソレータ３６を有し、そのすべては電気的に接地されているチャンバ・リッド３
８に搭載されている。シャワーヘッドアセンブリ３４は、穴あけされたブロッカー・プレ
ート４０および穴４４の配列を有するフェイスプレート４２を通常有する。ブロッカー・
プレート４０およびフェイスプレート４２の双方は、基板表面上にガスを均一に濃縮させ
るために、それを通してガスが拡散あるいは通過する通常平坦な円形の部材である。ブロ
ッカー・プレート４０とガス・ボックス３２の間の空洞も、プロセスガスの混合を続ける
ための付加的な撹拌ステージとして作用する。Ｏリング４６が様々な構成要素の間に配置
され、ガスの漏洩を防止する気密封止を確実にする助けとなっている。動作中は、基板上
に堆積を行うために、プロセスガスがＣＶＤチャンバ１０に注ぎ込まれる。
【０００５】
集積回路の密度が増加し、フィーチャー・サイズが減少するにつれて、プラズマを使用し
ない堆積において比誘電率の低い新しい材料が開発されているので、ガス分配装置の改良
が必要とされている。誘電体の領域において、たとえば、メチルシラン（ＳｉＨ3ＣＨ3）
と過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）を混合することにより、二酸化珪素（ＳｉＯ2）が形成される。
これらの化学物質は、冷却された基板上での濃縮反応を経て、多孔質酸化物の網目 (poro
us oxide network) を形成する。
【０００６】
Ｈ2Ｏ2とＳｉＨ3ＣＨ3の使用において、チャンバ内へ送出する間に化学物質を別にしてお
くことは、真空チャンバの処理領域の中へ導入する前にガスが反応するのを防止するのに
重要である。処理領域の上流で反応の発生を許容すると、真空チャンバ・ガス分配アセン
ブリのフェイスプレートおよびブロッカー・プレートのような装置の構成要素の目詰まり
を生ずる。ガス分配プレートが塞がれると、ガスは基板表面の全体に亘って均一に分配さ
れず、非等角な堆積パターンが生じ、その結果欠陥のあるデバイスが作られる。ガス分配
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プレートを洗浄するために、生産は中断され、ガス送出装置は分解され、保守点検され、
再組立される。
【０００７】
デュアル・チャネル送出シャワーヘッドを提供する１つの試みが、「ガス供給装置用のシ
ャワーヘッド」と題する、米国特許第５，６２４，４９４号に示されている。開示されて
いるシャワーヘッド装置は、それぞれ別々なガス経路 (gas pathway) を備え、接続部分
において係合されている２つの別々な穴あけされたプレートを有する。穴の第１組は、上
部プレートおよび底部プレートの両方の中に形成されており、上部プレートおよび底部プ
レートが組み立てられたときに、両方のプレートを介して連続したチャネルを形成するよ
うに、整列されていなければならない。第２の経路は、底部プレートの中に形成された垂
直の穴の第３組により画成され、同じく底部プレートの中に形成された１組の水平な陥凹
部により流体的に接続されている。同心のガスパイプが、反応性ガスを第１および第２の
経路に別々に送出し、第１および第２の経路は、ガスを混合し、基板へ堆積するために、
プロセス・チャンバへ送る。
【０００８】
このガスプレートの１つの難点は、２つの穴あけされたプレートの中に形成された穴の整
列を実現することである。この整列は重要であり、実現が困難である。別の課題は、穴の
間の漏洩を防止するために、プレートの間の気密封止を保証することである。結果として
、プレートと穴の間に形成された隙間の空間を介して反応性ガスが移動し、その上に堆積
する。Ｈ2Ｏ2およびＳｉＨ3ＣＨ3のような反応性ガスを含むプロセスに対しては、結果と
して生ずる化学的化合物がガス送出装置を詰まらせ、基板上の不均一な堆積パターンを究
極的に招く。さらに、閉塞は少なくともシャワーヘッドの洗浄を必要とし、基板処理のた
めの保守時間を結果として必要とする。大幅な閉塞は、さらに上流のポンピング装置の過
大な負担となり、その維持管理あるいは取り換えを必要とする恐れがある。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、プロセス・チャンバの中にガスを別々に導入し、上述の閉塞問題無しに基板
にガスを均一に送出するガス分配アセンブリが必要である。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は全体として、プロセス・チャンバの中で２つ以上のガスの独立して均一な分配を
行うガス分配装置を有する基板プロセス・チャンバ、装置、および関連する方法を提供す
る。１つの実施例においては、本発明はモノリシック・マルチチャネル・フェイスプレー
トを有するプロセス・チャンバの中にガスを分配する装置を提供する。垂直チャネルの第
１組を有する第１のガス経路は、フェイスプレートを通して延びている。１組の水平チャ
ネルと交差する垂直チャネルの第２組を有する第２のガス経路は、モノリシック・フェイ
スプレートを通して第１のガス経路から分離されている。別々なガス供給源が、ガス経路
のそれぞれにガスを送出する。フェイスプレートは、プラズマを使用しないプロセス・チ
ャンバで特に有用な場合がある。フェイスプレートは処理領域の中に反応性ガスを別々に
送出し、反応性ガスは処理領域の中に送出された後に混合され、基板の上に堆積する。基
板は温度制御された支持部材の上に支持されてもよい。当然ながら、他の実施例も可能で
ある。
【００１１】
１つの実施例においては、本発明は、プロセス・チャンバの中にガスを分散させるように
適合されたモノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートと、前記プロセス・チャン
バに第１のガスを送出するように適合された前記モノリシック・マルチチャネル・フェイ
スプレートを貫通する第１のガス経路と、前記モノリシック・マルチチャネル・フェイス
プレートを貫通する少なくとも１つの第２のガス経路であって、前記第２のガス経路は、
少なくとも１つの第２のガスを、前記プロセス・チャンバに送出する前に前記第１のガス
から実質的に独立して前記プロセス・チャンバへ送出するように適合された少なくとも１
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つの第２のガス経路を有する処理装置においてガスを分配する装置を有する。
【００１２】
他の実施例においては、本発明は、プロセス・チャンバの中にガスを分散させるように適
合されたマルチチャネル・フェイスプレートと、第１のガス用の垂直チャネルの第１組と
交差している水平チャネルの第１組を有する前記フェイスプレートを貫通する第１のガス
経路と、水平チャネルの前記第１組に対して垂直に離れて配置され、垂直チャネルの前記
第１組から独立して垂直チャネルの第２組と交差する水平チャネルの第２組を有する前記
フェイスプレートを貫通する少なくとも１つの第２のガス経路を有する処理装置において
ガスを分配する装置を有する。
【００１３】
さらに他の実施例においては、本発明は、プロセス・チャンバおよびプロセス・チャンバ
に接続されたガス分配装置を有する半導体処理装置を有し、ガス分配装置は、第１および
第２のガス源に流体的に接続されたガス貫通孔と、上側でガス貫通孔に流体的に接続され
たガス・インジェクション・カバー・プレートと、ガス・インジェクション・カバー・プ
レートの下側に接続されたモノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートを有し、フ
ェイスプレートは２つ以上のガスをプロセス・チャンバに別々に送出するよう適合されて
いる。
【００１４】
本発明は、第１のガス経路および第２のガス経路を有するモノリシック・マルチチャネル
・フェイスプレートを利用するステップと、第１のガスを前記第１のガス経路に送出する
ステップと、第２のガスを前記第２のガス経路に送出するステップと、前記プロセス・チ
ャンバの中に散布するまで前記ガスの実質的な分離を維持するステップとを含む、２つ以
上のガスをプロセス・チャンバに分配する方法といった方法をさらに含んでいる。
【００１５】
上に述べた本発明の特徴、利点および目的を達成する方法が詳細に理解されるように、添
付図面に示す本発明の実施例を参照して、以上に簡潔に要約された本発明のより詳細な説
明をする。
【００１６】
しかし添付図面は本発明の代表的な実施形態を示すのみであり、本発明は他の同等に効率
的な実施形態を可能にすることができるので、したがって、添付図面は本発明の範囲を制
限するものではないと考えられることに注意すべきである。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明は全体として、２つ以上のガスをプロセス・チャンバの中に別々かつ均一に分配す
るガス分配装置を有する基板プロセス・チャンバを提供する。本発明は、プロセス・チャ
ンバおよびプロセス・チャンバに接続されたガス分配装置を有する半導体処理装置を有し
、ガス分配装置は、第１および第２のガス源に流体的に接続されたガス貫通孔と、上側で
ガス貫通孔に流体的に接続されたガス・インジェクション・カバー・プレートと、ガス・
インジェクション・カバー・プレートの下側に接続されたモノリシック・マルチチャネル
・フェイスプレートを有し、フェイスプレートは２つ以上のガスをプロセス・チャンバに
別々に送出するように適合されている。垂直チャネルの第１組を有する第１のガス経路が
、フェイスプレートを介して延びている。１組の水平チャネルと交差する垂直チャネルの
第２組を有する第２のガス経路は、モノリシック・フェイスプレートを介して第１のガス
経路から分離されている。別々なガス供給源が、ガス経路のそれぞれにガスを送出する。
当然ながら、他の実施例も可能である。
【００１８】
図３は、本発明を具体化するプロセス・チャンバ１００の１実施例の断面図を示す。チャ
ンバ１００は、処理の間に化学的前駆物質が導入される処理領域１０２を取り囲むチャン
バ・ボディ１０１を通常有する。垂直に移動可能な温度制御された基板支持部材１３０が
、その上の基板を支持するように、チャンバ・ボディ１０１の下端を介して配置されてい
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る。基板支持部材１３０はチャネル１３７を有し、支持部材１３０の加熱および／または
冷却が行われるように、チャネル１３７を通して流体が流される。真空ポンプ１２９に接
続された環状の真空排気チャネル１３２は、処理領域１０２からプロセスガスが排出され
るように設けられている。チャンバ１００の中にガスが送出されるように、上部ガス分配
アセンブリ１０４がリッド１０６の上に配置されている。ガス分配アセンブリ１０４は、
ガス貫通孔１０８、ガス・インジェクション・カバー・プレート１１０、ブロッカー・プ
レート１１２、およびマルチチャネル・フェイスプレート２００を有する。フェイスプレ
ート２００が処理領域１０２の上限を画成するように、フェイスプレート２００はガス分
配アセンブリ１０４の一部としてチャンバ１００に組み込まれるよう示されている。リッ
ド１０６は、フェイスプレート２００を搭載しており、ガス・インジェクション・カバー
・プレート１１０を支持している。フェイスプレートのフランジ１９４の中に置かれてい
るＯリング１９５が、フランジ１９４とリッド１０６の間を封止している。カバー１４８
は、リッド１０６の上に配置されている。以下に詳細に説明するフェイスプレート２００
は、ガスチャネルを介して処理領域１０２の中に第１および第２のガスを別々に送出する
ように、独特に設計されている。一般に、チャネルは、フェイスプレート２００の中に形
成された１組の垂直および水平チャネルを有する。
【００１９】
図４および図５は、本発明によるフェイスプレート２００の実施例を詳細に説明する部分
断面図である。フェイスプレート２００は、上部表面２１０、底部表面２１２および、周
辺の環状の部分、すなわち側壁２１４を有する。本実施例において図５の矢印Ａによって
表される第１のガス経路は、上部表面２１０に隣接する上部領域１９０と底部表面２１２
に隣接する下部領域２３５の間を連通させるために、フェイスプレート２００を貫通して
延びている垂直チャネル２２６の第１組を有し、上部領域１９０の上限は図３に示すガス
・インジェクション・カバー・プレート１１０によって画成されている。本実施例におい
て図５の矢印Ｂによって表される第２のガス経路は、底部表面２１２を貫通して延びてい
る垂直チャネル２２８の第２組を有し、１組の水平チャネル２２２と下部領域２３５の間
を連通させている。水平チャネル２２２は、上部表面２１０と底部表面２１２の間で、フ
ェイスプレート２００の中にチャネルの迷路を形成している。水平チャネル２２２は、機
械加工によって、すなわち、側壁２１４を通して工具を使用して穴あけ、あるいは中ぐり
することによって、フェイスプレートの上部表面２１０と底部表面２１２におおむね平行
な平面内に、形成することが可能である。フェイスプレートへの工具の入射角は１組の水
平チャネル２２２の最終的な形状を決定し、工具の寸法はチャネルの直径を決定する。本
特許において、水平とは、基板収容面１２８に平行に整列された角度の少なくとも若干の
成分を有する角度を含むものと解釈され、垂直とは、基板収容面１２８に垂直に整列され
た角度の少なくとも若干の成分を有する角度を含むものと解釈される。上部表面２１０を
通して垂直に配置された中央のガス取り入れ口、すなわちノズル２２４は、水平チャネル
２２２と連通しており、図３に示す導管１８４の下部の部分により受け入れられる。側壁
２１４と円周方向に隣接するように適合された環状の環２３０が、１組の水平チャネル２
２２の末端を気密封止する。気密封止を確実にするのに役立つように、環２３０および側
壁２１４は融合されてもよい。あるいは、水平チャネル２２２の末端は個々に挿着されて
もよい。
【００２０】
　図４および図５は、１組の水平チャネル２２２の交差点から始まり、垂直チャネル２２
６の第１組からオフセットされている垂直チャネル２２８の第２組も示している。しかし
、垂直チャネル２２８の第２組は、水平チャネル２２２に沿った任意の点から始まること
も可能である。たとえば、図６に示すように、垂直チャネル２２８の第２組は、垂直チャ
ネル２２６の第１組と整列して、すなわち隣接して示されている。
【００２１】
フェイスプレート２００はモノリシックであることが望ましい。すなわち、単一の材料と
して機械加工ないしは他の方法で作製されることが望ましく、穴の寸法および間隔は、プ
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ロセス・チャンバの中へ均一な送出ができるように、特定の応用によって変化させること
が可能である。単一の材料としてフェイスプレートを製造することは、別々なプレートを
整列させることで生ずる問題を回避し、プレートの間のガスの漏洩と、別なチャネルの中
へのガスの漏洩を防止する。
【００２２】
図７に垂直分解断面図で示すガス貫通孔１０８は、ガス・インジェクション・プレート１
１０を搭載しており、入口マニホルド１５０、排気口マニホールド１５２、およびその間
に挿入されたハウジング１５４を有する。第１のガスチューブ１５６および第２のガスチ
ューブ１５８はハウジング１５４を通って延びていて、２つのプロセスガスを別々に送る
。ポート１５９の２つの対が、それぞれの端部において第１のガスチューブ１５６と第２
のガスチューブ１５８を受け入れるように、入口マニホルド１５０および排気口マニホー
ルド１５２の中に形成されている。ガスチューブ１５６および１５８は、図３では相互に
平行に示されているが、同心であってもよく、したがって、ガス貫通孔１０８の中に、ま
たガス貫通孔１０８を介して、別々に同軸にガスを送出する。入口マニホルド１５０の中
に形成されたポート１５９は、チャンバ・ボディおよびリッドを介して形成されたガス送
出チャネル１６２および１６４と整列している。ガス送出チャネル１６２および１６４は
、第１の供給管１２０および第２の供給管１２２に、チャンバ・ボディ１０１の底部でそ
れぞれ接続されている。第１のコンテナ１１６および第２のコンテナ１１８は上流に置か
れ、それぞれ第１の供給管１２０および第２の供給管１２２を介してガス分配アセンブリ
１０４にガスを供給する。流れコントローラ１２４は供給管１２０および１２２に配置さ
れ、ガスの流量を調整する。蒸発器１２６は第１の供給管１２０に配置され、過酸化水素
のような液体前駆物質を気化する。
【００２３】
ガス貫通孔１０８は、図３に示す一対の急速着脱継ぎ手１７４で、それぞれ流体送出ホー
ス１７２に接続された第１の流体貫通孔チューブ１６８および第２の流体貫通孔チューブ
１７０を備えている。流体貫通孔チューブ１６８および１７０は、流体入口チャネル１７
６および流体出口チャネル１７８を介して、ガス・インジェクション・カバー・プレート
１１０の中に形成された環状の流体通路１８０を通して、伝熱流体を循環させる。
【００２４】
ガス・インジェクション・カバー・プレート１１０を通して配置された図３に示す中心導
孔１８２は、同軸に配置されたガス送出導管１８４を収容している。導管１８４は、導管
１８４の下端で受けられているノズル２２４の中へ第２のガスを流し、水平チャネル２２
２の第２組を有する第２のガス経路２１６にガスを送出する。中心導孔１８２および導管
１８４の外辺部は、輪のようなガス送出流路１８６を画成する。ガス送出流路１８６は、
穴あけされたブロッカー・プレート１１２の上にガスを送出し、ガスはブロッカー・プレ
ートを介して垂直チャネルの第１組の中に流れる。ねじ１９６により吊るされたブロッカ
ー・プレート１１２は、上部の領域１９０の中に水平に配置されている。ブロッカー・プ
レート１１２は、上部領域１９０を横断し上部表面２１０の近くで終端しているガス導管
１８４と垂直に交差しており、したがって導管１８４と上部表面２１０は、嵌まり合って
突き当たっており、Ｏリング１９８により気密封止されている。用語「冷却器」および「
冷却」が使用され、プロセスによく現れるが、温度調整の概念は用語「ヒータ」および「
加熱」も含むことが理解されるべきである。
【００２５】
図３は、冷却管１３５により基板支持部材１３０に接続された遠隔冷却器１３４をさらに
示す。水、エチレン、グリコール、または同等物のような液体冷却液が、基板支持部材１
３０に送出され、らせん状のチャネル１３７を通して循環させられ、次に冷却器１３４に
循環されて戻る。流体の循環は、基板支持部材１３０の温度の制御を可能にする。非常に
効率的な熱交換を保証するためには、アルミニウムの優れた熱伝導性と、化学的前駆物質
による腐食効果に対する抵抗のために、基板支持部材１３０はアルミニウムで作られるこ
とが望ましい。
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【００２６】
図３は、さらに基板台座表面１２８の中に形成された複数の溝１３８を示す。基板裏面の
真空は、溝１３８と連通している基板支持部材１３０に真空ポンプ１４０を取り付けるこ
とにより実現される。あるいは、支持部材は、処理用に基板が中に置かれる陥凹部を有す
る「ポケット」形式の支持部材であってもよい。またさらに、基板が処理中に適所に支持
され保持されるように、静電チャックまたは同等物のような他の支持機構が使用されても
よい。
【００２７】
動作中は、基板１０３は、外部のロボット（図示せず）によって、チャンバ・ボディ１０
１の中に形成されたスリット・バルブ・アパーチャー（同様に図示せず）を通して基板支
持部材１３０の上に置かれている。次に第１のガスが第１のコンテナ１１６から供給され
、第２のガスが第２のコンテナ１１８により供給される。第１および第２のガスは、それ
ぞれガス送出チャネル１６２および１６４を介してチャンバ・ボディ１０１を通して導か
れ、次にガス貫通孔１０８を通して流される。次に第１のガスはガス送出流路１８６を通
して送られ、第２のガスは送出導管１８４を通して送られる。第１のガスはブロッカー・
プレート１１２の上の上部領域１９０の中に送出され、ブロッカー・プレート１１２は初
期の分散ステージとして作用し、第１のガスを上部領域１９０に広がらせ、ブロッカー・
プレート１１２の上部表面の上に拡散させる。次に第１のガスは、ブロッカー・プレート
１１２の中の打ち抜き穴を通して拡散し、ほぼ均一に上部表面２１０に吹きつけ、最終的
に垂直チャネル２２６の第１組を通して、図５に経路矢印「Ａ」で示すように、処理領域
１０２の中に拡散する。同時に、第２のガスは、ノズル２２４を通して導かれ、相互に接
続された１組の水平チャネル２２２を含む図５に示す第２のガス経路２１６の全体にわた
って拡散される。次に、第２のガスは垂直チャネル２２８の第２組を通して処理領域１０
２の中に流れ、第１のガスと反応する。第２のガスの経路は、図５に矢印「Ｂ」により示
されている。
【００２８】
使用されるガスおよび、温度および圧力のような選択される特定のチャンバ状態は、所望
の反応および膜の組成に依存する。しかし、処理領域１０２に入る前に反応物が混合され
ず、基板１０３が低温に維持されることが望ましい、メチルシランと過酸化水素の間のよ
うなプラズマを使用しない濃縮反応には、チャンバ１００は特に適している。メチルシラ
ンおよび過酸化水素を含む特定の堆積プロセスは、摂氏約マイナス２０度から２５度の間
に基板１０３を保ちながら行われることが望ましい。
【００２９】
　図８および図９は、フェイスプレート２００の別の実施例を示す。この実施例は、第１
のガス経路の水平チャネルの第１組が、第２のガス経路の水平チャネルの第２組から垂直
方向にオフセットされている多層の処理法を含んでいる。水平チャネル３１６の第２組と
同一平面にある水平チャネル３１４の第１組を有するフェイスプレート２００が示されて
いる。中央に配置された第１のガス供給パイプ３１８が、水平チャネル３１４の第１組に
第１のガスを送出し、同軸の第２のガス供給パイプ３２０が水平チャネル３１６の第２組
に第２のガスを送出する。垂直チャネル３２２の第１組は、水平チャネル３１４の第１組
からフェイスプレート２００の下の領域へ流体を流すように、下部表面３２４を通して形
成されている。同様に、垂直チャネル３２６の第２組は、水平チャネル３１６の第２組か
らフェイスプレート２００の下の領域へ流体を流すように、下部表面３２４の中に形成さ
れている。
【００３０】
図８は、水平チャネル３１４および３１６が始まる中央のハブ３２８すなわち空洞から半
径方向に延びている水平チャネル３１４および３１６を有するフェイスプレート２００の
底面図を示す。図８および図９の多層の概念は、それぞれ別々な垂直チャネルと連通して
いる水平チャネルの付加的な階層を単に追加することにより、３つ以上のガスを別々に送
出することができるフェイスプレートを考案するために拡大することができる。
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【００３１】
後者の実施例は、図３に示すブロッカー・プレート１１２を不要にする付加的な利点を有
する。反応性ガスは、パイプ３１８および３２０により半径方向の水平チャネル３１４お
よび３１６に直接送出されるので、ブロッカー・プレートは不要である。したがって、図
３のチャンバ１００は、第１のガス供給パイプ３１８および第２のガス供給パイプ３２０
が、図６に示す排気口マニホールド１５０の中に形成されたマニホールド導管１５９に直
接接続されるように修正される。
【００３２】
図１０および図１１は、本発明の追加の実施例を示す。図１０はフェイスプレート２００
の中央の部分の周りに等間隔に配置された複数のノズル３３０（３個を示す）を示す。一
方、図１１はフェイスプレート２００の外辺部分の周りに配置されたノズル３３０を示す
。複数のノズルは、散布の均一性をさらに促進することが可能である。本明細書では２つ
のパターンのみが示されているが、当業者はその他の幾何学的な構成を認めるであろう。
【００３３】
図１２は本発明によるガス送出装置の別の実施例の斜視図である。多面的なマニホールド
３３２が設けられ、中央の供給源 (feed) からガス・フェイスプレートの外辺部分にガス
が送出される。この例ではマニホールドの入口３３４は、図３ですでに説明したノズル２
２４と同様の導管１８４に搭載されている。複数のマニホールド排気口導管３３６がノズ
ルに結合され、図６に示す第２のガス経路２１６の中にガスを送出する。動作中は、第１
のガスは、垂直チャネル２２６の第１組を通して、図３に示す処理領域１０２の中に流さ
れる。同時に、第２のガスはマニホールドの入口３３４の中に流される。次に第２のガス
が、マニホールド排気口導管３３６の１組によって、フェイスプレート２００の第２のマ
ニホールド２１６の中に送出され、図３に示す垂直チャネル２２８の第２組を介して処理
領域１０２に均一に送出される。
【００３４】
例
上述のように、本発明はメチルシランと過酸化水素の反応によるＳｉＯ2膜の形成に特に
適している。メチルシランと過酸化水素は、プロセス・チャンバに別々に送出される。反
応のプロセス・ステップは、次の通りであると考えられる。
【式１】

ステップ１は、シラノール形式の化合物を生ずるように、望ましくは摂氏約マイナス２０
度から２５度の冷えた基板上で行われる。ステップ２は、等角の多孔質のＳｉＯ2の網目 
(conformal porous SiO2 network) が得られる濃縮反応を説明している。次に基板は、膜
を脱水し、多孔質の酸化物を形成するために加熱される。
【００３５】
前述の事項は本発明の推奨実施例に重点を置いているが、本発明の基本的な範囲から逸脱
せずに本発明のさらに他の実施形態を考案することが可能であり、本発明の範囲は以下に
続く特許請求の範囲により決定される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来技術によるＣＶＤチャンバの略図である。
【図２】　従来技術によるガス分配装置の構成要素を表す分解組立図である。
【図３】　プロセス・チャンバの部分断面図である。
【図４】　本発明によるモノリシック・マルチチャネル・フェイスプレートの１実施例の
部分断面図である。
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【図５】　オフセット垂直チャネルを有する図４のフェイスプレートの拡大部分断面図で
ある。
【図６】　整列された垂直チャネルを有する本発明による第２の実施例を示す拡大部分断
面図である。
【図７】　垂直方向におけるガス貫通孔の分解断面図である。
【図８】　相互に垂直にオフセットしている複数の水平な層を有する本発明による他の実
施例の底面図である。
【図９】　図８の実施例の部分断面斜視図である。
【図１０】　別々なノズルを有する本発明による他の実施例の斜視図である。
【図１１】　フェイスプレートの周囲に配置された別々なノズルを有する本発明による他
の実施例の斜視図である。
【図１２】　多面的なマニホールドを有する本発明による他の実施例の斜視図である。
【符号の説明】
１０　チャンバ
１２　処理領域
１４　基板支持部材
２０　コンテナ
２２　蒸発器
２４　流れコントローラ
２６　前混合チャンバ
２８　ガス分配アセンブリ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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