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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に耐熱金属膜を形成する成膜システムであって、
　前記基板を支持し、該基板を加熱するように構成された基板ホルダ、前記基板の上部に
金属カルボニル前駆体蒸気を導入するように構成された蒸気分配システム、および排気シ
ステムを有する処理チャンバであって、前記排気システムは、前記処理チャンバを排気す
るように構成された処理チャンバと、
　金属カルボニル前駆体を蒸発させ、金属カルボニル前駆体蒸気を形成するように構成さ
れた、金属前駆体蒸発システムと、
　前記金属前駆体蒸発システムに結合された第1の端部、および前記処理チャンバの前記
蒸気分配システムの入口に結合された第2の端部を有する蒸気供給システムと、
　前記金属前駆体蒸発システム、前記蒸気供給システム、およびその両方のうちの少なく
とも一つに結合され、キャリアガスを供給するように構成されたキャリアガス供給システ
ムであって、前記蒸気分配システムの前記入口に、前記蒸気供給システムを介して、前記
キャリアガス中に前記金属カルボニル前駆体蒸気を搬送するキャリアガス供給システムと
、
　前記キャリアガスおよび前記金属カルボニル前駆体蒸気の流経路に沿って、当該成膜シ
ステムの内部に配置された、1または2以上の粒子拡散器であって、前記拡散器を通過する
粒子クラスターを小片に分解するのに十分な構造を有する、1または2以上の粒子拡散器と
、
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　を有し、
　前記金属前駆体蒸発システムは、容器内に、それぞれが、前記金属カルボニル前駆体を
支持するように構成された、１または２以上のベーストレイおよび１または２以上の上部
トレイを有し、
　前記ベーストレイは、底部に配置され、
　前記上部トレイは、他の上部トレイまたは前記ベーストレイの上に、配置もしくは積層
され、
　前記容器の内壁と、前記ベーストレイの外壁および前記上部トレイの外壁との間には、
第１の空間が形成され、前記容器の中央には第２の空間が形成され、
　前記ベーストレイおよび前記上部トレイのそれぞれに支持されている前記金属カルボニ
ル前駆体の蒸気は、前記第１の空間または第２の空間を通り前記ベーストレイおよび前記
上部トレイの上部に流通するキャリアガスによって、前記第２の空間または第１の空間を
通り、前記金属前駆体蒸発システムの出口に向かって流れ、
　前記1または2以上の粒子拡散器は、前記上部トレイの少なくとも一つに結合されること
を特徴とする成膜システム。
【請求項２】
　前記1または2以上の粒子拡散器は、前記蒸気供給システム、前記蒸気分配システム、ま
たはこれらの両方の内部に配置されることを特徴とする請求項1に記載の成膜システム。
【請求項３】
　前記1または2以上の粒子拡散器は、前記金属前駆体蒸発システムの出口に結合されるこ
とを特徴とする請求項1に記載の成膜システム。
【請求項４】
　前記1または2以上の粒子拡散器は、前記蒸気供給システムの前記第1の端部、前記蒸気
供給システムの前記第2の端部、または両者の間のいずれかの位置に結合されることを特
徴とする請求項1に記載の成膜システム。
【請求項５】
　前記蒸気分配システムは、前記蒸気供給システムの前記第2の端部に結合された前記入
口を有するハウジングと、前記ハウジングに結合された蒸気分散板とを有し、
　前記ハウジングと前記蒸気分散板の組み合わせにより、前記キャリアガスと、前記金属
カルボニル前駆体蒸気とを受容するプレナムが形成され、
　前記キャリアガスおよび前記金属カルボニル前駆体蒸気は、前記蒸気分散板の1または2
以上の開口を介して、前記処理チャンバ内で分配され、
　前記1または2以上の粒子拡散器は、前記プレナム内に配置されることを特徴とする請求
項1に記載の成膜システム。
【請求項６】
　前記1または2以上の粒子拡散器は、メッシュまたはスクリーンを有することを特徴とす
る請求項1に記載の成膜システム。
【請求項７】
　前記1または2以上の粒子拡散器は、ハニカム構造を有することを特徴とする請求項1に
記載の成膜システム。
【請求項８】
　前記ハニカム構造は、1または2以上のハニカムセルを有し、
　各セルは、有効な直径および全長により特徴化されることを特徴とする請求項７に記載
の成膜システム。
【請求項９】
　前記1または2以上の粒子拡散器の各々は、1または2以上の開口を有し、
　これにより、前記キャリアガスおよび前記金属カルボニル前駆体蒸気の流通が可能とな
り、
　前記1または2以上の開口は、前記流経路と実質的に整列されていることを特徴とする請
求項1に記載の成膜システム。
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【請求項１０】
　前記1または2以上の粒子拡散器の各々は、1または2以上の開口を有し、
　これにより、前記キャリアガスおよび前記金属カルボニル前駆体蒸気の流通が可能とな
り、
　前記1または2以上の開口は、前記流経路に対して傾斜され、または湾曲していることを
特徴とする請求項1に記載の成膜システム。
【請求項１１】
　前記金属カルボニル前駆体は、タングステンカルボニル、モリブデンカルボニル、コバ
ルトカルボニル、ロジウムカルボニル、レニウムカルボニル、クロムカルボニル、ルテニ
ウムカルボニル、オスミウムカルボニル、またはこれらの2もしくは3以上の組み合わせを
含むことを特徴とする請求項1に記載の成膜システム。
【請求項１２】
　前記金属カルボニル前駆体は、W(CO)6、Mo(CO)6、Co2(CO)8、Rh4(CO)12、Re2(CO)10、C
r(CO)6、Ru3(CO)12、Os3(CO)12、またはこれらの2もしくは3以上の組み合わせを含むこと
を特徴とする請求項1に記載の成膜システム。
【請求項１３】
　薄膜成膜システムに結合されるように構成された膜前駆体蒸発システムであって、
　前記薄膜成膜システムと密閉結合されるように構成された出口、およびキャリアガス供
給システムと密閉結合されるように構成された入口を有する容器と、
　前記容器内に受容されるように構成された、１または２以上のベーストレイおよび１ま
たは２以上の上部トレイを有するトレイスタックであって、
　　前記ベーストレイおよび前記上部トレイは、それぞれが、金属カルボニル前駆体を支
持し、蒸発させ、金属カルボニル前駆体蒸気が形成されるように構成され、
　前記ベーストレイは、前記容器の底部に配置され、
　前記上部トレイは、他の上部トレイまたは前記ベーストレイの上に、配置もしくは積層
される、トレイスタックと、
　前記キャリアガス供給システムからのキャリアガスの流経路内、および前記容器の前記
入口と前記出口の間の金属カルボニル前駆体蒸気の流経路内に配置された、1または2以上
の粒子拡散器であって、該拡散器を通過する粒子クラスターを小片に分解するのに十分な
構造を有する、1または2以上の粒子拡散器と、
　を有し、
　前記容器の内壁と、前記ベーストレイの外壁および前記上部トレイの外壁との間には、
第１の空間が形成され、前記容器の中央には第２の空間が形成され、
　前記ベーストレイおよび前記上部トレイのそれぞれに支持されている前記金属カルボニ
ル前駆体の蒸気は、前記第１の空間または第２の空間を通り前記ベーストレイおよび前記
上部トレイの上部に流通するキャリアガスによって、前記第２の空間または第１の空間を
通り、前記出口に向かって流れ、
　前記1または2以上の粒子拡散器は、前記上部トレイの少なくとも一つに結合されること
を特徴とする膜前駆体蒸発システム。
【請求項１４】
　前記容器は、前記入口を介した前記キャリアガスの流れを受容するように構成されたキ
ャリアガス供給空間を有し、これにより、
　前記ベーストレイおよび上部トレイの各々内の1または2以上のオリフィスを介して、前
記ベーストレイおよび上部トレイ内の前記金属カルボニル前駆体に、前記キャリアガスの
前記流れの一部が導入され、
　各ベーストレイおよび各上部トレイ内の金属カルボニル前駆体の上部での前記キャリア
ガスの前記流れの前記一部の各々は、前記出口に向かって、前記前駆体蒸気と共同で集め
られることを特徴とする請求項13に記載の膜前駆体蒸発システム。
【請求項１５】
　前記1または2以上の粒子拡散器は、前記出口に結合されることを特徴とする請求項13に
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記載の膜前駆体蒸発システム。
【請求項１６】
　前記1または2以上の粒子拡散器は、ハニカム構造を有することを特徴とする請求項13に
記載の膜前駆体蒸発システム。
【請求項１７】
　成膜システム内で、基板上に金属層を成膜する方法であって、
　前記成膜システムは、
　処理チャンバと、
　金属カルボニル前駆体を蒸発させ、金属カルボニル前駆体蒸気を形成するように構成さ
れた、金属前駆体蒸発システムと、
　前記金属カルボニル前駆体蒸気の流経路に沿って、前記成膜システムの内部に配置され
た、1または2以上の粒子拡散器であって、該拡散器を通過する粒子クラスターを小片に分
解するのに十分な構造を有する、1または2以上の粒子拡散器と、
　を有し、
　前記金属前駆体蒸発システムは、容器内に、それぞれが、前記金属カルボニル前駆体を
支持するように構成された、１または２以上のベーストレイおよび１または２以上の上部
トレイを有し、
　前記ベーストレイは、底部に配置され、
　前記上部トレイは、他の上部トレイまたは前記ベーストレイの上に、配置もしくは積層
され、
　前記容器の内壁と、前記ベーストレイの外壁および前記上部トレイの外壁との間には、
第１の空間が形成され、前記容器の中央には第２の空間が形成され、
　前記ベーストレイおよび前記上部トレイのそれぞれに支持されている前記金属カルボニ
ル前駆体の蒸気は、前記第１の空間または第２の空間を通り前記ベーストレイおよび前記
上部トレイの上部に流通するキャリアガスによって、前記第２の空間または第１の空間を
通り、前記金属前駆体蒸発システムの出口に向かって流れ、
　前記1または2以上の粒子拡散器は、前記上部トレイの少なくとも一つに結合され、
　当該方法は、
　前記成膜システムの前記処理チャンバ内に、基板を提供するステップと、
　前記金属前駆体蒸発システムにおいて、金属カルボニル前駆体蒸気およびCOガスを含む
処理ガスを形成するステップと、
　前記処理ガスを、前記処理チャンバに導入するステップと、
　前記希釈された処理ガスに前記基板を暴露して、気相成膜処理プロセスにより、前記基
板上に金属層を成膜するステップと、
　を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本願と同日に速達郵便EV791922289USで出願された、「蒸気分配システムに
おける粒子コンタミネーションを抑制する方法および機器」という題目の同時係属中の米
国特許出願第11／377,237号に関連する。上記出願は、本願の参照として取り入れられて
いる。
【０００２】
　本発明は、薄膜成膜用の方法およびシステムに関し、特に、金属カルボニル前駆体から
形成される、金属層の粒子コンタミネーションを抑制する方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　集積回路製造用の多層金属化構造への銅（Cu）金属の導入の際には、拡散バリア／ライ
ナの使用が必須である。これらの使用は、密着性を向上させ、Cu層の成長を向上させると
ともに、Cuの誘電体材料への拡散を抑制する。誘電体層上に設置されたバリア／ライナは
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、タングステン（W）、モリブデン（Mo）、およびタンタル（Ta）のような屈折性材料を
有し、これらの材料は、Cuと非反応性で不混和性であり、低い電気抵抗が提供される。Cu
金属化層および誘電体材料を集積する現在の集積方式では、約400゜から約500℃の間、ま
たはそれ以下の基板温度での、バリア／ライナ成膜処理が必要となる。
【０００４】
　例えば、130nm以下のノード技術用のCuの集積方式では、低誘電率（低k）層間誘電体が
使用され、その後、物理気相成膜法（PVD）により、Ta層またはTaN／Ta層が形成され、そ
の後、PVDでCuシード層が形成され、電気化学的成膜（ECD）により、Cuフィルが形成され
る。一般に、Ta層は、その密着性（すなわち、低k膜上での密着特性）の点から選定され
、Ta／TaN層は、通常、そのバリア特性（すなわち、Cuの低k膜への拡散を抑制する特性）
の点から選定される。
【０００５】
　前述のように、Cuの拡散バリアとして、薄い遷移金属層の研究および適用についての研
究が鋭意なされており、これらの研究には、クロム、タンタル、モリブデン、およびタン
グステンのような材料が含まれる。各これらの材料は、Cuに対して低い混和性を示す。近
年では、可能性のあるバリア層として、ルテニウム（Ru）およびロジウム（Rh）のような
他の材料が見出されている。これらの材料は、従来の耐熱金属と同様の挙動を示すことが
期待されるためである。しかしながら、RuまたはRhは、Ta／TaNのような2層とは異なり、
一つのバリア層のみの使用しかできない。この観察結果は、これらの材料の密着性および
バリア特性に起因するものである。例えば、一つのRu層は、Ta／TaNバリア層と置換する
ことができる。また、現在の研究では、一つのRu層は、さらに、Cuシード層と置換され得
ることが示されており、バルクのCuフィルは、Ru成膜に続いて、直接実施される。この観
察は、CuとRu層の間の良好な密着性によるものである。
【０００６】
　従来、Ru層は、熱化学気相成膜（TCVD）処理法において、ルテニウムカルボニル前駆体
のような、ルテニウム含有前駆体の熱分解処理により形成される。ルテニウムカルボニル
前駆体（例えばRu3(CO)12）の熱分解により成膜される、Ru層の材料特性は、基板温度が
約400℃を下回ると、劣化する。その結果、低成膜温度におけるRu層の（電気）抵抗が上
昇し、表面性状が低下し（例えば小塊の形成）、熱成膜Ru層内に、副生成物がより多く導
入されてしまう。両方の影響は、基板温度が約400℃未満でのルテニウムカルボニル前駆
体の熱分解における、一酸化炭素（CO）の脱着速度の低下により、説明することができる
。
【０００７】
　また、ルテニウムカルボニルまたはレニウムカルボニルのような、金属カルボニルの使
用は、それらの蒸気圧が低いため、成膜速度の低下、およびそれと関連する輸送の問題に
つながる。概して、本願発明者らは、現在の成膜システムが、そのような低速度の問題を
抱え、これがそのような金属膜の成膜の非実用性につながっていることを把握した。また
本願発明者らは、現在の成膜システムが、膜の均一性および粒子コンタミネーションの問
題を抱えていることを把握した。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明では、薄膜成膜システムにおける粒子コンタミネーションを抑制する方法および
システムが提供され、特に、従来技術の1または2以上の問題が解決される。
【０００９】
　さらに本発明では、金属カルボニル前駆体を使用して形成された、金属薄膜における粒
子コンタミネーションを抑制する方法およびシステムが提供される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の原理では、薄膜成膜システムには、1または2以上の粒子拡散器が備えられ、こ
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の拡散器は、キャリアガスおよび金属前駆体蒸気の流経路に沿って、成膜システム内に設
置される。
【００１１】
　ある実施例では、基板上に耐熱金属膜を形成する成膜システムであって、
　前記基板を支持し、該基板を加熱するように構成された基板ホルダ、前記基板の上部に
金属前駆体蒸気を導入するように構成された蒸気分配システム、および前記処理チャンバ
を排気するように構成された排気システムを有する処理チャンバと、
　金属前駆体を蒸発させ、金属前駆体蒸気を形成するように構成された、金属前駆体蒸発
システムと、
　前記金属前駆体蒸発システムに結合された第1の端部、および前記処理チャンバの前記
蒸気分配システムの入口に結合された第2の端部を有する蒸気供給システムと、
　前記金属前駆体蒸発システム、前記蒸気供給システム、およびその両方のうちの少なく
とも一つに結合され、キャリアガスを供給するように構成されたキャリアガス供給システ
ムであって、前記蒸気分配システムの前記入口に、前記蒸気供給システムを介して、前記
キャリアガス中に前記金属前駆体蒸気を搬送するキャリアガス供給システムと、
　前記キャリアガスおよび前記金属前駆体蒸気の流経路に沿って、当該成膜システムの内
部に配置された、1または2以上の粒子拡散器と、
　を有する成膜システムが開示される。
【００１２】
　別の実施例では、薄膜成膜システムに結合されるように構成された膜前駆体蒸発システ
ムであって、
　前記薄膜成膜システムと密閉結合されるように構成された出口、およびキャリアガス供
給システムと密閉結合されるように構成された入口を有する容器と、
　前記容器内に受容されるように構成された、1または2以上のトレイを有するトレイスタ
ックであって、前記1または2以上のトレイの各々内の金属前駆体材料を支持し、蒸発させ
、金属前駆体蒸気が形成されるように構成されたトレイスタックと、
　前記キャリアガス供給システムからのキャリアガスの流経路内、および前記容器の前記
入口と前記出口の間の金属前駆体蒸気の流経路内に配置された、1または2以上の粒子拡散
器と、
　を有する膜前駆体蒸発システムが開示される。
【００１３】
　さらに別の実施例では、基板上に金属層を成膜する方法であって、
　当該方法は、
　成膜システムの処理チャンバ内に、基板を提供するステップと、
　金属カルボニル前駆体蒸気およびCOガスを含む処理ガスを形成するステップと、
　前記処理ガスを、前記処理チャンバに導入するステップと、
　前記基板の粒子コンタミネーションを抑制するため、前記成膜システムの内部に、1ま
たは2以上の粒子拡散器を配置するステップと、
　前記希釈された処理ガスに前記基板を暴露して、気相成膜処理プロセスにより、前記基
板上に金属層を成膜するステップと、
　を有する方法が開示される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下の記載では、本発明の理解を容易にするため、非限定的な一例として、成膜システ
ムの特定の形状、および各種部材の記載等の、特定の詳細について説明する。しかしなが
ら、本発明は、これらの特定の詳細とは異なる、他の実施例においても実施し得ることを
理解する必要がある。
【００１５】
　図面を参照すると、いくつかの図を通して、同一のまたは対応する部品には、同様の参
照符号が付されている。図1には、第1の実施例による、金属カルボニル前駆体から、基板
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上に金属層を成膜する成膜システム1を示す。成膜システム1は、処理チャンバ10を有し、
このチャンバは、上部に金属層が形成される基板25を支持するように構成された基板ホル
ダ20を有する。処理チャンバ10は、蒸気前駆体供給システム40を介して、金属前駆体蒸発
システム50に結合される。
【００１６】
　さらに処理チャンバ10は、ダクト36を介して、真空排気システム38に結合され、排気シ
ステム38は、処理チャンバ10、蒸気前駆体供給システム40、および金属前駆体蒸発システ
ム50を、基板25への金属層形成に適した圧力であって、金属前駆体蒸発システム50内の金
属カルボニル前駆体52の蒸発に適した圧力まで、減圧するように構成される。
【００１７】
　再度図1を参照すると、金属前駆体蒸発システム50は、金属カルボニル前駆体52を保管
し、該金属カルボニル前駆体52の蒸発に十分な温度であって、蒸気前駆体供給システム40
に、金属カルボニル前駆体蒸気が導入されるような温度にまで、金属カルボニル前駆体52
を加熱するように構成される。金属カルボニル前駆体52は、金属前駆体蒸発システム50内
で、選択された加熱条件の下では、固体であっても良い。あるいは、金属カルボニル前駆
体52は、液体であっても良い。以下、固体金属カルボニル前駆体52について説明する：し
かしながら、本発明の範囲から逸脱しないで、選定された加熱条件下では、液体である金
属カルボニル前駆体を使用しても良いことは、当業者には明らかであろう。例えば、金属
カルボニル前駆体は、Mx(CO)yの一般式を有しても良く、タングステンカルボニル、モリ
ブデンカルボニル、コバルトカルボニル、ロジウムカルボニル、レニウムカルボニル、ク
ロムカルボニル、オスミウムカルボニル、またはこれらの組み合わせを有しても良い。こ
れらの金属カルボニルには、これに限られるものではないが、W(CO)6、Ni(CO)4、Mo(CO)6
、Co2(CO)8、Rh4(CO)12、Re2(CO)10、Cr(CO)6、Ru3(CO)12、Os3(CO)12またはこれらの2も
しくは3以上の組み合わせを含んでも良い。
【００１８】
　金属カルボニル前駆体52を蒸発させる（または固体金属カルボニル前駆体52を昇華させ
る）所望の温度を得るため、金属前駆体蒸発システム50は、蒸発温度を制御するように構
成された、蒸発温度制御システム54に結合される。例えば、金属カルボニル前駆体52の温
度は、通常、従来のシステムよりも約40℃乃至45℃高い温度まで加熱され、ルテニウムカ
ルボニルRu3(CO)12が昇華される。この温度では、Ru3(CO)12の蒸気圧は、例えば、約1か
ら約3mTorrの範囲である。金属カルボニル前駆体は、加熱されて蒸発（昇華）するため、
キャリアガスは、金属カルボニル前駆体52を通過し、または金属カルボニル前駆体52を流
通し、または両方が生じる。キャリアガスは、例えば、He、Ne、Ar、Kr、Xeのような希ガ
ス、またはこれらの2もしくは3以上の混合物を含んでも良い。あるいは、他の実施例では
、キャリアガスが省略されても良い。
【００１９】
　本発明の実施例では、キャリアガスにCOガスが追加されても良い。あるいは、他の実施
例では、COガスはキャリアガスに置換されても良い。例えば、金属前駆体蒸発システム50
には、ガス供給システム60が結合され、例えば、これは、金属カルボニル前駆体52の下側
に、供給ライン61を介して、または金属カルボニル前駆体52の上方に、供給ライン62を介
して、キャリアガス、COガス、またはこれらの混合ガスを供給するように構成される。こ
れに加えて、またはこれとは別に、ガス供給システム60は、金属前駆体蒸発システム50か
ら下流の、蒸気前駆体供給システム40に結合され、金属カルボニル前駆体52の蒸気が蒸気
前駆体供給システム40に入った際、または入った後に、金属カルボニル前駆体52の蒸気に
、供給ライン63を介してガスが供給される。図には示されていないが、ガス供給システム
60は、キャリアガス源、COガス源、1または2以上の制御バルブ、1または2以上のフィルタ
、およびマスフロー制御器を有することも可能である。例えばキャリアガスの流速は、約
0.1sccm（標準cm3／分）から約1000sccmの範囲であっても良い。あるいは、キャリアガス
の流速は、例えば、約10sccmから約500sccmの範囲にしても良い。さらに、キャリアガス
の流速は、約50sccmから約200sccmの範囲であっても良い。本発明の実施例では、COガス
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の流速は、約1sccmから約100sccmの間であっても良い。
【００２０】
　膜前駆体蒸発システム50から下流側では、金属前駆体蒸気は、蒸気供給システム40を介
して、キャリアガスとともに流通し、このガスは、処理チャンバ10に結合された、蒸気分
配システム30に入る。蒸気供給システム40は、蒸気ライン温度の制御のため、蒸気ライン
温度制御システム42に結合され、これにより、膜前駆体蒸気の分解が抑制されるとともに
、膜前駆体蒸気の凝固が抑制される。例えば、蒸気ライン温度は、蒸発温度とほぼ等しい
値、またはこれより大きな値に設定される。また、例えば、蒸気供給システム40は、約50
リットル／秒を超える大きなコンダクタンスを有しても良い。
【００２１】
　再度図1を参照すると、処理チャンバ10に結合された蒸気分配システム30は、プレナム3
2を有し、蒸気は、蒸気分散板34を通り、基板25の上部の処理領域33に入る前に、このプ
レナム内で分散される。また、蒸気分散板34は、分散板温度制御システム35に結合されて
も良く、この分散板温度制御システム35は、蒸気分散板34の温度を制御するように構成さ
れる。例えば、蒸気分散板の温度は、蒸気ライン温度とほぼ等しい値に設定されても良い
。ただし、この値は、これより低くても高くても良い。
【００２２】
　本発明の実施例では、処理チャンバ10に、希釈ガス源37が結合され、この希釈ガス源37
は、金属カルボニル前駆体蒸気およびCOガスを含む処理ガスに、希釈ガスを添加して、処
理ガスを希釈するように構成される。図1を参照すると、希釈ガス源37は、供給ライン37a
を介して、蒸気分配システム30に結合され、処理ガスが蒸気分配板34を通過し、処理領域
33に入る前に、蒸気分配プレナム32内で、希釈ガスを処理ガスに添加するように構成され
る。あるいは、希釈ガス源37は、供給ライン37bを介して、処理チャンバ10に結合され、
処理ガスが蒸気分配板34を通過した後、基板25の上部の処理領域33において、処理ガスに
、希釈ガスを添加するように構成される。さらに別の方法では、希釈ガス源37は、供給ラ
イン37cを介して、蒸気分配システム30に結合され、分配板34内で、処理ガスに希釈ガス
を添加するように構成される。当業者には明らかなように、希釈ガスは、蒸気分配システ
ム30および処理チャンバ10の他の位置で、処理ガスに添加されても良い。
【００２３】
　さらに別の実施例では、希釈ガスは、供給ライン37a、37b、37cの一つを介して、ある
いは、他の供給ライン（図示されていない）から、希釈ガス源37から処理ガスに導入され
、基板25の上部のある領域における希釈ガスの濃度が、基板25の上部の別の領域の希釈ガ
スの濃度とは異なるように調整される。例えば、基板25の中央領域への希釈ガスの流れは
、基板25の周囲領域に向かう希釈ガスの流れとは異なっている。
【００２４】
　一度、膜前駆体蒸気が処理領域33に入ると、膜前駆体蒸気は、基板表面に吸着した際に
、基板25の高温により、熱分解し、基板25上に薄膜が形成される。基板ホルダ20は、基板
温度制御システム22に結合され、基板25の温度が昇温されるように構成される。例えば、
基板温度制御システム22は、約500℃まで、基板25の温度を昇温するように構成される。
ある実施例では、基板温度は、約100℃から約500℃までの範囲にされても良い。別の実施
例では、基板温度は、約300℃から約400℃の範囲にされても良い。また、処理チャンバ10
は、チャンバ壁の温度を制御するように構成された、チャンバ温度制御システム12に結合
されても良い。
【００２５】
　前述のように、例えば、従来のシステムは、金属蒸気前駆体の分解および金属蒸気前駆
体の凝固を抑制するため、膜前駆体蒸発システム50と蒸気前駆体供給システム40とを、ル
テニウムカルボニルのため、約40℃乃至45℃の温度範囲で作動するように構成される。例
えば、ルテニウムカルボニル前駆体は、高温で分解し、以下のように、副生成物を生成す
る。
【００２６】
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【数１】

ここで、これらの副生成物は、成膜システム1の内表面に、吸着（ad）し、すなわち凝集
する。これらの表面上の材料の堆積により、処理の繰り返し性等に関し、一つの基板から
次の基板に問題が生じる。あるいは、例えば、ルテニウムカルボニル前駆体は、温度低下
により凝集し、以下の再結晶化が生じる：
【数２】

　要約すると、いくつかの金属カルボニル前駆体（例えばRu3(CO)12）の低蒸気圧、およ
び処理窓の狭さにより、金属層の基板25への成膜速度が著しく低下する。
【００２７】
　本願の参照として示されている、「金属カルボニル前駆体からの金属層の成膜速度を高
める方法」という題目の2004年11月23日に出願された、関連する係属中の米国特許出願第
10／996,145号、および「金属カルボニル前駆体からの金属層の成膜速度を高める方法お
よび成膜システム」という題目の2004年11月23日に出願された、関連する係属中の米国特
許出願第10／996,144号に関連して、COガスを金属カルボニル前駆体蒸気に追加すること
により、金属カルボニル前駆体の基板への供給が制限されるという、前述の問題を軽減す
ることができることが理解される。すなわち、ある実施例では、金属カルボニル前駆体蒸
気にCOガスが添加され、金属カルボニル前駆体蒸気の分離が抑制され、これにより、式（
1）の平衡が左にシフトし、金属カルボニル前駆体が処理チャンバ10に供給する前に、蒸
気前駆体供給システム40での金属カルボニル前駆体の事前の分解が抑制される。金属カル
ボニル前駆体蒸気へのCOガスの添加により、約40℃から約150℃またはそれ以上にまで、
蒸発温度が高まるものと考えられる。高温では、金属カルボニル前駆体の蒸気圧力が高ま
り、この結果、処理チャンバへの金属カルボニル前駆体の供給が増加し、さらには、基板
25上の金属の成膜速度が増大する。また、本願発明者等は、Arのような不活性ガスとCOガ
スの混合物を、金属カルボニル前駆体の上部に、または金属カルボニル前駆体を介して、
流すことにより、金属カルボニル前駆体の事前の分解が抑制されることを視覚的に確認し
た。
【００２８】
　別の実施例では、Ru3(CO)12前駆体蒸気へのCOガスの添加により、Ru3(CO)12前駆体蒸発
温度が約40℃から約150℃に維持される。あるいは、蒸発温度は、約60℃から約90℃に維
持される。
【００２９】
　金属カルボニル前駆体の熱分解、およびその後の基板25上での金属成膜は、CO除去およ
び基板25からのCO副生成物の脱着により、優先的に進行すると予想される。成膜の間のCO
副生成物の金属層への導入は、金属カルボニル前駆体の不完全な分解、金属層からのCO副
生成物の不完全な除去、および処理チャンバ10からのCO副生成物の金属層への再吸着によ
って生じる。
【００３０】
　成膜の間の金属層へのCOの導入は、金属層内における小塊の形態の表面粗さにつながり
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、小塊の成長は、CO副生成物の金属層への導入の増大によって、加速されると予想される
。小塊の数は、金属層の厚さの増加とともに増加することが予想される。また、CO副生成
物の金属層への導入は、金属層の抵抗を上昇させる。
【００３１】
　CO副生成物の金属層への導入は、（1）処理圧力の低下、および（2）基板温度の上昇に
より、抑制される。本願発明者らは、前述の問題は、処理チャンバ10内の希釈ガスを、金
属カルボニル前駆体蒸気およびCOガスを含む処理ガスに添加し、処理チャンバ内の副生成
物およびCOガスの分圧を制御し、抑制することにより、抑制されることを見出した。すな
わち、本発明のある実施例では、希釈ガス源37からの希釈ガスが処理ガスに添加され、金
属層上のCO副生成物の分圧、および処理チャンバ10内のCO分圧が制御され、抑制され、こ
れにより、平滑な金属層が形成される。希釈ガスは、例えば、He、Ne、Ar、Kr、Xe、また
はこれらの2以上の混合物の希ガスのような不活性ガスを含む。希釈ガスは、さらに、例
えば電気抵抗のような金属層の材料特性を改善するように、還元性ガスを含んでも良い。
還元性ガスは、例えば、H2、シリコン含有ガス（例えばSiH4、Si2H6、またはSiCl2H2）、
ボロン含有ガス（BH3、B2H6、またはB3H9）、または窒素含有ガス（例えばNH3）を含んで
も良い。本発明の実施例では、処理チャンバ圧力は、約0.1mTorrから約200mTorrの間であ
っても良い。あるいは、処理チャンバ圧力は、約1mTorrから約100mTorrの間であっても良
い。あるいは、処理チャンバ圧力は、約2mTorrから約50mTorrの間であっても良い。
【００３２】
　金属カルボニル前駆体蒸気へのCOガスの添加により、金属カルボニル前駆体蒸気の熱安
定性が向上し、処理ガス中のCOガスに対する金属カルボニル前駆体蒸気の相対濃度は、あ
る基板温度での、基板25上の金属カルボニル前駆体の分解速度の制御に利用することがで
きる。また、基板温度は、基板25上の金属の分解速度（および成膜速度）の制御に利用す
ることができる。COガス量および基板温度は、金属カルボニル前駆体の所望の蒸発温度が
得られるように、および基板25上で金属カルボニル前駆体の所望の分解速度が得られるよ
うに、容易に変化し得ることは、当業者には容易に理解される。
【００３３】
　また、処理ガス中のCOガスの量は、金属カルボニル前駆体からの基板25上での金属成膜
が速度論的な律速温度領域で生じるように選定することができる。例えば、処理ガス中の
COガスの量は、速度論的な律速温度領域で金属成膜処理が生じたことが観察されるまで増
加させても良い。速度論的な律速温度領域とは、化学蒸気成膜処理法における成膜速度が
、基板表面での化学反応の速度によって律速されるような成膜条件の範囲を意味し、通常
の場合、温度に対する成膜速度の強い依存性により特徴付けられる。速度論的な律速温度
領域とは異なり、物質移動律速領域は、通常、高い基板温度で観測され、化学反応の成膜
速度が基板表面への流束により律速される成膜条件の範囲を含む。物質移動律速領域は、
金属カルボニル前駆体の流速に対する、成膜速度の強い依然性により特徴付けられ、成膜
温度には依存しない。速度論的な律速領域での金属成膜では、通常、良好なステップ被覆
率が得られ、パターン化基板上に金属層の良好な共形性が得られる。一般に、共形性は、
パターン化基板上の特徴物の側壁の金属層の最も薄い部分を、側壁の金属層の最も厚い部
分で除すことにより定められる。一般に、ステップ被覆率は、底部被覆率（特徴物から離
れた位置の金属層厚さで除した、特徴物の底部の金属層の厚さ）で除した側壁の被覆率（
特徴物から離れた位置の金属層の厚さで除した、側壁の金属層厚さ）として定義される。
【００３４】
　前述のように、処理ガスへの希釈ガスの導入は、金属層上のCO副生成物の分圧、および
処理チャンバ10内のCO分圧の制御および抑制に利用され、これにより、所望の特性を有す
る薄い金属膜が調製される。しかしながら、本願発明者らは、CO副生成物の分圧、COの分
圧、またはその両方は、基板25にわたって変化し、すなわち、不均一な膜特性が得られる
ことを観測している。例えば、基板ホルダ20のエッジ温度は、基板25の温度よりも高くな
ることが予想される。基板ホルダ20のエッジ温度の上昇は、CO副生成物の形成の増加につ
ながり（前述のように）、これが基板25の周囲端部の方に拡散し、基板25の周囲端部に近
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接して形成された薄い金属膜に、CO被毒が生じる。従って、ある例では、前述のように、
基板25の周囲端部への希釈ガスの流れが、基板25の中央領域への希釈ガスの流れに対して
調節され、COおよびCO副生成物の相対的な希釈が調整される。
【００３５】
　しかしながら、成膜システムの各種表面での膜前駆体蒸気の分解、ならびに膜前駆体蒸
気の凝集および再結晶化を抑制し、または最小化するように注意を払っても、成膜システ
ム内で形成された薄膜の粒子コンタミネーションは、依然存在する。本願発明者らは、成
膜システム全体、特に膜前駆体蒸発システム50、蒸気供給システム40、および蒸気分配シ
ステム30内で、粒子が生じることを予想した。粒子は、膜前駆体蒸発システム50内の固体
前駆体の貯蔵から、直接搬送、輸送され、あるいは、これらは、蒸気供給システム40また
は蒸気分配システム30の内表面から発達する。従って、ある実施例では、膜前駆体蒸発シ
ステム50、蒸気供給システム40、蒸気分配システム30、もしくはこれらの2または3以上の
内部に、1または2以上の拡散器が配置される。粒子拡散器は、例えば、粒子クラスターの
分解を容易にし、前駆体の再蒸発を可能にする。
【００３６】
　例えば、図1を参照すると、粒子拡散器は、蒸気分配システム30の内部（ラベル47a参照
）、蒸気供給システム40の出口（ラベル47b参照）、または膜前駆体蒸発システム50の出
口（ラベル47c参照）に配置される。図1には、3つの配置しか示されていないが、粒子発
生部と基板25の間の可能性のある流経路に沿って延在する、成膜システム1中のいかなる
配置を検討しても良い。
【００３７】
　ある実施例では、粒子拡散器（47a、47b、47c）は、予め特定された寸法の粒子の通過
を最小化するのに十分な構造を有する。別の実施例では、粒子拡散器（47a、47b、47c）
は、拡散器を通過する粒子クラスターを小片に分解するのに十分な構造を有する。さらに
別の実施例では、粒子拡散器（47a、47b、47c）は、拡散器を通る前駆体蒸気の流れに対
する抵抗を最小化する（すなわち、粒子拡散器を通るフローコンダクタンスを最大化する
）ように設計されるとともに、粒子軌道と交差する追加表面領域が提供され、これにより
、粒子クラスターが分解し、粒子の小片が再蒸発する。例えば、粒子拡散器（47a、47b、
47c）は、スクリーンまたはメッシュを有しても良い。また、例えば、粒子拡散器（47a、
47b、47c）は、ハニカム構造を有しても良い。ハニカム構造とすることにより、全流通領
域を最大化する拡散器の設計が可能となる上、各ハニカムセルの直径および長さを、濡れ
表面積が最大となるように選択することが可能になる。また、例えば、粒子拡散器（47a
、47b、47c）は、1または2以上の開口を有しても良く、この場合、キャリアガスおよび金
属前駆体蒸気の流通が可能となり、1または2以上の開口は、実質的にキャリアガスおよび
金属前駆体蒸気の流通路に整列される。あるいは、粒子拡散器（47a、47b、47c）は、1ま
たは2以上の開口を有し、これによりキャリアガスおよび金属前駆体蒸気の流通が可能に
なっても良く、1または2以上の開口は、キャリアガスおよび金属前駆体蒸気の流通路に対
して傾斜され、あるいは湾曲される。
【００３８】
　また、本願発明者らは、成膜システム内での移送の際に、ガス温度の突発的な変化によ
り、凝集および再結晶化を通じて、さらにはその後の粒子の集塊化により、粒子形成が生
じ、これにより粒子が発生することを予測した。例えば、図3を参照すると、一例として
、蒸気分配システムの分解図が示されている。蒸気分配システム230は、蒸気供給システ
ム240から、開口235を介して、プレナム232において、膜前駆体蒸気を含む処理ガス220を
受容するように構成され、薄膜または金属膜が形成される基板近傍の処理空間233内に、
処理ガス220が分配される。蒸気分配システム240は、ハウジング236と、ハウジング236に
結合され、プレナム232を形成する蒸気分散板231とを有する。蒸気分散板231は、複数の
開口234を有し、これらの開口を介して、処理ガスは、プレナム232から処理空間233に流
通する。
【００３９】
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　成膜システムを通る処理ガスの所与の流速において、プレナム232内ではプレナム圧力
（P1）が形成され、処理空間233では、処理圧力（P2）が形成される。圧力の差異ΔP（Δ
P=P1－P2）は、流速（または処理量）（Q）、および蒸気分散板231の複数の開口234を通
る正味のフローコンダクタンス（C）に相関し、すなわち、ΔP＝Q／Cである。従って、複
数の開口を通る正味のフローコンダクタンスが増加すると、流速（Q）が一定であっても
、圧力差は減少する。
【００４０】
　バックグラウンド圧力（例えば、プレナムと処理空間の間の平均圧力）が十分に高い場
合（すなわち、原子／分子衝突の平均自由工程が、流れの物理的なスケール、例えば各開
口の直径、に比べて小さい場合）、プレナム232から処理空間233に向かう処理ガスの膨脹
は、連続領域を通り、可能な場合、遷移領域に向かうある連続流体挙動を示し、すなわち
、圧力差によるガスの膨脹とともに、熱エネルギーの速度エネルギーへの移動のため（巨
視的レベル）、ガス温度が低下する。例えば、連続流体（等温）が、開口を介して、プレ
ナム圧力（P1）のような全圧力（停滞圧力）から、処理圧力（P2）のような所与のバック
圧力まで膨脹する場合、圧力比（P1／P2）が[（γ+1）／2）]γ／（γ－1）以上になると
、流体の流れは、狭められる（体積流速は、バック圧力のさらなる減少の際に上昇が止ま
る）。ここでγは、ガスの比熱を示す（アルゴンの場合、γ＝1.667であり、P1／P2（臨
界値）は、～2.05である；COの場合、γ＝1.4で、P1／P2（臨界値）は、～1.89である）
。臨界条件を超えるバック圧力のさらなる減少（または圧力比の上昇）は、処理空間での
ガスの自由膨脹につながる。
【００４１】
　本願発明者らは、ガスの冷却が、基板の上部の処理空間233内での膜前駆体蒸気の凝集
および粒子の形成につながると予想している。ガス温度の低下は、圧力差（ΔP＝P1－P2
）、または圧力比（P1／P2）に相関する。従って、別の実施例では、粒子形成およびコン
タミネーションは、圧力差（ΔP＝P1－P2）または圧力比（P1／P2）が低下するように、
蒸気分散板231を設計すること、処理条件（例えば、Q、P1、P2など）を変化させること、
あるいはその両方により抑制される。
【００４２】
　例えば、蒸気分散板231は、複数の開口を有するように設計され、これらの開口では、
正味のフローコンダクタンスは、蒸気供給システムを通るフローコンダクタンスとほぼ等
しくなる。あるいは、例えば、蒸気分散板231は、複数の開口を有するように設計され、
これらの開口は、蒸気供給システムを通るフローコンダクタンスよりも大きな、正味のフ
ローコンダクタンスを有する。あるいは、例えば、蒸気分散板231は、複数の開口を有す
るように設計され、これらの開口は、約1から約1000の数の開口であり、好ましくは、約1
0から約100の開口数を有する。また、例えば、蒸気分散板231は、複数の開口を有するよ
うに設計され、各開口は、約1mmから約100mmの範囲の直径を有しても良く、好ましくは約
4mmから約10mmの範囲の直径を有する。また、例えば、蒸気分散板231は、複数の開口を有
するように設計され、各開口は、約1mmから約100mmの範囲の長さを有し、好ましくは約4m
mから約20mmの範囲の長さを有する。
【００４３】
　再度図1を参照すると、必要な場合、成膜システム1は、in-situ清浄化システム70を用
いて、周期的に清浄化され、この清浄化システムは、図1に示すように、例えば、蒸気供
給システム40に結合される。オペレータによって定められた周期毎に、in-situ清浄化シ
ステム70は、定められた成膜システム1の清浄化を実施し、成膜システム1の内表面に堆積
した残渣を除去する。in-situ清浄化システム70は、例えば、ラジカル発生器を有し、こ
の発生器は、そのような残渣と化学的に反応し、これを除去し得る化学的ラジカルを形成
する。必要な場合、例えば、in-situ清浄化システム70は、オゾンの分圧を発生するよう
に構成されたオゾン発生器を有する。例えば、ラジカル発生器は、上流プラズマ源を有し
、このプラズマ源は、酸素（O2）、フッ化窒素（NF3）、O3、XeF2、ClF3、またはC3F8（
またはより一般的にはCxFy）から、酸素またはフッ素のラジカルを形成するように構成さ
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れる。ラジカル発生器は、MKSインスツルメンツ社から入手できるアストロン（登録商標
）反応ガス発生器、ASTeX（登録商標）プロダクツ（018887マサチューセッツ州、Wilminf
ton、90　Industrial　Way）を含む。
【００４４】
　再度図1を参照すると、さらに成膜システム1は、制御システム80を有し、この制御シス
テムは、成膜システム1を作動し、動作を制御するように構成される。制御システム80は
、処理チャンバ10、基板ホルダ20、基板温度制御システム22、チャンバ温度制御システム
12、蒸気分配システム30、蒸気供給システム40、膜前駆体蒸発システム50、キャリアガス
供給システム60、希釈ガス源37、および任意のin-situ清浄化システム70に結合される。
【００４５】
　別の実施例として、図2には、ルテニウム（Ru）のような金属膜を基板上に成膜する成
膜システム100が示されている。成膜システム100は、基板ホルダ120を有する処理チャン
バを有し、この基板ホルダは、上部に金属層が形成される基板125を支持するように構成
される。処理チャンバ110は、前駆体供給システム105に結合され、このシステム105は、
金属カルボニル前駆体152を保管し蒸発させるように構成された金属前駆体蒸発システム1
50と、金属カルボニル前駆体152を処理チャンバ110に輸送するように構成された蒸気前駆
体供給システム140とを有する。
【００４６】
　処理チャンバ110は、上部チャンバ区画111と、下部チャンバ区画112と、排気チャンバ1
13とを有する。下部チャンバ区画112内には、開口114が形成され、ここで、底部区画112
が排気チャンバ113に結合される。
【００４７】
　再度図2を参照すると、基板ホルダ120は、被処理基板（またはウェハ）125を支持する
水平表面を提供する。基板ホルダ120は、円筒状支持部材122により支持されても良く、こ
の部材は、排気チャンバ113の下側部分から上方に延伸している。基板ホルダ120の端部に
は、基板125を基板ホルダ120上に位置決めする、任意のガイドリング124が提供される。
また、基板ホルダ120は、ヒータ126を有し、このヒータは、基板ホルダ温度制御システム
128に結合される。ヒータ126は、例えば、1または2以上の抵抗加熱素子を含んでも良い。
あるいは、ヒータ126は、例えば、タングステンハロゲンランプのような、放射加熱シス
テムを含んでも良い。基板ホルダ温度制御システム128は、1または2以上の加熱素子に電
力を供給する電源と、基板温度もしくは基板ホルダ温度もしくはその両方を測定する1ま
たは2以上の温度センサと、基板温度もしくは基板ホルダの温度のモニタリング、調節ま
たは制御のうちの少なくとも一つを実施するように構成された制御器と、を含んでも良い
。
【００４８】
　処理の間、加熱された基板125は、金属カルボニル前駆体蒸気を熱分解し、これにより
、基板125上への金属層の成膜が可能となる。ある実施例では、金属カルボニル前駆体152
は、例えばRu3(CO)12のような、ルテニウムカルボニル前駆体であっても良い。熱化学蒸
気成膜の当業者には明らかなように、本発明の範囲から逸脱しないで、他のルテニウムカ
ルボニル前駆体を使用することも可能である。基板ホルダ120は、所望のRu金属層、また
は他の金属層の基板125上への成膜に適した所定の温度にまで加熱される。また、チャン
バ温度制御システム121に結合されたヒータ（図示されていない）は、処理チャンバ110の
壁に埋設されても良く、この場合、チャンバ壁が所定の温度に加熱される。ヒータにより
、処理チャンバ110の壁の温度は、約40℃から約150℃に維持され、あるいは約40℃から約
150℃に維持される。圧力ゲージ（図示されていない）を用いて、処理チャンバ圧力が測
定される。本発明の実施例では、処理チャンバ圧力は、約0.1mTorrから約200mTorrの間で
あっても良い。あるいは、処理チャンバ圧力は、約1mTorrから約100mTorrの間であっても
良い。あるいは、処理チャンバ圧力は、約2mTorrから約50mTorrの間であっても良い。
【００４９】
　また図2に示すように、処理チャンバ110の上部チャンバ区画111には、蒸気分配システ



(14) JP 5566100 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

ム130が結合される。蒸気分配システム130は、蒸気分散板131を有し、この分散板は、蒸
気分配プレナム132から、1または2以上のオリフィス134を介して、基板125の上部の処理
領域133に前駆体蒸気を導入するように構成される。
【００５０】
　本発明の実施例では、希釈ガス源137が処理チャンバ110に結合され、供給ライン137a、
137b、および／または137c、バルブ197、1もしくは2以上のフィルタ（図示されていない
）、ならびにマスフロー制御器（図示されていない）を用いて、金属カルボニル前駆体蒸
気およびCOガスを含む処理ガスに希釈ガスを添加して、このガスを希釈するように構成さ
れる。図1に示したように、希釈ガス源137は、処理チャンバ110の蒸気分配システムに接
続され、処理ガスが蒸気分散板131を介して、基板125の上部の処理領域133に流入する前
に、蒸気分配プレナム132において、供給ライン137aを介して、処理ガスに希釈ガスを添
加するように構成される。あるいは、希釈ガス源137は、蒸気分散板131内で、供給ライン
137cを介して、処理ガスに希釈ガスを添加するように構成される。あるいは、希釈ガス源
137は、処理チャンバ110に結合され、処理ガスが蒸気分散板131を通過した後に、供給ラ
イン137bを介して、処理領域133内の処理ガスに、希釈ガスを添加するように構成される
。本発明の範囲から逸脱しないで、処理チャンバ110内の他の位置で、希釈ガスが処理ガ
スに添加されても良いことは、当業者には明らかである。
【００５１】
　さらに別の実施例では、希釈ガスは、希釈ガス源137から、一つの供給ライン137a、137
b、137c、または他の供給ライン（図示されていない）を介して、処理ガスに導入され、
基板125の上部のある領域での希釈ガスの濃度は、基板125の上部の別の領域とは異なる希
釈ガス濃度に調整されても良い。例えば、基板125の中央の領域への希釈ガスの流れは、
基板125の周囲領域へ向かう希釈ガスの流れとは異なっていても良い。
【００５２】
　また、上部チャンバ区画111には、開口135が設けられ、金属カルボニル前駆体蒸気は、
蒸気前駆体供給システム140から、蒸気分配プレナム132に導入される。また、冷却または
加熱流体を供給するように構成された同心流体チャネルのような温度制御素子136が設け
られることにより、蒸気分配システム130の温度が制御され、これにより、蒸気分配シス
テム130内での金属カルボニル前駆体の分解または凝集が回避される。蒸気分散温度制御
システム138から、例えば、水のような流体が流体チャネルに供給される。蒸気分散温度
制御システム138は、流体源、熱交換器、流体温度もしくは蒸気分散板の温度もしくは両
方の温度を測定する、1または2以上の温度センサ、および蒸気分散板131の温度を約20℃
から約150℃に制御するように構成された制御器を有しても良い。
【００５３】
　図2に示すように、金属前駆体蒸発システム150は、金属カルボニル前駆体152を保持し
、金属カルボニル前駆体の温度を昇温することにより、金属カルボニル前駆体152を蒸発
（または昇華）させるように構成される。前駆体ヒータ154は、金属カルボニル前駆体152
を加熱して、金属カルボニル前駆体152を、該金属カルボニル前駆体152の所望の蒸気圧が
生じる温度に維持するために設けられる。前駆体ヒータ154は、蒸発温度制御システム156
に結合され、このシステムは、金属カルボニル前駆体152の温度を制御するように構成さ
れる。例えば、前駆体ヒータ154は、金属カルボニル前駆体152の温度を、約40℃から約15
0の範囲に調節するように構成され、あるいは約60℃から約90℃に調節するように構成さ
れる。
【００５４】
　金属カルボニル前駆体152が加熱されると、蒸発（または昇華）が生じ、キャリアガス
は、金属カルボニル前駆体152の上部を流通し、または金属カルボニル前駆体152を通過し
、あるいは、これらの組み合わせが生じる。キャリアガスは、例えば、希ガス（すなわち
、He、Ne、Ar、Kr、Xe）のような不活性ガスを含む。あるいは、他の実施例では、キャリ
アガスは省略されても良い。本発明のある実施例では、キャリアガスにCOガスが添加され
る。あるいは、他の実施例では、COガスはキャリアガスに置換されても良い。例えば、キ
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ャリアガス供給システム160は、金属前駆体蒸発システム150に結合され、これは、例えば
、キャリアガス、COガス、またはその両方が、金属カルボニル前駆体152の上部に、ある
いは金属カルボニル前駆体152を介して流れるように構成される。図2には示されていない
が、さらにあるいは別に、キャリアガス供給システム160は、蒸気前駆体供給システム140
に結合され、キャリアガスおよび／またはCOガスは、金属前駆体152の蒸気が蒸気前駆体
供給システム140に入るとき、または入った後に、金属前駆体152の蒸気に供給されても良
い。キャリアガス供給システム160は、キャリアガス、COガスまたはこれらの混合ガスを
含むガス源161、1または2以上の制御バルブ162、1または2以上のフィルタ164、ならびに
マスフロー制御器165を有する。例えば、キャリアガスまたはCOガスのマスフロー速度は
、約0.1sccmから約1000sccmの範囲である。
【００５５】
　また、金属前駆体蒸発システム150からの全ガス流を測定するため、センサ166が提供さ
れる。センサ166は、例えば、マスフロー制御器を有し、処理チャンバ110に供給される金
属カルボニル前駆体蒸気の量は、センサ166とマスフロー制御器165とを用いて定められる
。あるいは、センサ166は、光吸収センサを有し、処理チャンバ110へ向かうガス流内の金
属カルボニル前駆体の濃度が測定される。
【００５６】
　センサ166の下流には、バイパスライン167が配置され、このバイパスラインは、蒸気供
給システム140を排気ライン116に接続する。バイパスライン167は、蒸気前駆体供給シス
テム140の排気用に提供され、これにより、処理チャンバ110への金属カルボニル前駆体の
供給が安定化する。また、蒸気前駆体供給システム140の分岐から下流側に配置されたバ
イパスバルブ168が、バイパスライン167に設けられる。
【００５７】
　再度図2を参照すると、蒸気前駆体供給システム140は、それぞれ第1および第2のバルブ
141、142を有する高コンダクタンス蒸気ラインを有する。また、蒸気前駆体供給システム
140は、さらに、蒸気ライン温度制御システム143を有し、この蒸気ライン温度制御システ
ム143は、ヒータ（図示されていない）を介して、蒸気前駆体供給システム140を加熱する
ように構成される。蒸気ラインの温度は、蒸気ライン内での金属カルボニル前駆体蒸気の
凝固が回避されるように制御される。蒸気ラインの温度は、約20℃から約100℃に制御さ
れ、または約40℃から約90℃に制御されても良い。
【００５８】
　また、ガス供給システム190から、COガスが供給される。例えば、ガス供給システム190
は、蒸気前駆体供給システム140に結合され、例えば、蒸気前駆体供給システム内で、例
えばバルブ141の下流で、COガスを金属カルボニル前駆体蒸気と混合するように構成され
る。ガス供給システム190は、COガス源191、1または2以上の制御バルブ192、1または2以
上のフィルタ194、およびマスフロー制御器195を有する。例えば、COガスの質量流速は、
約0.1sccm（標準cm3／分）から約1000sccmの範囲である。
【００５９】
　マスフロー制御器165および195と、バルブ162、192、168、141および142とは、制御器1
96により制御され、この制御器は、キャリアガス、COガス、および金属カルボニル前駆体
蒸気の供給、遮断ならびに流れを制御する。また、制御器195にはセンサ166が接続され、
センサ166の出力に基づいて、制御器195は、マスフロー制御器165を通るキャリアガスの
流れを制御し、これにより処理チャンバ110への所望の金属カルボニル前駆体の流れが提
供される。
【００６０】
　別の実施例では、膜前駆体蒸発システム150、蒸気供給システム140、蒸気分配システム
130、またはこれらの2もしくは3以上の内部には、1または2以上の粒子拡散器が配置され
る。例えば、図2を参照すると、粒子拡散器は、蒸気分配システム130の内部（ラベル147a
参照）、蒸気供給システム140の出口（ラベル147b参照）、または膜前駆体蒸発システム1
50の出口（ラベル147c参照）に配置される。図2では、3つの配置しか示されていないが、
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これは、粒子発生部と基板125の間の粒子流経路に沿って延在する成膜システム101の、い
かなる位置に配置されても良い。
【００６１】
　ある実施例では、粒子拡散器（147a、147b、147c）は、予め特定された寸法の粒子の通
過を最小化するのに十分な構造を有する。別の実施例では、粒子拡散器（147a、147b、14
7c）は、拡散器を通過する粒子クラスターを小片に分解するのに十分な構造を有する。さ
らに別の実施例では、粒子拡散器（147a、147b、147c）は、拡散器を通る前駆体蒸気の流
れに対する抵抗を最小化する（すなわち、粒子拡散器を通るフローコンダクタンスを最大
化する）ように設計されるとともに、粒子軌道と交差する追加表面領域が提供され、これ
により、粒子クラスターが分解し、粒子の小片が再蒸発する。例えば、粒子拡散器（147a
、147b、147c）は、スクリーンまたはメッシュを有しても良い。また、例えば、粒子拡散
器（147a、147b、147c）は、ハニカム構造を有しても良い。ハニカム構造とすることによ
り、全流通領域を最大化する拡散器の設計が可能となる上、各ハニカムセルの直径および
長さを、濡れ表面積が最大となるように選択することが可能になる。
【００６２】
　また、前述のように、および図2に示したように、任意のin-situ清浄化システム170が
、清浄化バルブ172を介して、成膜システム100の前駆体供給システム105に結合される。
例えば、in-situ清浄化システム170は、蒸気供給システム140と結合されても良い。in-si
tu清浄化システム170は、例えば、ラジカル発生器を有しても良く、この発生器は、その
ような残渣と化学的に反応し、これを除去し得る化学的ラジカルを形成する。必要な場合
、例えば、in-situ清浄化システム170は、オゾンの分圧を発生するように構成されたオゾ
ン発生器を有する。例えば、ラジカル発生器は、上流プラズマ源を有し、このプラズマ源
は、酸素（O2）、フッ化窒素（NF3）、ClF3、O3、XeF2、またはC3F8（またはより一般的
にはCxFy）から、酸素またはフッ素のラジカルを形成するように構成される。ラジカル発
生器は、MKSインスツルメンツ社から入手できるアストロン（登録商標）反応ガス発生器
、ASTeX（登録商標）プロダクツ（018887マサチューセッツ州、Wilminfton、90　Industr
ial　Way）を含む。
【００６３】
　図2に示すように、排気ライン116は、排気チャンバ113を排気システム118に接続する。
真空ポンプ119を用いて、所望の真空度まで処理チャンバ110が減圧され、処理の間、処理
チャンバ110から気体種が除去される。真空ポンプ119と直列に、自動圧力制御器（APC）1
15およびトラップ117が使用されても良い。真空ポンプ119は、最大5000リットル／秒（ま
たはそれ以上）の速度で排気することが可能なターボ分子ポンプ（TMP）を含んでも良い
。あるいは、真空ポンプ119は、乾燥粗引ポンプを含んでも良い。処理の間、処理ガスが
処理チャンバ110に導入され、APC115により、チャンバ圧力が調節されても良い。APC115
は、バタフライ式のバルブまたはゲートバルブを有しても良い。トラップ117は、処理チ
ャンバ110から、未反応金属カルボニル前駆体材料および副生成物を収集しても良い。
【００６４】
　再度、図2に示す処理チャンバ110内の基板ホルダ120参照すると、基板125を保持し、上
昇、下降させるため、3本の基板リフトピン127（2本しか図示されていない）が設けられ
ている。基板リフトピン127は、板123に結合されており、基板ホルダ120の上部表面の下
側まで下降することができる。例えば空気シリンダを用いた駆動機構129によって、板123
の上昇および下降手段が提供される。基板125は、ゲートバルブ200と、ロボット移動シス
テム（図示されていない）を介したチャンバフィードスルー通路202とを介して、処理チ
ャンバ110の内外に移動することができ、基板リフトピン127により受容される。一度、輸
送システムから基板125が受容されると、基板は、基板リフトピン127を低下させることに
より、基板ホルダ120の上部表面にまで下降される。
【００６５】
　再度図2を参照すると、制御器180は、マイクロプロセッサ、メモリ、およびデジタルI/
Oポートを有し、通信に必要な制御電圧が発生し、処理システム100の入力および処理シス
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テム100からのモニタ出力が活性化される。また、処理システム制御器180は、以下のもの
と結合され、情報交換される；処理チャンバ110；制御器196と、蒸気ライン温度制御シス
テム143と、金属前駆体蒸発システム150と、ガス供給システム190と、キャリアガス供給
システム160と、蒸発温度制御システム156とを有する前駆体供給システム105；蒸気分散
温度制御システム138；希釈ガス源137；真空排気システム118；ならびに基板ホルダ温度
制御システム128。真空排気システム118において、制御器180は、処理チャンバ110内の圧
力を制御する自動圧力制御器115と結合され、情報交換される。メモリに保管されている
プログラムを用いて、保管された処理レシピにより、成膜システム100の前述の部材が制
御される。処理システム制御器180のある例は、テキサス州ダラスのデル社から得られる
、DELL　PRECISION　WORKSTATION　610（登録商標）である。制御器180は、汎用コンピュ
ータ、デジタル信号プロセッサ等で実施されても良い。
【００６６】
　制御器180は、成膜システム100に対して、ローカルに配置され、または成膜システム10
0に対して、インターネットもしくはイントラネットを介して、遠隔配置されても良い。
従って、制御器180は、直接接続、インターネット、またはイントラネットの少なくとも
一つを用いて、成膜システム100とデータを交換することができる。制御器180は、顧客サ
イト（すなわち装置メーカ等）で、イントラネットに結合されても良く、あるいはベンダ
ーサイト（すなわち装置製造社）で、結合されても良い。また、別のコンピュータ（すな
わち制御器、サーバ等）により、制御器180がアクセスされ、直接接続、イントラネット
、またはインターネットの少なくとも一つを介して、データが交換されても良い。
【００６７】
　図4を参照すると、この図には、本発明の一実施例による蒸気分配システム230が示され
ている。蒸気分配システム230は、プレナム232において、開口235を通る蒸気供給システ
ム240からの処理ガス220を受容するように構成され、金属膜が形成される基板近傍の処理
空間233内に、処理ガス220を分配する。また、蒸気分配システムは、プレナム232におい
て、任意で、希釈ガス源（図示されていない）からの希釈ガス250を受容するように構成
され、これにより、処理ガス220および希釈ガス250が混合され、処理空間233において、
希釈ガス250を含む処理ガス220が分散される。また、プレナム232は、必要に応じて、任
意仕切り（図示されていない）を用いて仕切られ、プレナム232の選択された領域（例え
ば、周囲領域のみまたは中央領域のみ）のみが希釈ガス250を受容する。あるいは、希釈
ガス250は、任意で、直接処理空間233に導入され、処理ガス220は、プレナム232から処理
空間233に導入されても良い。
【００６８】
　蒸気分配システム230は、成膜システムに結合されたハウジング236と、このハウジング
236に結合するように構成された蒸気分散板231とを有し、これらが組み合わされて、プレ
ナム232が形成される。蒸気分散板231は、複数の開口234を有し、この開口は、プレナム2
32内の処理ガス220を、処理空間233に導入するように配置される。任意の希釈ガス250は
、例えば、Arのような不活性ガス、または前述の希釈ガスのいずれかを含む。また、蒸気
分配システム230は、例えば、蒸気分散板231の近傍（ラベル247a参照）、または開口235
の近傍（等別247b参照）に配置された、粒子拡散器を有する。
【００６９】
　図5を参照すると、この図には、本発明の別の実施例による蒸気分配システム330が示さ
れている。蒸気分配システム330は、プレナム332において、開口335を通る蒸気供給シス
テム340からの処理ガス320を受容するように構成され、処理ガス320は、金属膜が形成さ
れる基板の近傍の処理空間333内に分配される。また、蒸気分配システムは、任意で、中
間プレナム342において、希釈ガス源（図示されていない）からの希釈ガス350を受容する
ように構成され、これにより、中間プレナム342において、処理ガス320と希釈ガス350が
混合され、その後、処理ガス320を有する希釈ガス350が処理空間333内に分配される。ま
た、中間プレナム342は、任意で、追加仕切り（図示されていない）を用いて仕切られ、
中間プレナム342の選択領域のみ（例えば周囲領域のみ、または中央領域のみ）が希釈ガ
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ス350を受容するようになる。
【００７０】
　蒸気分配システム330は、成膜システムに結合するように構成されたハウジング336と、
ハウジング336と結合するように構成された中間板341と、ハウジング336と結合するよう
に構成された蒸気分散板331と、を有し、これらの組み合わせにより、図5に示すように、
プレナム332および中間プレナム342が形成される。蒸気分散板331は、複数の開口334を有
し、この開口は、中間プレナム332内の処理ガス320および任意の希釈ガス350が、処理空
間333に導入されるように配置される。また、中間蒸気分散板341は、複数の開口344を有
し、この開口は、プレナム332内の処理ガス320が、中間プレナム342に導入されるように
配置される。中間蒸気分散板341内の複数の開口344は、蒸気分散板331の複数の開口334と
整列するように配置されても良い。中間蒸気分散板341内の複数の開口344は、蒸気分散板
331内の複数の開口334と整列していなくても良い。任意の希釈ガス350は、例えば、Arの
ような不活性ガス、または前述のいずれかの希釈ガスを含む。また、蒸気分配システム33
0は、粒子拡散器を有し、これは、例えば中間蒸気分散板341の近傍（ラベル347a参照）、
または開口335の近傍（ラベル347b参照）に配置される。また、粒子拡散器（図示されて
いない）は、中間蒸気分散板341と蒸気分散板331の間の中間プレナム342の内部に配置さ
れても良い。
【００７１】
　図6を参照すると、この図には、本発明の別の実施例による蒸気分配システム430が示さ
れている。蒸気分配システム430は、プレナム432において、開口435を介して、蒸気供給
システム440からの処理ガス420を受容するように構成され、処理ガス420は、上部に金属
膜が形成される基板の近傍の処理空間433に分配される。また、蒸気分配システムは、希
釈ガス源（図示されていない）から、希釈ガス450を受容するように構成され、処理空間4
33内で希釈ガス450が分配される。
【００７２】
　蒸気分配システム430は、成膜システムに結合するように構成されたハウジング436と、
ハウジング436に結合されるように構成されたマルチガス蒸気分散板431とを有し、この組
み合わせにより、プレナム432が形成される。マルチガス蒸気分散板431は、第1組の開口4
34を有し、この組は、プレナム432内の処理ガス420を処理空間433に導入するように配置
される。また、マルチガス蒸気分散板431は、第2組の開口444を有し、この組は、マルチ
ガス蒸気分散板431に埋設された中間プレナム442に結合され、中間プレナム442からの希
釈ガス450を、処理空間433に導入するように構成される。希釈ガス450は、例えば、Arの
ような不活性ガス、または前述のいずれかの希釈ガスを含む。また、蒸気分配システム43
0は、粒子拡散器を有し、この粒子拡散器は、例えば、マルチガス蒸気分散板431の近傍（
ラベル447a参照）、または開口435の近傍（ラベル447b参照）に配置される。
【００７３】
　図7を参照すると、この図には、本発明の別の実施例による蒸気分配システム530が示さ
れている。蒸気分配システム530は、プレナム532内で、開口535を介して、蒸気供給シス
テム540からの処理ガス520を受容するように構成され、処理ガス520は、上部に金属膜が
形成される基板の近傍の処理空間533内に分配される。また、蒸気分配システムは、希釈
ガス源（図示されていない）から希釈ガス550を受容するように構成され、希釈ガス550は
、処理空間533において、実質的に基板の周囲領域の上部の領域のような、第1の領域の近
傍に分配される。また、蒸気分配システムは、希釈ガス源（図示されていない）から、第
2の希釈ガス570を受容するように構成され、処理空間533において、基板の中央領域の実
質的に上部の領域のような、第2の領域の近傍に、第2の希釈ガス570が分配される。
【００７４】
　蒸気分配システム530は、成膜システムに結合されるように構成されたハウジング536と
、ハウジング536と結合されるように構成されたマルチガス蒸気分散板531とを有し、この
組み合わせにより、プレナム532が形成される。マルチガス蒸気分散板531は、第1組の開
口534を有し、この組は、プレナム532内の処理ガス520を、処理空間533に導入するように
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配置される。また、マルチガス蒸気分散板531は、第2組の開口544を有し、この組は、マ
ルチガス蒸気分散板531に埋設された中間プレナム542に結合され、中間プレナム542から
の希釈ガス550を、処理空間533の第1の領域に導入するように構成される。また、マルチ
ガス蒸気分散板531は、第3組の開口564を有し、この組は、マルチガス蒸気分散板531内に
埋設された、第2の中間プレナム562に結合され、中間プレナム562からの第2の希釈ガス57
0を、処理空間533の第2の領域に導入するように構成される。希釈ガス550の流速および第
2の希釈ガス570の流速は、基板上に成膜された金属膜の均一性の変化に影響を及ぼすよう
に、相互に対して変化させても良い。希釈ガス550および第2の希釈ガス570は、例えば、A
rのような不活性ガス、または前述の希釈ガスのいずれかを含む。また、蒸気分配システ
ム530は、粒子拡散器を有し、この粒子拡散器は、例えば、マルチガス蒸気分散板531の近
傍（ラベル547a参照）、または開口535の近傍（ラベル547b参照）に配置される。
【００７５】
　図8を参照すると、この図には、本発明の別の実施例による蒸気分配システム630が示さ
れている。蒸気分配システム630は、プレナム632において、開口635を通る蒸気供給シス
テム640からの処理ガス620を受容するように構成され、上部に金属膜が形成される基板の
近傍の処理空間633内に、処理ガス620が分配される。また、蒸気分配システムは、希釈ガ
ス源（図示されていない）からの希釈ガス650を受容するように構成され、処理空間633内
の、基板の周囲領域の実質的に上部の領域のような周囲領域の近傍に、希釈ガス650が分
配される。
【００７６】
　蒸気分配システム630は、成膜システムと結合するように構成されたハウジング636と、
ハウジング636に結合するように構成された、マルチガス分散板631とを有し、この組み合
わせにより、プレナム632が形成される。マルチガス蒸気分散板631は、第1組の開口634を
有し、この組は、プレナム632内の処理ガス620を、処理空間633に導入するように配置さ
れる。また、マルチガス蒸気分散板631は、第2組の開口644を有し、この組は、マルチガ
ス蒸気分散板631に埋設された、中間プレナム642に結合され、中間プレナム642からの希
釈ガス650を、処理空間633の周囲領域に導入するように構成される。希釈ガス650は、例
えば、Arのような不活性ガス、または前述の希釈ガスのいずれかを含む。また、蒸気分配
システム630は、粒子拡散器を有し、この粒子拡散器は、例えば、マルチガス蒸気分散板6
31の近傍（ラベル647a参照）、または開口635の近傍（ラベル647b参照）に配置される。
【００７７】
　図9を参照すると、この図には、膜前駆体蒸発システム900の実施例による断面図が示さ
れている。膜前駆体蒸発システム900は、容器910を有し、この容器は、外壁912および底
部壁914を有する。また、膜前駆体蒸発システム900は、容器910に密閉結合されるように
構成された蓋部920を有し、蓋部920は、図1または2に示すような、薄膜成膜システムとに
密閉結合されるように構成された出口922を有する。容器910と蓋部920は、薄膜成膜シス
テムに結合された際に、密閉環境を形成する。
【００７８】
　また、容器910は、膜前駆体蒸発システム900の蒸発温度を高めるため、ヒータ（図示さ
れていない）と結合するように構成されるとともに、蒸発温度のモニタリング、調節また
は制御の少なくとも一つを実施するため、温度制御システム（図示されていない）と結合
するように構成される。前述のように、蒸発温度が適正な値まで上昇すると、膜前駆体が
蒸発（または昇華）して、膜前駆体蒸気が形成され、この蒸気は、蒸気供給システムを介
して、薄膜成膜システムの方に輸送される。また容器910は、キャリアガス供給システム
（図示されていない）と密閉結合され、容器910は、膜前駆体蒸気の搬送用のキャリアガ
スを受容するように構成される。
【００７９】
　再度図9を参照すると、膜前駆体蒸発システム900は、さらに、ベーストレイ930を有し
、このトレイは、容器910の底部914に載るように構成され、ベース外壁932を有し、この
壁は、ベーストレイ930上に膜前駆体950を保持するように構成される。ベース外壁932は
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、ベース支持端部を有し、このベース支持端部は、以下に示すように、上部トレイを支持
する。また、ベース外壁932は、1または2以上のベーストレイ開口934を有し、この開口は
、キャリアガス供給システム（図示されていない）から、膜前駆体950の上部を通り、容
器910の中央に向かってキャリアガスが流れるように構成され、キャリアガスは、中央フ
ローチャネル918のような蒸発排気空間に沿って、蓋部920の出口922を通り、前駆体蒸気
とともに排出される。そのため、ベーストレイ930内の膜前駆体のレベルは、ベーストレ
イ開口934の位置よりも低くする必要がある。
【００８０】
　再度図9を参照すると、膜前駆体蒸発システム900は、さらに、1または2以上の積層可能
な上部トレイ940を有し、この上部トレイは、膜前駆体950を支持するように構成され、ベ
ーストレイ900または別の積層可能な上部トレイ940の少なくとも一つの上に、配置もしく
は積層されるように構成される。各積層可能な上部トレイ940は、上部外壁942と、内壁94
4を有し、両者の間には、膜前駆体950が保持される。内壁944は、中央フローチャネル918
を定形する。さらに上部外壁942は、上部支持端部993を有し、ここに追加の上部トレイ94
0が支持される。従って、第1の上部トレイ940は、ベーストレイ930のベース支持端部933
に支持されるように配置され、必要な場合、1または2以上の追加上部トレイが、前の上部
トレイ940の上部支持端部943に支持されるように配置される。各上部トレイ940の上部外
壁942は、1または2以上の上部トレイ開口946を有し、この開口は、キャリアガス供給シス
テム（図示されていない）から、膜前駆体950にわたり、容器910の中央フローチャネル91
8に向かって、キャリアガスが流れるように構成され、キャリアガスは、膜前駆体蒸気と
ともに、蓋部920の出口922を介して排出される。そのため、内壁944は、上部外壁942より
も短くして、キャリアガスが実質的に半径方向に沿って、中央フローチャネル918まで流
れるようにする必要がある。また、各上部トレイ940の膜前駆体のレベルは、内壁942の高
さと同等かそれよりも低い必要があり、上部トレイ開口946よりも低くする必要がある。
【００８１】
　ベーストレイ930および積層可能な上部トレイ940は、円筒状に示されている。しかしな
がら、この形状は、変えても良い。例えば、トレイの形状は、長方形状、正方形状、また
は楕円状であっても良い。同様に、内壁944、およびさらには中央上部フローチャネル918
は、異なる形状であっても良い。
【００８２】
　1または2以上の積層可能な上部トレイ940がベーストレイ930上に積層されると、スタッ
ク970が形成され、このスタックにより、ベーストレイ930のベース外壁932と容器外壁912
の間、および1または2以上の積層可能な上部トレイ940の上部外壁942と容器外壁912の間
に、環状空間960のような周囲チャネルの形態の、キャリアガス供給空間が提供される。
容器910は、さらに、1または2以上のスペーサ（図示されていない）を有し、このスペー
サは、容器外壁912から、ベーストレイ930のベース外壁932、および1または2以上の積層
可能な上部トレイ940の上部外壁942を離間するように構成され、これにより、環状空間96
0内に等しい空間が確保される。別の方法で表現すると、ある実施例では、容器910は、ベ
ース外壁932および上部外壁942が縦方向に整列するように構成される。また、容器910は
、1または2以上の熱接触部材（図示されていない）を有し、この部材は、容器910の内壁
と各トレイの外壁の間に、機械的な接触を提供するように構成され、これにより、容器91
0の壁から、各それぞれのトレイへの熱エネルギーの伝達が助長される。
【００８３】
　各トレイと隣接するトレイの間には、一つのトレイと隣のトレイの間に真空密閉を提供
するため、Oリングのような密閉装置が配置されても良い。例えば、密閉装置は、上部外
壁942の上部支持端部943と、ベース外壁932のベース支持端部933とに形成された、受容溝
（図示されていない）に保持される。従って、容器910に一度トレイが導入されると、容
器910と蓋部920の結合により、各密閉装置の押し付けが容易となる。密閉装置は、例えば
、エラストマーOリングである。また、密閉装置は、例えば、バイトン（登録商標）Oリン
グであっても良い。
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【００８４】
　ベーストレイと積層可能な上部トレイの両方を含むトレイの数は、2から20の範囲であ
り、例えば、ある実施例では、図9に示すように、トレイの数は、5である。ある一実施例
では、スタック970は、ベーストレイ930と、このベーストレイ930により支持された少な
くとも一つの上部トレイ940とを有する。ベーストレイ930は、図9に示すものであっても
良く、または図9に示すように、上部トレイ940と同じ構成を有しても良い。換言すれば、
ベーストレイ930は、内壁を有しても良い。図9では、スタック970は、1または2以上の分
離式の積層可能な上部トレイ940を有するベーストレイ930を備えるように示されているが
、システムは、スタックを備える容器を有しても良く、これは、ベース外壁と上部外壁が
一体化されたような、1または2以上の上部トレイと一体化されたベーストレイを有する、
単一の一体品を有する。一体化には、トレイ同士の間に明確な境界がない一体成形構造の
ようなモノリシックな構造、および恒久的に接着された構造、もしくはトレイ同士の間に
恒久接合のある機械的に接合された構造が含まれることを理解する必要がある。分離式に
は、トレイ同士が接合されていないか、接着材を用いたまたは機械的な一時的接合が含ま
れることを理解する必要がある。
【００８５】
　積層可能または一体化のいずれにおいても、ベーストレイ930と各上部トレイ940は、膜
前駆体950を支持するように構成される。ある実施例では、膜前駆体950は、固体前駆体を
含む。別の実施例では、膜前駆体950は、液体前駆体を含む。別の実施例では、膜前駆体9
50は、金属前駆体を含む。別の実施例では、膜前駆体950は、固体金属前駆体を含む。さ
らに別の実施例では、膜前駆体950は、金属カルボニル前駆体を含む。さらに別の実施例
では、膜前駆体950は、ルテニウムカルボニル前駆体、例えばRu3(CO)12を含んでも良い。
本発明のさらに別の実施例では、膜前駆体950は、レニウムカルボニル前駆体、例えばRe2
(CO)10を含んでも良い。さらに別の実施例では、膜前駆体350は、W(CO)6、Mo(CO)6、Co2(
CO)8、Rh4(CO)12、Cr(CO)6、またはOs3(CO)12を含んでも良い。また、さらに別の実施例
では、タンタル（Ta）の成膜の際、膜前駆体950は、TaF5、TaCl5、TaBr5、TaI5、Ta(CO)5
、Ta[N(C2H5CH3)]5（PEMAT）、Ta[N(CH3)2]5（PDMAT）、Ta[N(C2H5)2]5（PDEAT）、Ta(NC
(CH3)3)(N(C2H5)2)3（TBTDET）、Ta(NC2H5)(N(C2H5)2)3、Ta(NC(CH3)2C2H5)(N(CH3)2)3、
Ta(NC(CH3)3)(N(CH3)2)3、またはTa(EtCp)2(CO)Hを含んでも良い。また、さらに別の実施
例では、チタン（Ti）を成膜する際、膜前駆体950は、TiF4、TiCl4、TiBr4、TiI4、Ti[N(
C2H5CH3)]4（TEMAT）、Ti[N(CH3)2]4（TDMAT）、またはTi[N(C2H5)2]4（TDEAT）を含んで
も良い。また、さらに別の実施例では、ルテニウム（Ru）を成膜する際には、膜前駆体95
0は、Ru(C5H5)2、Ru(C2H5C5H4)2、Ru(C3H7C5H4)2、Ru(CH3C5H4)2、Ru3(CO)12、C5H4Ru(CO
)3、RuCl3、Ru(C11H19O2)3、Ru(C8H13O2)3、またはRu(C5H7O)3を含んでも良い。
【００８６】
　前述のように、膜前駆体950は、固体前駆体を含んでも良い。固体前駆体は、固体粉末
の形態であっても良く、あるいは1または2以上の固体タブレットの形態であっても良い。
例えば、1または2の固体タブレットは、多くの処理プロセスにより調製されても良く、こ
れには、焼結処理プロセス、スタンプ処理プロセス、浸漬処理プロセス、またはスピンオ
ン処理プロセス、またはこれらのいかなる組み合わせをも含まれる。また、固体タブレッ
ト形態の固体前駆体は、ベーストレイ330または上部トレイ340に接着されても、されなく
ても良い。例えば、真空および不活性ガスの両方の雰囲気に調整された焼結炉内で、最大
2000℃および2500℃の温度で、耐熱金属粉末を焼結させても良い。あるいは、例えば、流
体媒体中に耐熱金属粉末を分散させて、これをトレイ上に分配し、スピンコート処理プロ
セスを用いて、トレイ表面に均一に分散させても良い。その後、耐熱金属のスピンコート
は、熱硬化されても良い。
【００８７】
　前述のように、キャリアガスは、キャリアガス供給システム（図示されていない）から
容器910に供給される。図9に示すように、キャリアガスは、蓋部920に密閉結合されたガ
ス供給ライン（図示されていない）を通り、蓋部920を介して容器910に結合されても良い
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。ガス供給ラインは、ガスチャネル980を備え、これは、容器910の外壁912を介して下流
に延伸し、容器910の底部914を通り、環状空間960まで流通している。
【００８８】
　あるいは、キャリアガスは、蓋部920の開口（図示されていない）を介して、膜前駆体
蒸発システム900の容器910に結合されても良く、この場合、ガスは、環状空間960に直接
供給される。あるいは、キャリアガスは、外壁912内の開口（図示されていない）を介し
て、膜前駆体蒸発システム900の容器910に結合され、この場合、ガスは、環状空間960に
直接供給される。
【００８９】
　再度図9を参照すると、膜前駆体蒸発システム950は、1または2以上の粒子拡散器（947a
、947b、947c）を有する。例えば、粒子拡散器は、膜前駆体950の近傍（ラベル947a参照
）、各トレイ940の内壁944の近傍（ラベル947b参照）、または膜前駆体蒸発システム900
の出口922の近傍（ラベル947c参照）に配置されても良い。図9には、3つの配置しか示さ
れていないが、これは、粒子発生部と出口922の間の可能性のある流経路に沿って延在す
る、膜前駆体蒸発システム900内のいかなる位置に配置されても良い。
【００９０】
　ある実施例では、粒子拡散器（947a、947b、947c）は、予め特定された寸法の粒子の通
過を最小化するのに十分な構造を有する。別の実施例では、粒子拡散器（947a、947b、94
7c）は、拡散器を通過する粒子を小片に分解するのに十分な構造を有する。さらに別の実
施例では、粒子拡散器（947a、947b、947c）は、拡散器を通る前駆体蒸気の流れに対する
抵抗を最小化する（すなわち、粒子拡散器を通るフローコンダクタンスを最大化する）よ
うに設計されるとともに、粒子軌道と交差する追加表面領域が提供され、これにより、粒
子が分解し、粒子の小片が再蒸発する。例えば、粒子拡散器（947a、947b、947c）は、ス
クリーンまたはメッシュを有しても良い。また、例えば、粒子拡散器（947a、947b、947c
）は、ハニカム構造を有しても良い。ハニカム構造とすることにより、全流通領域を最大
化する拡散器の設計が可能となる上、各ハニカムセルの直径および長さを、濡れ表面積が
最大となるように選択することが可能になる。
【００９１】
　図10を参照すると、この図には、薄膜成膜システム用に提供される、粒子量低減の一例
が示されている。図では、膜前駆体としてルテニウムカルボニルを用いて、ルテニウム（
Ru）膜が成膜される。ある場合（図10の実線で示されている）には、粒子拡散器は、利用
されず、流れ条件は、蒸気分配プレナムと処理空間の間の圧力差を、約10mTorrから約50m
Torrまで変化させることにより、調節される。圧力差が減少すると、処理基板上に見られ
る粒子（0.16ミクロン以上）の数が減少する。別の場合（図10の破線で示されている）、
粒子拡散器が蒸気分配システムへの入口に配置される（例えば、図1の位置47b、図2の位
置147b）。圧力差が低下すると、処理基板上に見られる粒子数（0.16ミクロン以上）は、
減少する。しかしながら、粒子拡散器を使用した場合、データ（曲線）は、下側（すなわ
ち、低粒子カウント数側）にシフトする。
【００９２】
　例えば、圧力差（ΔP＝P1－P2）は、約50mTorr以下となるように選定される。あるいは
、例えば、圧力差（ΔP＝P1－P2）は、約30mTorr以下となるように選定される。あるいは
、例えば、圧力差（ΔP＝P1－P2）は、約20mTorr以下となるように選定される。あるいは
、例えば、圧力差（ΔP＝P1－P2）は、約10mTorr以下となるように選定される。あるいは
、例えば、圧力比（P1／P2）は、約2以下となるように選定される。
【００９３】
　図11には、本発明の実施例による、基板上に金属層を成膜する方法を示す。方法700は
、ステップ710において、成膜システムの処理チャンバの処理空間内に、基板を提供する
ステップを有する。例えば、成膜システムは、前述の図1および2に示したような成膜シス
テムを有する。基板は、例えば、Si基板であっても良い。Si基板は、n型またはp型であっ
ても良く、これは、形成される装置の種類に依存する。基板は、いかなる寸法であっても
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良く、例えば、200mm基板、300mm基板、またはより大きな基板であっても良い。本発明の
実施例では、基板は、1もしくは2以上のビア、溝またはこれらの組み合わせを有する、パ
ターン化された基板である。ステップ720では、金属カルボニル前駆体蒸気と、COガスと
を含む処理ガスが形成される。処理ガスは、さらにキャリアガスを含んでも良い。前述の
ように、ある実施例では、金属カルボニル前駆体は、例えばRu3(CO)12のような、ルテニ
ウムカルボニル前駆体である。金属カルボニル前駆体蒸気へのCOガスの添加により、金属
カルボニル前駆体の蒸発温度が上昇する。温度上昇により、金属カルボニル前駆体の蒸気
圧力が増加し、その結果、処理チャンバへの金属カルボニル前駆体の供給が増加し、さら
には基板上の金属の成膜速度が向上する。処理ガスは、蒸気分配プレナムに輸送され、処
理ガスは、基板と隣接する処理空間に分配され、導入される。
【００９４】
　本発明の実施例では、処理ガスは、金属カルボニル前駆体を加熱することにより形成さ
れ、金属カルボニル前駆体蒸気が形成され、この金属カルボニル前駆体蒸気は、COガスと
混合される。本発明の実施例では、COガスは、金属カルボニル前駆体の下流側で、金属カ
ルボニル前駆体蒸気と混合される。本発明の別の実施例では、金属カルボニル前駆体の上
部に、または金属カルボニル前駆体を介して、COガスを流すことにより、COガスが金属カ
ルボニル前駆体蒸気と混合される。本発明のさらに別の実施例では、処理ガスは、固体金
属カルボニル前駆体の上部に、または固体金属カルボニル前駆体を介して、キャリアガス
を流すことにより、追加形成される。
【００９５】
　ステップ730では、成膜システムを通る処理ガスの流経路に、粒子拡散器が設置される
。例えば、膜前駆体蒸発システム、蒸気供給システム、蒸気分配システム、またはこれら
の2以上の内部に、1もしくは2以上の粒子拡散器が配置される。
【００９６】
　ステップ740では、蒸気供給システム、蒸気分配システム、もしくはその両方の構成、
または流れ条件が、蒸気分配プレナムと処理空間の間の圧力差（または圧力比）を抑制す
るように調整され、これにより、基板上の粒子の形成が抑制される。
【００９７】
　ステップ750では、処理ガスに基板が暴露され、熱化学気相成膜処理により、基板上に
金属層が成膜される。本発明の実施例では、金属層は、約50℃から約500℃の間の基板温
度で成膜されても良い。あるいは、基板温度は、約300℃から約400℃の間であっても良い
。
【００９８】
　図11のフローチャートの各ステップまたは段階は、1もしくは2以上の分離ステップおよ
び／または操作を包含しても良いことは、当業者には明らかである。従って、5つのステ
ップ710、720、730、740、750のみが記載されていることから、本発明による方法が、単
に4つのステップまたは段階に限定されると解してはならない。また、各代表的なステッ
プまたは段階710、720、730、740、750は、単一の処理に限定されると解してはならない
。
【００９９】
　図12A乃至12Cには、本発明の実施例による、パターン化基板上の金属層の形成が概略的
に示されている。本発明の実施例が、1もしくは2以上のビア、溝またはこれらの組み合わ
せを有するパターン化基板に適用され得ることは、当業者には、容易に理解できる。図12
Aには、本発明の実施例による、パターン化基板800上の金属層840の成膜が示されている
。パターン化構造800は、第1の金属層810と、開口830を有するパターン化層820とを有す
る。パターン化層820は、例えば、誘電体材料であっても良い。開口830は、例えば、ビア
または溝であり、金属層840は、例えばRu金属を含んでも良い。
【０１００】
　図12Bには、本発明の実施例による、パターン化構造802への金属層860の成膜が概略的
に示されている。パターン化構造802は、第1の金属層810と、開口830を含むパターン化層
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リア層850上に成膜される。バリア層850は、例えば、タンタル含有材料（例えばTa、TaN
、TaCN、またはこれらの2以上の組み合わせ）、またはタングステン材料（例えば、W、WN
）を含んでも良い。パターン化層820は、例えば、誘電体材料であっても良い。開口830は
、例えば、ビアまたは溝であり、金属層860は、例えば、Ru金属を含む。図12Cには、図12
Bの開口830内のCu870の成膜が概略的に示されている。
【０１０１】
　以上、本発明のある一例の実施例についてのみ詳細に説明したが、一例の実施例におい
て、本発明の実質的に新たな教示および利点から逸脱しないで、多くの変更が可能である
ことは、当業者には容易に理解される。従って、全てのそのような変更は、本発明の範囲
に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明のある実施例による成膜システムを概略的に示した図である。
【図２】本発明の別の実施例による成膜システムを概略的に示した図である。
【図３】本発明の一実施例による蒸気分配システムを示した図である。
【図４】本発明の別の実施例による蒸気分配システムを示した図である。
【図５】本発明の別の実施例による蒸気分配システムを示した図である。
【図６】本発明の別の実施例による蒸気分配システムを示した図である。
【図７】本発明の別の実施例による蒸気分配システムを示した図である。
【図８】本発明の別の実施例による蒸気分配システムを示した図である。
【図９】本発明の別の実施例による膜前駆体蒸発システムを示した図である。
【図１０】蒸気分配システムにおける粒子コンタミネーションと圧力変化の間の関係を説
明する一例としてのデータを示した図である。
【図１１】本発明のある実施例による、基板上に金属層を成膜する方法を示した図である
。
【図１２Ａ】本発明のある実施例による、パターン化基板上への金属層の形成を概略的に
示した図である。
【図１２Ｂ】本発明のある実施例による、パターン化基板上への金属層の形成を概略的に
示した図である。
【図１２Ｃ】本発明のある実施例による、パターン化基板上への金属層の形成を概略的に
示した図である。
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