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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円板形状を呈したサセプタ（３０）を、このサセプタ（３０）の下側に備えられたベー
スプレート（６）で回転自在に保持し、第１の回転機構（１）に含まれる公転発生部（５
）により外周駆動させて前記サセプタ（３０）を回転させるとともに、リング形状を呈し
た基板トレイ（２０）を、前記サセプタ（３０）の回転軸（Ｃ１）回りに円周状に複数配
された基板トレイ保持部（３５）で回転自在に保持し、第２の回転機構（２）に含まれる
自転発生部（４）により前記基板トレイ（２０）を回転させることによって、基板トレイ
（２０）に保持された複数の基板（Ｗ）を自公転させつつ、基板（Ｗ）に所定の成膜処理
を施す基板回転機構を備えた成膜装置であって、
　前記サセプタ（３０）は、少なくとも１つの公転発生部（５）によって、この外周に形
成された公転力入力部（３１）に回転力を作用されて回転するとともに、
　前記基板トレイ（２０）は、自転発生部（４）によってこの外周に形成された自転力入
力部（２１）に回転力を作用されて回転し、前記複数の基板（Ｗ）を自公転させ、
　前記第１の回転機構（１）は、前記サセプタ（３０）とベースプレート（６）の各々に
設けられたベアリング溝（３２、６２）で支持されたベアリング（Ｂ１）を介して前記サ
セプタ（３０）を回転自在に保持し、
　前記第２の回転機構（２）は、前記基板トレイ（２０）と前記サセプタ（３０）の各々
に設けられたベアリング溝（２３、３３）で支持されたベアリング（Ｂ２）を介して前記
基板トレイ（２０）を回転自在に保持して構成されることを特徴とする基板回転機構を備
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えた成膜装置。
【請求項２】
　前記第１の回転機構（１）に含まれる、サセプタ（３０）側に設けられたベアリング溝
（３２）とベースプレート（６）側に設けられたベアリング溝（６２）は各々、水平方向
に形成された水平平面と垂直方向に形成された垂直平面とを有し、
　前記サセプタ（３０）側に設けられたベアリング溝（３２）は、前記ベアリング（Ｂ１
）を、このベアリング（Ｂ１）の上側の水平平面に位置する上支持部（３ａ）およびその
外側の垂直平面に位置する外支持部（３ｂ）の２点で支持し、前記ベースプレート（６）
側に設けられたベアリング溝（６２）は、ベアリング（Ｂ１）を、このベアリング（Ｂ１
）の下側の水平平面に位置する下支持部（６ａ）およびその内側の垂直平面に位置する内
支持部（６ｂ）を含む少なくとも２点で支持し、
　前記上支持部（３ａ）と前記下支持部（６ａ）は各々、前記ベアリング（Ｂ１）の最上
部と最下部に位置するとともに、前記外支持部（３ｂ）と前記内支持部（６ｂ）は各々、
前記ベアリング（Ｂ１）の水平方向の両端部に位置して構成されることを特徴とする請求
項１に記載の基板回転機構を備えた成膜装置。
【請求項３】
　前記基板トレイ（２０）に形成された基板保持部（２５）で、基板（Ｗ）に成膜処理を
施す面を下方に向けて保持することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の基板回転
機構を備えた成膜装置。
【請求項４】
　前記複数の基板（Ｗ）を含む所定部分を所望の温度分布に調節するための温調機構（Ｔ
Ｃ）を備え、
　前記温調機構（ＴＣ）は、少なくとも２つの温調装置（ＴＡ）を有し、かつ、前記サセ
プタ（３０）の上方および下方の両方、または、いずれか一方に配置して構成されること
を特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の基板回転機構を備えた成膜装
置。
【請求項５】
　前記基板トレイ（２０）、前記サセプタ（３０）、および、前記ベアリング（Ｂ１、Ｂ
２）は各々、グラファイトカーボンから構成されることを特徴とする請求項１から請求項
４のいずれか１項に記載の基板回転機構を備えた成膜装置。
【請求項６】
　前記サセプタ（３０）は、その中央部に所定形状の空洞部（Ｓ（符号、以下同じ））を
有し、このサセプタ（３０）の空洞部（Ｓ）に、カーボン（Ｃ）、石英（ＳｉＯ2）、モ
リブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ（元素記号、以下同じ））、炭化珪素（ＳｉＣ）、
シリコン（Ｓｉ）、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）から成る群の中から選ばれた１種から成る
蓋材（ＣＡ（符号、以下同じ））を装着して構成されることを特徴とする請求項１から請
求項５のいずれか１項に記載の基板回転機構を備えた成膜装置。
【請求項７】
　前記所定の成膜処理が、有機金属化学気相成長法（ＭＯＣＶＤ：Ｍｅｔａｌ Ｏｒｇａ
ｎｉｃ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａｐｏｕｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）による薄膜成長である
ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の基板回転機構を備えた成
膜装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、基板を回転させつつ、この基板に所定の成膜処理を施す基板回転機構を備えた
成膜装置に関し、特に、複数の基板を保持するサセプタを回転させる（基板を公転させる
）とともに、この基板を自転させながら成膜処理を行なう基板回転機構を備えた成膜装置
に関する。なお、以下では、基板を保持するサセプタの回転を基板の公転と称し、この基
板がサセプタ上で回転することを基板の自転と称する。
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【０００２】
《特徴》
本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置は、基板に所定の化学的または物理的成膜処
理を施す際、所定の処理空間内部に所望の温度分布を形成し、かつ、複数の基板を自公転
させることによって、所望の表面を均一、かつ効率的に形成させるものであり、特に、温
度分布の寄与が大きい有機金属化学気相成長（ＭＯＣＶＤ）法等による薄膜の形成におい
て多大な効果を発揮する。
【０００３】
【従来の技術】
近年、半導体デバイスの分野において、所望の表面を形成させる成膜処理技術に対する要
求がますます高まってきている。その中で特に、ＭＯＣＶＤ法は、光デバイスや高速デバ
イス等に有用な化合物半導体の薄膜を形成させる成膜処理技術として注目されている。こ
のＭＯＣＶＤ法に用いられる基板回転機構を備えた成膜装置では、反応性を有する原料ガ
スを基板表面に導入して所定の化学反応を生じさせて所望の薄膜を均一に形成させる技術
が重要である。
【０００４】
ＭＯＣＶＤ法によって所望の薄膜を形成させる際、反応性を有する原料ガスによって基板
表面で生起される表面反応は、極めて複雑な機構を有することが知られている。すなわち
、基板の温度、原料ガスの温度、流速、圧力、原料ガスに含まれる活性化学種の種類、反
応系における残留ガス成分等、多数のパラメータが、前記表面反応に寄与するため、ＭＯ
ＣＶＤ法でこれらのパラメータを制御して所望の薄膜を形成させることは極めて難しいと
される。
【０００５】
このような状況のもと、ＭＯＣＶＤ法を用いる成膜装置において、前記パラメータの一定
の条件下で、基板表面に所望の薄膜をより均一、かつ、より安定に形成させる手法が種々
提案されている。
【０００６】
膜厚および膜の組成を均一化して薄膜を形成させる手法として、一般に、平面上で基板を
回転させる方法が用いられている。
たとえば、ジャーナル・オブ・クリスタル・グロース（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆＣｒｙｓｔ
ａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ）誌、第１００巻、第５４５頁に記載されているように、ＩｎＰ基板
上に格子整合するＩｎＧａＡｓＰ薄膜を形成させる場合に、ＭＯＣＶＤ装置に含まれる反
応管内の圧力、およびキャリアガス流量を、多重量子井戸（ＭＱＷ）構造の界面急峻性の
みから決定し、キャリアガスフローの上流から下流にかけて生じる膜厚および組成の均一
化については平面上で基板を回転させる方法を用いて平均化が行なわれている。
【０００７】
前記基板を回転させる手法の中で、基板の回転による膜厚および膜組成の均一化の効果を
さらに高める方策として、基板を自転させるとともに、この基板を保持するサセプタを回
転させてこの基板を前記サセプタの回転軸回りに公転させる、いわゆる基板の「自公転機
構」を備えた手段が用いられるようになってきている。
【０００８】
このような基板の自公転機構は、図５に示すように、一般に、基板Ｗと、基板Ｗを保持す
る基板トレイ２００と、前記基板トレイを保持するサセプタ３００と、基板Ｗを自転させ
る基板の自転機構（図示省略）と、サセプタ３００を回転させる回転シャフトＳＣ（符号
、以下同じ）とを備えて構成されている。
【０００９】
たとえば、従来の一例の基板回転機構を備えた成膜装置として、特公平７－７８２７６号
特許公報には、気相エピタキシーチャンバに使用し得る回転サセプタを備える回転装置が
開示されている。この公報では、基準面に垂直の回転シャフトのまわりを前記基準面に対
して平行に回転する平坦なサセプタを備え、かつ浮遊状態に支持される前記サセプタを安



(4) JP 4537566 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

定させる安定化手段および前記サセプタを回転運動させる回転手段を備えて構成された前
記回転装置が開示されている。そして、前記両手段を１つまたは数個のガス流の作用で互
いに協働する前記サセプタ、前記回転シャフトおよび前記基準面に成す各構造体により構
成した気相エピタキシー反応器チャンバ用回転装置において、粘性力により浮動状態に支
持される前記サセプタの回転運動を得るために、前記基準面の構造体が補充ガス流を通す
孔口および丸い形態の条溝を備え、前記孔口を経て供給されるガス流が前記サセプタを回
転させる方向に湾曲している前記条溝内に流入するように構成された気相エピタキシー反
応器チャンバ用回転装置として適用されている。
【００１０】
一方、基板を回転させるための基板回転装置に関するものとして、特開平１０－１１６７
８９号公報では、キャビティを形成する壁部からなるチャンバ内で基板を回転させる基板
回転装置であって、前記キャビティ内に配置され、この基板を第１の軸を中心に回転させ
る第１の回転手段と、前記チャンバの外部に配置され、遊星歯車を前記第１の軸を中心に
回転させる第２の回転手段と、前記第１の回転手段と第２の回転手段とを、前記壁部を介
して磁気的に結合し、前記第１の回転手段および第２の回転手段を前記第１の軸を中心に
同調させて回転させる磁気結合手段と、前記チャンバの外部で前記遊星歯車に歯合する太
陽歯車と、前記第１の回転手段、第２の回転手段および前記基板の中心軸を中心とした第
１の回転を行なうとともに、前記遊星歯車と前記太陽歯車の歯合により前記第１の回転手
段、第２の回転手段および前記基板の前記第１の軸を中心とした第２の回転を同時に行な
う第１の駆動手段とを備えることを特徴とする基板回転装置が開示されている。
【００１１】
また、特開２０００－９１２３２号公報では、圧力制御可能な共通室と、この共通室内で
真空を保持したまま作動する搬送プレートと、この搬送プレートで搬送する一以上の基板
加熱部と、前記共通室と隔壁の開口部を介して設けた一以上の圧力制御可能なプロセス処
理室とを備え、前記基板加熱部が、加熱手段と、この加熱手段で加熱する基板を保持した
基板トレイとを有しており、前記基板加熱部が基板温度を維持しまま、前記搬送プレート
の作動により前記基板加熱部が前記隔壁の開口部に向けて当接し真空シールして、前記基
板加熱部と前記プロセス処理室とで独立して圧力制御可能な真空チャンバを形成するよう
にした基板加熱搬送プロセス処理装置が開示されている。
【００１２】
さらに、特開２０００－８７２３７号公報では、圧力制御可能な共通室と、この共通室の
真空を保持したまま回転および上下移動をするとともに共通室外部の電気配線および水道
配管と連結した円筒状の公転移動シャフトと、この公転移動シャフトの回転軸と同一軸で
固定した搬送プレートと、この搬送プレートの回転軸を中心とする位置に配設した一以上
の基板加熱部と、これらの基板加熱部に対応して前記共通室と隔壁の開口部を介して設け
た一以上の圧力制御可能なプロセス処理室とを備え、前記基板加熱部が、水冷のために配
設した水冷配管を有する加熱手段と、この加熱手段で加熱する基板を保持した基板トレイ
とを有している同軸型真空加熱装置が開示されている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来の基板回転機構には、以下のような問題点が内包されてい
た。
（１）基板を保持する基板トレイが備えられるサセプタの中心軸の位置に設けられた回転
シャフトを、回転駆動部によって回転させて、前記サセプタを回転させるようになってい
るため、回転シャフトに対してサセプタの取付精度を高くすることが要求される。そのた
め、基板の大型化に対処するのが困難となる。
【００１４】
（２）このような基板回転機構は、前記したような回転シャフトを有するため、構造が比
較的複雑となって、前記基板回転機構を有するＭＯＣＶＤ装置の定期的なメンテナンスを
行なう際に、サセプタを取り外す作業が比較的複雑となって、比較的長い時間を要する。
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【００１５】
（３）図５に示すように、回転シャフトは、通常、サセプタの中央部、および反応室のほ
ぼ中央部に備えられているため、温調機構をこの反応室の中心を通る軸線上に設けること
ができない。そのため、この反応室の中央部付近の温度を制御することが比較的難しい。
【００１６】
（４）ＭＯＣＶＤ装置の定期メンテナンスの際に、サセプタを取り外してクリーニングし
た後、再び元通りの位置に取り付ける作業が比較的複雑で、長時間を要するとともに、サ
セプタの精密な位置決め作業、特に水平出しの作業が比較的難しい。たとえば、この位置
決め作業の際に、サセプタの中心部近傍で小さなずれが生じると、このサセプタの外周で
は比較的大きなずれとなってしまう。
【００１７】
（５）基板を自転させる基板の自転機構が、この基板の裏面に向けてガスを吹付けてこの
基板を回転させる場合には、ガスを吹付ける際に、前記基板トレイおよびその周辺部等か
ら、反応生成物の一部が堆積して生じた堆積物等の異物が巻き上げられ易く、このように
して巻き上げられた堆積物等の異物が前記基板の裏面および表面に付着し易くなる。
【００１８】
（６）基板の裏面に向けてガスを吹付ける前記基板の自転機構では、この基板の成膜処理
を行なう面を上向きに載置して成膜処理を行なうが、この場合、成膜処理を行なう面には
上部から落下する異物が付着し易い。また、このようにガスを吹付けて行なう前記基板の
自転機構では、基板が正常に回転しているかどうかを明確に確認し難い。
【００１９】
（７）このような基板回転機構を備える成膜処理装置においては、前記サセプタが連続し
た１枚の円板形状の部材で構成されているため、成膜処理を行なう際の温度を制御するた
めの温調機構によって形成される前記サセプタ上の温度プロファイルを所望の温度プロフ
ァイルに形成することが難しい。
【００２０】
そこで、本発明の課題は、基板の自公転機構によってサセプタの回転軸の精密な調整が比
較的容易で、メンテナンス性に優れ、しかも、基板への異物の付着を防止するとともに、
サセプタ、および基板周辺部の温度を所望の温度プロファイルに形成することによって、
所望の膜質、および、所望の膜厚を有する成膜処理を行なうことが可能な基板回転機構を
備えた成膜装置を提供することにある。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は、前記した問題点に鑑み、有機金属化学気相成長法をはじめとする成膜処理
装置において、前記基板の自転と公転とを同時に行なわせるために、複数の基板を保持す
る円板形状のステージ（サセプタ）の回転（公転）を、駆動ギアを介して行なうことによ
って、サセプタの回転軸に一致して設けられる回転シャフトを排除し、前記基板を保持す
る基板トレイの外周部に歯車を形成し、この歯車とこの基板トレイとが保持される前記サ
セプタの外周部の上部に固定して配設された固定ギアとが噛合するように構成して、前記
サセプタが回転（公転）すると、この基板トレイ、ひいては基板も同時に自転する装置を
考案した。さらに、本発明者等は、このような基板の自公転機構を、所要の精度をより長
期間に渡って保持させるとともに、メンテナンスをより容易にし、なおかつ、成膜処理の
反応系で所望の温度プロファイルを得ることが可能な装置を創出し、本発明を完成するに
至った。
【００２２】
　すなわち、本発明の請求項１に係る基板回転機構を備えた成膜装置は、円板形状を呈し
たサセプタ（３０）を、このサセプタ（３０）の下側に備えられたベースプレート（６）
で回転自在に保持し、第１の回転機構（１）に含まれる公転発生部（５）により外周駆動
させて前記サセプタ（３０）を回転させるとともに、リング形状を呈した基板トレイ（２
０）を、前記サセプタ（３０）の回転軸（Ｃ１）回りに円周状に複数配された基板トレイ
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保持部（３５）で回転自在に保持し、第２の回転機構（２）に含まれる自転発生部（４）
により前記基板トレイ（２０）を回転させることによって、基板トレイ（２０）に保持さ
れた複数の基板（Ｗ）を自公転させつつ、基板（Ｗ）に所定の成膜処理を施す基板回転機
構を備えた成膜装置であって、前記サセプタ（３０）は、少なくとも１つの公転発生部（
５）によって、この外周に形成された公転力入力部（３１）に回転力を作用されて回転す
るとともに、前記基板トレイ（２０）は、自転発生部（４）によってこの外周に形成され
た自転力入力部（２１）に回転力を作用されて回転し、前記複数の基板（Ｗ）を自公転さ
せ、前記第１の回転機構（１）は、前記サセプタ（３０）とベースプレート（６）の各々
に設けられたベアリング溝（３２、６２）で支持されたベアリング（Ｂ１）を介して前記
サセプタ（３０）を回転自在に保持し、前記第２の回転機構（２）は、前記基板トレイ（
２０）と前記サセプタ（３０）の各々に設けられたベアリング溝（２３、３３）で支持さ
れたベアリング（Ｂ２）を介して前記基板トレイ（２０）を回転自在に保持して構成され
ることを特徴とする（図１参照）。
【００２３】
請求項１のように構成すれば、前記サセプタ（３０）が、少なくとも１つの前記公転発生
部（５）によって回転すると、前記サセプタ（３０）の回転軸（Ｃ１）回りに前記基板ト
レイ（２０）が公転するとともに、前記基板トレイ（２０）の外周に形成された自転力入
力部（２１）に回転力を作用させる自転力発生部（４）によって前記基板トレイ（２０）
が自転することにより、前記基板トレイ（２０）、ひいては前記基板トレイ（２０）に載
置された基板（Ｗ）が自公転するように構成することができる（図１参照）。
【００２５】
　また、前記基板トレイ（２０）を、前記サセプタ（３０）に対して回転自在に保持する
第１の回転機構（１）、および前記サセプタ（３０）を前記ベースプレート（６）に対し
て回転自在に保持する第２の回転機構（２）を比較的容易に実現することが可能となる（
図１参照）。
【００２６】
　請求項２に係る基板回転機構を備えた成膜装置は、請求項１において、前記第１の回転
機構（１）に含まれるサセプタ（３０）側に設けられたベアリング溝（３２）とベースプ
レート側に設けられたベアリング溝（６２）は各々、水平方向に形成された水平平面と垂
直方向に形成された垂直平面を有し、前記サセプタ（３０）側に設けられたベアリング溝
（３２）は、前記ベアリング（Ｂ１）を、このベアリング（Ｂ１）の上側の水平平面に位
置する上支持部（３ａ）およびその外側の垂直平面に位置する外支持部（３ｂ）の２点で
支持し、前記ベースプレート（６）側に設けられたベアリング溝（６２）は、ベアリング
（Ｂ１）を、このベアリング（Ｂ１）の下側の水平平面に位置する下支持部（６ａ）およ
びその内側の垂直平面に位置する内支持部（６ｂ）を含む少なくとも２点で支持し、前記
上支持部（３ａ）と前記下支持部（６ａ）は各々、前記ベアリング（Ｂ１）の最上部と最
下部に位置するとともに、前記外支持部（３ｂ）と前記内支持部（６ｂ）は各々、前記ベ
アリング（Ｂ１）の水平方向の両端部に位置して構成されることを特徴とする（図２、図
３参照）。
【００２７】
　請求項２のように構成すれば、前記ベアリング（Ｂ１）を有する第１の回転機構（１）
（図１、図２参照）は、基板（Ｗ）に所定の成膜処理を施す際に、処理空間の内部が加熱
されて前記サセプタ（３０）と前記ベースプレート（６）とが熱膨張した場合に、前記ベ
アリング溝（３２、６２）（図２、図３参照）で前記ベアリング（Ｂ１）を支持する上支
持部（３ａ）および下支持部（６ａ）と、内支持部（３ｂ）および外支持部（６ｂ）とは
各々、ベアリングの最上部と最下部の位置と、もしサセプタ（３０）が外側に膨張した場
合にもこのサセプタ（３０）が上下方向に動くことは全くなく、常にこのサセプタ（３０
）は水平に保持されるので、前記ベアリング（Ｂ１）は安定に支持されて、安定してサセ
プタ（３０）を回転させ、ひいては基板（Ｗ）を公転させることが可能となる（図２、図
３参照）。
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【００２８】
　請求項３に係る基板回転機構を備えた成膜装置は、請求項１又は請求項２において、前
記基板トレイ（２０）に形成された基板保持部（２５）で、基板（Ｗ）に成膜処理を施す
面を下方に向けて保持することを特徴とする（図２参照）。
【００２９】
　請求項３のように構成すれば、前記基板（Ｗ）に所定の成膜処理を施す面を下方に向け
たので、前記所定の成膜処理を施す面への異物の付着を極力抑えることができる（図２参
照）。
【００３０】
　請求項４に係る基板回転機構を備えた成膜装置は、請求項１から請求項３のいずれかに
おいて、前記複数の基板（Ｗ）を含む所定部分を所望の温度分布に調節するための温調機
構（ＴＣ）を備え、前記温調機構（ＴＣ）は、少なくとも２つの温調装置（ＴＡ）を有し
、かつ、前記サセプタ（３０）の上方および下方の両方、または、いずれか一方に配置し
て構成されることを特徴とする（図４参照）。
【００３１】
　請求項４のように構成すれば、前記温調機構（ＴＣ）が、少なくとも２つの温調装置（
ＴＡ）を有し、かつ、少なくとも前記サセプタ（３０）の上方に配置されているため、前
記サセプタ（３０）、および、前記基板（Ｗ）の周辺部の温度プロファイルを所望の温度
プロファイルに形成することが可能となる（図４参照）。
【００３２】
　請求項５に係る基板回転機構を備えた成膜装置は、請求項１から請求項４のいずれかに
おいて、前記基板トレイ（２０）、前記サセプタ（３０）、および、前記ベアリング（Ｂ
１、Ｂ２）が、グラファイトカーボンから構成されることを特徴とする（図２参照）。
【００３３】
　請求項５のように構成すれば、前記基板トレイ（２０）、前記サセプタ（３０）、およ
び、前記ベアリング（Ｂ１、Ｂ２）は、グラファイトカーボンで構成されているので、前
記基板トレイ（２０）、前記サセプタ（３０）、および、前記ベアリング（Ｂ１、Ｂ２）
は各々、熱伝導性、および、耐熱性を高めることができ、前記温調機構（ＴＣ）によって
前記サセプタ（３０）、および、前記基板（Ｗ）の周辺部に所望の温度プロファイルを形
成することが比較的容易となる（図２参照）。
【００３４】
　請求項６に係る基板回転機構を備えた成膜装置は、請求項１から請求項５のいずれかに
おいて、前記サセプタ（３０）はその中央部に所定形状の空洞部（Ｓ（符号、以下同じ）
）を有し、このサセプタ（３０）の空洞部（Ｓ）に、カーボン（Ｃ）、石英（ＳｉＯ2）
、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、炭化珪素（ＳｉＣ）、シリコン（Ｓｉ）、
ガリウム砒素（ＧａＡｓ）から成る群の中から選ばれた１種から成る蓋材（ＣＡ（符号、
以下同じ））を装着して構成されることを特徴とする（図１、図４参照）。
【００３５】
　請求項６のように構成すれば、前記サセプタ（３０）の中央部に形成された所定形状の
空洞部（Ｓ）に蓋材（ＣＡ）を装着して構成されるので、前記サセプタ（３０）の水平方
向の熱伝導性を制御することが比較的容易となる。その結果、原料ガスの分解反応を制御
して、反応室内の不要部分への薄膜堆積を防いだり、原料ガスの使用効率を高めて原料コ
ストを抑えたりするなど、薄膜成長に適切な温度プロファイルを形成し易くなる。なお、
前記所定形状の空洞部（Ｓ）の所定形状とは、後記するように所望とする温度プロファイ
ルに応じて、例えば、多角形状、円板形状、星型形状、または雲形形状であって、回転軸
（Ｃ１）を対称中心とする形状を意味する（図１、図４参照）。
【００３６】
しかも、前記サセプタ（３０）の空洞部（Ｓ）をＣ、ＳｉＯ2、Ｍｏ、Ｗ、ＳｉＣ、Ｓｉ
、ＧａＡｓから成る群の中から選ばれた１種から成る蓋材（ＣＡ）を装着して構成したの
で、薄膜（特に、半導体薄膜）の特性を阻害する物質が薄膜中に混入することを防ぐとと
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もに、薄膜成長に所要の温度での耐熱性に優れ、なおかつ、熱膨張率が適度に低く、さら
に、ＳｉＯ2、Ｍｏ、Ｗ、ＳｉＣ、Ｓｉ、ＧａＡｓにおいては洗浄性にも比較的優れるの
で、有機溶剤等を用いて洗浄を繰り返し行なうことができ、比較的長期間に渡って清浄に
維持することが可能となるため、ひいては使用寿命を一層長くすることができる（図１、
図４参照）。
【００３７】
　請求項７に係る基板回転機構を備えた成膜装置は、請求項１から請求項６のいずれか１
項において、前記所定の成膜処理が、有機金属化学気相成長法（ＭＯＣＶＤ：Ｍｅｔａｌ
 Ｏｒｇａｎｉｃ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａｐｏｕｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）による薄膜成
長であることを特徴とする（図４、図６参照）。
【００３８】
　請求項７のように構成すれば、以上のように構成した基板回転機構を備えた成膜装置を
ＭＯＣＶＤ法に適用したので、ＭＯＣＶＤ法によって形成させることが可能な化合物半導
体をはじめとする種々の薄膜を、所望の膜質、および、所望の膜厚で、より均一に形成さ
せるとともに、前記薄膜の生産性を向上させることが可能となる（図４、図６参照）。
【００３９】
【発明の実施の形態】
つぎに、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、本発明はこの実施の形態の
みに限定されるものではなく、本発明の技術的思想に基づく限りにおいて、適宜に変更す
ることが可能である。
《基板回転機構を備えた成膜装置Ｄの基本構成》
図４は、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置Ｄの基本構成を示す断面模式図であ
る。図４に示すように、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置Ｄは、基板Ｗに所定
の成膜処理を施す反応室Ｒを有し、この反応室Ｒの内部に、基板トレイ２０に保持された
基板Ｗを固定ギア（自転発生部）４によって自転させるとともに、この基板トレイ２０が
保持されるサセプタ３０を駆動ギア５（公転発生部）によって回転させて基板Ｗを公転さ
せる、基板の自公転機構Ａと、基板Ｗと、その他の必要な部分の温度を調節する複数の温
調装置ＴＡを含む温調機構ＴＣとを備える。また、ここでは、基板Ｗを搬送する機構、基
板Ｗに施す所定の成膜処理に用いる原料を導入する機構、および反応室Ｒの内部の圧力を
所定の圧力に制御する機構等は省略してある。
【００４０】
《基板Ｗの自公転機構Ａ》
図１は、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる基板の自公転機構Ａの
主要部を模式的に示す分解斜視図である。図１に示すように、本発明に係る基板の自公転
機構Ａは、基板（図示省略）を保持するリング形状の基板トレイ２０と、この基板トレイ
２０をベアリング（図示省略）を介して回転自在に保持する円板形状のサセプタ３０と、
サセプタ３０をベアリング（図示省略）を介して回転自在に保持するベースプレート６と
、基板トレイ２０の外周に設けられた歯と噛合する固定ギア４（回転力発生部）と、サセ
プタ３０の外周に設けられた歯と噛合する駆動ギア５（回転発生部）と、成膜処理を施す
べき面（表面）を下方に向けて基板トレイ２０の基板挿入孔２４を通して基板保持部２５
に載置された基板（図示省略）の裏面側（上側）の上方に備えられる均熱板ＴＰとを含ん
で構成される。
【００４１】
そして、基板（図示省略）の自公転機構Ａは、駆動ギア５によってベアリング（図示省略
）を介してサセプタ３０を、Ｃ１を回転軸として回転させる第１の回転機構１（図示しな
い基板の公転機構）と、基板トレイ２０を、基板トレイ２０の外周に形成された歯と固定
ギア４の歯とを噛合させるとともに、サセプタ３０の回転によってベアリング（図示省略
）を介して基板トレイ２０を回転させる第２の回転機構２（図示しない基板の自転機構）
とによって、図示しない基板を自公転させる。
【００４２】
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（第１の回転機構１）
図２は本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に含まれる第１の回転機構１（基板Ｗ
の公転機構）と第２の回転機構２（基板Ｗの自転機構）の一例について各々説明するため
の断面模式図である。図２に示すように、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に
含まれる第１の回転機構１（基板Ｗの公転機構）は、サセプタ３０を外周駆動させる駆動
ギア５（回転発生部）に含まれる駆動ギア歯５１（回転力出力部）とサセプタ３０の外周
に形成されたサセプタ歯３１（回転力入力部）とを噛合させて駆動ギア５を駆動させ、サ
セプタ３０とサセプタ３０を保持するベースプレート６との間に配されたベアリングＢ１
を介してサセプタ３０を回転させるように構成することができる。
【００４３】
駆動ギア５を駆動させる駆動機構（図示省略）としては、通常、用いられている駆動機構
を使用することができ、例えば、比較的容易に安定した動作が実現可能な駆動機構として
、磁気シールされたサーボモータやステッピングモータ等を用いることができる。なお、
駆動ギア５は１つのみ、あるいは、必要に応じて複数を配設するように構成してもよい。
複数の駆動ギア５を配設する場合には、より安定した動作を実現させるために、各々の駆
動ギア５に独立して駆動機構を備えたり、あるいは、各々の駆動ギア５に独立してトルク
を付加するトルク付加機構を備えたりして構成することが望ましい。
【００４４】
また、駆動ギア５とサセプタ３０とから構成される歯車機構は特に限定されるものではな
く、確実に安定した動作を行なうことができるものであればよい。例えば、駆動ギア５と
サセプタギア３０の両者が、平歯車や各々の回転軸が交差する歯車から成る交差軸歯車機
構、あるいは、サセプタ３０の外周にウォームホイールを形成し、駆動ギア５をウォーム
ギアで構成してもよい。
【００４５】
（サセプタ回転機構３６）
本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる第１の回転機構１（基板Ｗの公
転機構１、図１参照）に含まれる、ベースプレート６に対してサセプタ３０を回転自在に
保持するサセプタ回転機構３６（図３参照）は、特に限定されるものではなく、比較的円
滑かつ安定な動作を実現できるものであれば適用可能であるが、比較的容易に実現するた
めに、このサセプタ回転機構３６をベアリングＢ１で構成すると都合がよい。
【００４６】
図３は、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられるサセプタ３０とベース
プレート６との間にベアリングＢ１を介在させ、回転力発生部としての駆動ギア５に含ま
れる駆動ギア歯５１（回転力出力部）とサセプタ３０のサセプタ歯３１（回転力入力部）
とを噛合させて構成されるサセプタ回転機構３６において、ベアリングＢ１を支持するベ
アリング溝３２、６２の構成を模式的に示す断面図である。
図３に示すように、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられるベアリング
Ｂ１を保持するベアリング溝３２、６２にあっては、サセプタ３０に備わるベアリング溝
３２がベアリングＢ１を上側の上支持部３ａと外側の外支持部３ｂとの２点で支持し、前
記ベースプレート６に備わるベアリング溝６２がベアリングＢ１を下側の下支持部６ａと
内側の内支持部６ｂとの少なくとも２点で支持するように構成されている。
【００４７】
さらに、上支持部３ａと下支持部６ａの両者は、ベアリングＢの最上部と最下部に位置す
るとともに、前記外支持部と前記内支持部の両者が、ベアリングＢ１の水平方向の両端部
に位置するように構成されている。このようにしてベアリングＢ１を、サセプタ３０に備
わる上支持部３ａおよび外支持部３ｂの２点と、ベースプレート６に備わる少なくとも下
支持部６ａおよび内支持部６ｂを含む少なくとも２点で支持するように構成することによ
って、ベアリングＢ１をより安定に、かつ、確実に支持することが可能となる。
【００４８】
すなわち、図３に示すようにベアリング溝３２、６２には、図示しない温調機構によって
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、サセプタ３０、ベースプレート６、およびサセプタ３０とベースプレート６との間に介
在するベアリングＢ１等が加熱されて熱膨張した際に、サセプタ３０およびベースプレー
ト６の横方向の伸びを適度に緩和するための逃げ部分が形成されている。
【００４９】
前記熱膨張が発生した際に、サセプタ３０とベースプレート６とが略同一の熱膨張率を備
えるように構成すれば、通常、サセプタ３０の温度がベースプレート６の温度よりも高温
になるため、サセプタ３０はベースプレート６に対して相対的に外側に膨張するようにな
る。この場合においても、サセプタ３０は水平に保持されて構成される平面（上支持部３
ａを含む平面、図３参照）で支持されているため、サセプタ３０とベースプレート６との
相対的な位置関係は変化することがなく、サセプタ３０は水平に保持される。また、サセ
プタ３０の温度がベースプレート６の温度よりも著しく低下することが予測される場合に
は、垂直に保持されて構成される前記外支持部３ｂまたは内支持部６ｂに適宜に間隙を設
けることが望ましい。
【００５０】
このように、本発明に係るサセプタ３０とベースプレート６に備わるベアリング溝３２、
６２で、温調機構（図示省略）による熱膨張によってサセプタ３０とベースプレート６等
に伸びが生じた場合に、もし前記した各支持部（３ａ、３ｂ、６ａ、６ｂ）での垂直方向
（外支持部３ｂ、内支持部６ｂ）と水平方向（上支持部３ａ、下支持部６ａ）との相対的
な位置関係がずれたとしても、サセプタ３０が水平に保持されるように構成されたことに
よって、サセプタ３０の回転機構、ひいては基板Ｗの公転機構１を、精度を適切に保持し
て、安定かつ円滑に動作させることが可能なことは特筆すべきことである。また、これに
付随して第１の回転機構１（図１、図２参照）に含まれる部品の寿命がより長くなる効果
も得られる。
【００５１】
なお、図３では、サセプタ３０の回転機構の一例として、サセプタ３０に備わるベアリン
グＢ１の支持部を、ベアリング溝３２の前記上支持部３ａと外支持部３ｂとの２点で構成
し、また、ベースプレート６に備わるベアリングＢ１の支持部を、ベアリング溝６２の前
記下支持部６ａと内支持部６ｂとの２点で構成した場合について示したが、本発明はこの
ような構成のみに限定されるものではない。
【００５２】
また、駆動ギア５とサセプタ３０とから構成される歯車機構の構成は、特に限定されるも
のではなく、確実に安定した動作を行なうことができるものであればよい。例えば、駆動
ギア５とサセプタギア３０の両者が、平歯車や各々の回転軸が交差する歯車から成る交差
軸歯車機構、あるいは、サセプタ３０の外周にウォームホイールを形成し、駆動ギア５を
ウォームギアで構成してもよい。
【００５３】
（第２の回転機構２）
本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に含まれる第２の回転機構（基板Ｗの自転機
構、図１、図２参照）２は、図１に示すように基板（図示省略）を保持するリング形状の
基板トレイ２０と、この基板トレイ２０の外周に形成された基板トレイ歯２１（自転力入
力部）と、固定ギア４（自転発生部）と、固定ギア４（自転発生部）の固定ギア歯４１（
自転力発生部）と、基板トレイ２０を回転自在に保持するサセプタ３０と、基板トレイ２
０とサセプタ３０との間に介在するベアリングＢ２と、基板トレイ２０とサセプタ３０の
各々に備わるベアリング溝２３、３３とから構成されている。そして、基板トレイ歯２１
（自転力入力部）と固定ギア歯４１（自転力発生部）とが噛合し、駆動ギア５（公転発生
部）の駆動によりサセプタ３０がＣ１を回転軸として回転すると、ベアリングＢ２を介し
て基板トレイ２０がＣ２を回転軸として回転するようになっている。
【００５４】
また、基板トレイ２０を回転させるための固定ギア４（自転発生部）と基板トレイ２０の
基板トレイ歯２１（自転力入力部）との歯車機構は、特に限定されるものではない。確実
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に安定した動作を行なうことができるものであれば、装置の組み立てや調整を比較的容易
にするべく、より簡素な構造とする観点から、固定ギア歯４１（自転力発生部）と基板ト
レイ歯２１（自転力入力部）とを平歯車で構成しても、本発明の所期の目的を充分に達成
することができる。
【００５５】
また、図２に示す基板トレイ２０とサセプタ３０との間に介在するベアリングＢ２を支持
する基板トレイ側のベアリング溝２３およびサセプタ３０側のベアリング溝３３各々の構
成は、特に限定されるものではなく、基板トレイ２０の自転を円滑に行なうことができる
構成のものであればよい。すなわち、前記したサセプタ３０とベースプレート６との間に
介在するベアリングＢ１を支持するベアリング溝（３２、６２）と同様に構成しても、あ
るいは、他の構成としても、いずれでもよい。
【００５６】
また、基板トレイ２０は、基板Ｗが円滑に挿入されて、基板Ｗを安定に保持する基板保持
部２５とを備える。この基板保持部２５には、基板Ｗを安定に保持するための爪状の支持
具が備えられている。そして、この基板保持部２５に基板Ｗの成膜処理を施す面を下方に
向けて保持される。このように基板Ｗの成膜処理を施す面を下方に向けて保持して、所定
の成膜処理を施すことによって、基板Ｗの成膜処理を施す面への上方から落下してくる異
物の付着を防止する効果が得られる。
【００５７】
（基板トレイ２０の自転発生部としての固定ギア４）
固定ギア４（自転発生部）は、固定ギア歯４１（自転力発生部）を有し、この固定ギア歯
４１（自転力発生部）と基板トレイ歯２１（自転力入力部）とが噛合するとともに、図示
しない固定ギア４（自転発生部）の固定部に固定されて成る。そして、後記するようにサ
セプタ３０が回転すると、サセプタ３０の回転軸Ｃ１回りに基板トレイ２０が公転すると
ともに、固定ギア歯４１（自転力発生部）と噛合している基板トレイ歯２１（自転力入力
部）を作用点として基板トレイ２０が自転して、基板トレイ２０、ひいては基板トレイ２
０に載置された基板Ｗが自転と公転とを行なうようになる。
【００５８】
（サセプタ３０に対する公転発生部としての駆動ギア５）
駆動ギア５（公転発生部）は、駆動ギア歯５１（公転力発生部）を有し、この駆動ギア歯
５１（公転力発生部）とサセプタ歯３１（公転力入力部）とが噛合し、駆動ギア５（公転
発生部）を駆動する図示しない駆動機構によって所定方向に回転してサセプタ３０を回転
させるように構成されている。ベースプレート６は、サセプタ３０を、ベアリングＢ１を
介して回転自在に保持し、ベースプレート６の図示しない固定部で固定されて成る。なお
、このような駆動ギア５（公転発生部）は１つのみで構成する、あるいは、より安定して
作動させる目的、および、所要の回転数でサセプタ３０を回転させる目的の両方、または
いずれか一方を達成するために必要に応じて複数備えて構成することができる。
【００５９】
なお、駆動ギア歯５１（公転力発生部）の実施形態として、ここでは、サセプタ３０の外
周部に、平歯車を配置したものを示したが、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置
に用いられる駆動ギア歯５１（公転力発生部）はこの実施形態のみに限定されるものでは
なく、本発明の効果を奏する限りにおいて適宜に変更することが可能である。たとえば、
サセプタ歯３１（公転力入力部）と駆動ギア歯５１（公転力発生部）とを、交差軸歯車機
構で構成したり、またサセプタの外周にウォームホイールを形成し、駆動ギア５をウォー
ムギアで構成したりすることも可能である。
【００６０】
このようにして、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる基板の自公転
機構Ａは、駆動ギア５が前記図示しない駆動機構によって所定方向に回転すると、駆動ギ
ア歯５１からサセプタ歯３１に回転動力が伝達され、ベースプレート６に対して回転自在
に保持されて成る公転機構１が駆動ギア５の回転方向とは逆向きに回転運動する。このよ
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うな公転機構１の回転運動と連動してサセプタ３０に回転自在に保持されている自転機構
２が、固定ギア歯４１を作用点として公転機構１の回転方向と逆向きに回転運動する。
【００６１】
その結果、基板の自公転機構Ａは、基板トレイ２０の基板保持部２５に保持された基板Ｗ
に対して、回転軸Ｃ１を中心として回転するサセプタ３０の公転運動と、この公転運動と
連動して回転軸Ｃ１を中心として回転する基板トレイ２０の自転運動とを同時に実行させ
ることが可能となる。
【００６２】
なお、このような基板の自公転機構Ａにあっては、基板の自転機構２が設けられる位置、
およびその個数について特に限定されるものではない。
また、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる基板の自公転機構Ａにあ
っては、サセプタ３０および基板トレイ２０が各々の回転軸（Ｃ１、Ｃ２）を構成する部
材を備えず、駆動ギア５（公転発生部）または固定ギア４（自転発生部）によって前記サ
セプタ３０および基板トレイ２０が回転する。そのため、本発明に係る基板の自公転機構
Ａは、前記回転軸（Ｃ１、Ｃ２）に設けられた回転シャフトを備える従来の基板回転機構
を備えた成膜装置に比べて、この自公転機構Ａのメンテナンスを行なう頻度をより少なく
して比較的精密に前記サセプタ３０および基板トレイ２０の自転を実行することを可能と
するとともに、この自公転機構Ａの回転軸（Ｃ１、Ｃ２）の調整がより容易になる。さら
に、後記するように、本発明に基板の自公転機構Ａでは、前記回転シャフトを省いた構成
を有するため、サセプタ３０の形状の自由度が大きくなり、反応室Ｒの内部に所望の温度
プロファイルを形成することが比較的容易になる。
【００６３】
また、本発明にあっては、基板Ｗに所定の成膜処理を施す面を下方に向けて基板トレイ２
０に保持する。このように構成すれば、基板Ｗの薄膜を形成させるべき面に対して、上方
から基板Ｗに向けて落下してきた異物の付着を極力防止することができる。
【００６４】
さらに、基板Ｗを基板保持部２５に載置させた後、この基板Ｗの上方に所定距離で離隔さ
せた基板Ｗの近傍部、または、基板Ｗの上方に近接させて、熱吸収に優れる熱吸収部材か
ら構成される均熱板ＴＰを備えることによって、温調機構ＴＣから放射された輻射熱を均
熱板ＴＰが効率的に吸収するとともに、基板Ｗに向けて熱を効率的に伝熱するようになる
。その結果、基板Ｗの熱吸収が促進されて、基板Ｗに対して施される成膜処理がより一層
促進されるようになる。特に、基板Ｗが輻射熱（主に遠赤外線）を吸収し難い（透過し易
い）部材（例えば、Ｓｉ等）から構成される場合でも、比較的効率的にＭＯＣＶＤ等の成
膜処理を施すことができるようになる。その際、基板Ｗと均熱板ＴＰとを基板トレイ２０
の所定位置に保持するために、基板トレイ２０はその内側に段差部を形成されたリング形
状に形成すると都合がよい。
【００６５】
このように構成される基板の自公転機構Ａによって、より連続的に、より長時間に渡って
、より安定して、基板Ｗが公転しながら自転するようになるため、薄膜が形成された基板
Ｗの面内、または、面間で、膜厚および膜質のばらつきを可及的に抑えることが可能とな
る。
【００６６】
（温調機構ＴＣ）
本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる前記複数の基板Ｗを含む所要部
分を所定の温度分布に調節するための温調機構ＴＣを構成する温調装置ＴＡは特に限定さ
れるものではなく、所望の均一性を有する薄膜成長を行なうことができるような温度、お
よび温度プロファイルが得られるものであればよい。例えば、基板ＷにＭＯＣＶＤ法によ
る薄膜成長の成膜処理を施す場合には、通常、８００～９００℃程度の温度に加熱するこ
とができる温調装置ＴＡを備えるＴＣであれば充分である。
【００６７】
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このような温調装置ＴＡの中で、ＲＦ（Ｒｅｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）等の高周波加
熱装置や、赤外線ランプ、または抵抗加熱機構等の加熱装置は、ＣＶＤ、もしくは、ＭＯ
ＣＶＤに好適なものである。また、成膜処理を施す反応系に形成される所望の温度プロフ
ァイルが、低温の部分と高温の部分との温度差が比較的大きい場合に、必要に応じて水冷
、または、空冷等の冷却装置を備えるように構成してもよい。また、このような加熱機構
、および、冷却機構を適宜に配置することによって、所要部分のみをスポット的に加熱ま
たは冷却することができるように構成してもよい。
【００６８】
そして、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる温調機構ＴＣは、前記
した温調装置ＴＡを、複数備えることによって、所要の部分を効果的に加熱して、成膜処
理をより促進させることができる。
【００６９】
また、本発明にあっては、たとえば、図４に示すように、サセプタ３０の中央部の下方か
ら原料ガスを反応室Ｒに導入する場合に、所定形状の空洞部Ｓを形成し、この空洞部Ｓに
前記したように、Ｃ、ＳｉＯ2、Ｍｏ、Ｗ、ＳｉＣ、Ｓｉ、ＧａＡｓから成る群の中から
選ばれた１種から成る蓋材ＣＡを装着すると、サセプタ３０において、温調機構ＴＣから
受けた熱の伝熱の作用が、この部材とサセプタ３０との境界で適度に弱められる。なお、
ここでは、温調機構ＴＣに含まれる温調装置ＴＡの一例として、抵抗加熱装置をサセプタ
３０の上方に同心円状に配置した構成を示したが、本発明はこの実施形態に限定されるも
のではなく、必要に応じて変形することが可能である。
【００７０】
そこで、前記蓋材ＣＡを装着した空洞部Ｓの上方に温調機構ＴＣを備えず、この空洞部Ｓ
以外のサセプタ３０の上方に温調機構ＴＣを備える構成とすれば、前記蓋材ＣＡを装着し
た空洞部Ｓの温度は、この空洞部Ｓ以外のサセプタ３０の部分での温度に比べて低くなる
。したがって、この場合には前記蓋材ＣＡが装着された空洞部Ｓの下方の温度は、この空
洞部Ｓ以外のサセプタ３０の部分での下方の温度に比べて低くなり、その結果として、前
記原料ガスの熱分解が適度に抑制されるため、ウエハの上流側で前記原料ガスが過度に分
解することによって堆積物が発生する現象を抑えることができる。
【００７１】
これに対して、従来の基板回転を実行しながらこの基板に成膜処理を施す基板回転機構を
備えた成膜装置Ｄ´では、図５の断面模式図に示すように、基板Ｗを保持する基板トレイ
２００を保持するサセプタ３００の中心部に回転シャフトＳＣが設けられ、この回転シャ
フトＳＣを図示しない駆動機構によって回転させて、サセプタ３００を回転させるもので
あった。そのため、このような回転シャフトＳＣの存在によって、サセプタ３０の形状は
制約を受け、その結果として、反応室Ｒの内部の温度プロファイルを所望のプロファイル
に形成することは困難であった。
【００７２】
（基板トレイ２０の材質）
本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる基板トレイ２０の材質は特に限
定されるものではなく、所望の温度プロファイルが得られ、かつ、基板の品質を阻害しな
いもの（放出ガスの量が充分に低いこと等）であればよいが、前記温調機構から入射した
熱に対する充分な耐熱性を備える観点から、耐熱性に優れるグラファイトカーボン、また
は、グラッシィカーボンを用いることが望ましい。
【００７３】
（ベアリングＢ１、Ｂ２の材質）
本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられるベアリングＢ１、Ｂ２は特に限
定されるものではなく、前記した基板Ｗの自公転機構Ａが安定して、円滑に行なわれるも
のであれば当該分野で従来公知のベアリングを使用することが可能である。比較的高い温
度条件における耐熱性や比較的低い熱膨張率、基板の品質を阻害しない材料（放出ガスの
量が充分に低いこと等）といった観点から、グラファイトカーボン、または、グラッシィ
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カーボンで構成されたものを使用することが好ましい。
【００７４】
（サセプタ３０の材質）
本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられるサセプタ３０は、温調機構ＴＣ
によって入射される熱に対して充分な耐熱性と比較的低い熱膨張率とを備え、かつ、基板
Ｗの品質を阻害しない材料（放出ガスの量が充分に低いこと等）で構成されたものであれ
ばよい。そして、所望の温度プロファイルを得るために、サセプタ３０の中央部を含む領
域を、所定の半径を有する円板形状に切り取って空洞部Ｓを形成し、この空洞部Ｓにカー
ボン（Ｃ）、石英（ＳｉＯ2）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、炭化珪素（
ＳｉＣ）、シリコン（Ｓｉ）、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）から成る群の中から選ばれた１
種から構成される蓋材ＣＡを装着すると都合がよい。このように、空洞部Ｓに前記した材
料から成る部材を装着することにより、サセプタ３０と空洞部Ｓに装着された部材との間
の熱伝導性を適度に低下させることができ、その結果として、この空洞部Ｓに装着された
前記部材の温度を、サセプタ３０の温度に比べて適度に低下させることができる。
【００７５】
すなわち、温調機構ＴＣから放射された熱によって、サセプタ３０が加熱されるが、加熱
されたサセプタ３０においては横（または水平）方向の熱伝導が支配的であり、サセプタ
３０の温度プロファイルは横（または水平）方向でほぼ均一となっている。そのため、サ
セプタ３０から放射される輻射熱のプロファイルもほぼ均一となっている。サセプタ３０
が備えられている反応室Ｒの内部の温度プロファイルは、温調機構ＴＣとサセプタ３０か
らの輻射熱の作用が支配的であるが、特に、位置と容積の大きさから、サセプタ３０の寄
与がより大きいと考えられる。そのため、本発明では、サセプタ３０の空洞部Ｓに前記し
た所定の部材を装着することにより、サセプタ３０の横（または水平）方向の熱伝導性の
制御が可能となるように構成し、サセプタ３０の空洞部Ｓの温度をサセプタ３０の空洞部
Ｓ以外の部分に比べて低くするように構成したものである。
【００７６】
このようにして、サセプタ３０の中央部を含む領域に設けられた空洞部Ｓの温度より低く
したことに対応して反応室Ｒの温度プロファイルが形成され、この空洞部Ｓの下方領域の
温度が低下するようになる。その結果、例えば、図１に示すようなＭＯＣＶＤ装置の反応
室においては、サセプタ３０の下方から原料ガスを導入するレイアウトにおいて、この原
料ガスを導入する部分の温度を低下させることができるようになる。その結果、この原料
ガスの導入部において、原料ガスの分解反応が抑えられて、原料ガスが、基板Ｗの薄膜成
長に、より効率的に消費されるようになる。
【００７７】
また、例えば、図４に示すような本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置をＭＯＣＶ
Ｄ装置に適用する際、反応室Ｒで、サセプタ３０の下方から原料ガスを導入するレイアウ
トを採用する場合に、この原料ガスを導入する部分の温度をより低く保持し、この部分で
の原料ガスの分解反応が抑えられるようにして、この部分での前記分解反応に起因する堆
積物の生成が抑えられるようになる。その結果、この堆積物の剥離に起因するパーティク
ルの発生を抑えることができるようになる。
【００７８】
以上、説明した本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置にあっては、ＭＯＣＶＤ法を
はじめとする、ＣＶＤ法による薄膜形成に特に好適である。たとえば、図４に示すような
一例のＭＯＣＶＤ装置の反応室Ｒに本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置を適用す
ることが可能である。
図６は、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置をＭＯＣＶＤに適用する場合の一例
のガス供給系統を概略的に示す図面である。図６に示すように、キャリアガスとしてＨ2

（水素）、Ｎ2（窒素）を用い、原料ガスであるＶ族の有機金属ガスとして例えば、Ａｓ
Ｈ3（アルシン）、ドーピングガスとして例えば、ＳｉＨ4（モノシラン）、またはＳｉ2

Ｈ6（ジシラン）、III族の有機金属ガスとして例えば、トリメチルガリウム、またはトリ
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メチルアルミニウムを、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置を備えた反応室Ｒに
導入してＡｌＧａＡｓの化合物半導体のエピタキシャル膜を形成させる装置の系統図を示
すものである。
【００７９】
なお、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置をＭＯＣＶＤに適用した場合に得られ
る効果としては、所望の温度プロファイルを形成することによって、たとえば、エピタキ
シャル成長によって半導体薄膜を形成させる場合、エピタキシャル成長の速度を適切に制
御して、その半導体薄膜中の欠陥密度を減少させるとともに、キャリアの密度を適宜に制
御することができるようになる。
【００８０】
また、薄膜を形成させる基板の面以外での原料ガスの反応による反応生成物の発生が抑制
されて、反応室の壁等への堆積物が低減されるとともに、薄膜の形成に必要な温度の領域
が拡大されて薄膜を形成させる基板の枚数、または基板の面積を増大させることができる
。このようにして、一定量の原料ガスから形成される所望の薄膜の面積を増加させること
ができるため、この薄膜成長における原料効率を向上させることが可能となる。
【００８１】
さらに、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置にあっては、ＭＯＣＶＤ等の気相成
長法を用いた成膜処理に、特に、有効であるが、本発明はこのような実施形態のみに限定
されるものではなく、この他にも、例えば、プラズマを用いた成膜処理として、プラズマ
ＣＶＤや、スパッタリング等の成膜処理、あるいは、気相中で基板の表面にエッチング処
理を施すドライエッチング等のプロセス処理に適用することも可能である。
【００８２】
【発明の効果】
以上、説明した通りに本発明は構成されるので、本発明は以下のような効果を奏する。
本発明の請求項１に係る発明によれば、前記基板トレイ、ひいては前記基板トレイに載置
された基板が自転および公転する基板回転機構を備えた成膜装置を提供することができる
。
【００８３】
　また、請求項１に係る発明によれば、前記基板トレイを、前記サセプタに対して回転自
在に保持する第１の回転機構、および前記サセプタを前記ベースプレートに対して回転自
在に保持する第２の回転機構を比較的簡素な構成とした基板回転機構を備えた成膜装置を
提供することができる
【００８４】
　請求項２に係る発明によれば、前記ベアリングの球体（Ｂ）は安定に支持されて、安定
した回転を確保することが可能とした基板回転機構を備えた成膜装置を提供することがで
きる。
【００８５】
　請求項３に係る発明によれば、前記成膜処理を施す面への異物の付着を抑制した基板回
転機構を備えた成膜装置を提供することができる。
【００８６】
　請求項４に係る発明によれば、前記サセプタ、および、前記基板周辺部の温度プロファ
イルを所望の温度プロファイルに形成することが可能な基板回転機構を備えた成膜装置を
提供することができる。
【００８７】
　請求項５に係る発明によれば、前記基板トレイ、前記サセプタ、前記ベアリングそれぞ
れの熱伝導性、および耐熱性を高めることができ、前記温調機構によって前記サセプタや
、前記基板周辺部に所望の温度プロファイルを比較的容易に形成することが可能な基板回
転機構を備えた成膜装置を提供することができる。
【００８８】
　請求項６に係る発明によれば、原料ガスの分解反応を制御して、反応室内の不要部分へ
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の薄膜堆積を防いだり、原料ガスの使用効率を高めて原料コストを抑えたりするなど、薄
膜成長に適切な温度プロファイルを形成し易くなる。
【００８９】
しかも、前記サセプタの空洞部をＣ、ＳｉＯ2、Ｍｏ、Ｗ、ＳｉＣ、Ｓｉ、ＧａＡｓから
成る群の中から選ばれた１種から成る蓋材を装着して構成したので、薄膜（特に、半導体
薄膜）の特性を阻害する物質が薄膜中に混入することを防ぐとともに、成膜処理に所要の
温度での耐熱性に優れ、なおかつ、熱膨張率が適度に低く、さらに、ＳｉＯ2、Ｍｏ、Ｗ
、ＳｉＣ、Ｓｉ、ＧａＡｓにおいては洗浄性にも比較的優れるので、有機溶剤等を用いて
適宜に洗浄を繰り返して行なうことによって比較的長期間に渡って清浄に維持することが
できるので、ひいては使用寿命を一層長くすることが可能となる。
【００９０】
　請求項７に係る発明によれば、以上のような効果を備える基板回転機構を備えた成膜装
置をＭＯＣＶＤ法に適用したので、ＭＯＣＶＤ法によって形成させることが可能な化合物
半導体をはじめとする種々の薄膜を、所望の膜質および所望の膜厚でより均一に形成させ
ることが可能となる。
【００９１】
以上、本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置にあっては、サセプタの回転軸の精密
な調整が比較的容易で、メンテナンス性に優れ、しかも、基板への異物の付着を防止し、
かつサセプタ、および基板周辺部の温度をより均一にすることによって、所望の膜質、お
よび、所望の膜厚を有する薄膜を、効率的にコストを抑えて形成させることが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる自公転機構の主要部を
模式的に示す分解斜視図である。
【図２】本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる自公転機構の構成を模
式的に示す断面図である。
【図３】本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる自公転機構に含まれる
サセプタとベースプレートとの間に介在するベアリングおよびこのベアリングを支持する
ベアリング溝の構成を模式的に示す断面図である。
【図４】本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置の一例の構成を模式的に示す断面図
である。
【図５】従来の一例の基板回転機構を備えた成膜装置の構成を模式的に示す断面図である
。
【図６】本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置をＭＯＣＶＤに適用する場合の一例
のガス供給系統を概略的に示す図面である。
【符号の説明】
１　　第１の回転機構（基板の公転機構）
２　　第２の回転機構（基板の自転機構）
３ａ　ベアリング（Ｂ１）の上側の水平平面に位置する上支持部
３ｂ　ベアリング（Ｂ１）のの外側の垂直平面に位置する外支持部
６ａ　ベアリング（Ｂ１）の下側の水平平面に位置する下支持部
６ｂ　ベアリング（Ｂ１）の内側の垂直平面に位置する内支持部
２０　基板トレイ
２００　従来の基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる基板トレイ
２１　基板トレイ歯（自転力入力部）
２２　ベアリング
２３　基板トレイ保持部（ウエハトレイに形成されたベアリング溝）
２４　基板挿入孔
２５　基板保持部
３０　サセプタ
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３００　従来の基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる基板トレイ
３１　サセプタ歯（公転力入力部）
３２、３３　ベアリング保持溝（サセプタ３０に形成されたもの）
３５　基板トレイ保持部
３６　サセプタ回転機構
４　固定ギア（自転発生部）
４１　固定ギア歯（自転力発生部）
５　駆動ギア（公転発生部）
５１　駆動ギア歯（公転力発生部）
６　ベースプレート
６２　ベアリング溝（ベースプレート６に形成されたもの）
Ａ　基板の自公転機構
Ｂ１、Ｂ２　ベアリング（球）
ＣＡ　蓋材
Ｃ１　サセプタ３０の回転軸（基板の公転機構の回転軸）
Ｃ２　基板トレイ２０の回転軸（基板の自転機構の回転軸）
Ｄ　本発明に係る基板回転機構を備えた成膜装置
Ｄ´　従来のＭＯＣＶＤ装置
Ｒ　反応室
ＳＣ　従来の基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる回転シャフト
ＴＣ　温調機構
ＴＣ´従来の基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる温調機構
ＴＡ　温調装置
ＴＡ´従来の基板回転機構を備えた成膜装置に用いられる温調装置
ＴＰ　均熱板
Ｗ　基板
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