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(57)【要約】
　本発明は、惑星スパッタ堆積法を用いた基板１２の処
理のためのスパッタ堆積システム１０及びその使用方法
に関する。スパッタ堆積システム１０は、方位角軸１６
を有する堆積チャンバ１４を有する。回転部材３０及び
３２は、チャンバ１４内に位置しており、そこに設けら
れた複数のマグネトロン３４を有する。マグネトロン３
４それぞれは、複数のスパッタターゲット３６の対応す
る１つを有する。回転部材３０、３２は、マグネトロン
３４それぞれを位置合わせするように構成されており、
スパッタターゲット３６の対応する１つからのスパッタ
材料は、堆積チャンバ１４に規定された堆積領域５０に
向けられる。移送機構６６は、堆積チャンバ１４に位置
しており、方位角軸１６回りで回転可能な腕部６８を有
する。基板ホルダ７２は、移送機構６６の腕部６８に取
り付けられ、かつ基板１２を支持し、腕部６８が基板ホ
ルダ７２を回転して基板１２上にスパッタ材料を堆積す
るために堆積領域５０を横断させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの層を基板上に堆積するためのスパッタ堆積システムであって、
ａ）　方位角軸を有する堆積チャンバと、
ｂ）　前記堆積チャンバと関連する回転部材であって、当該回転部材に設けられた複数の
マグネトロンを有し、複数の前記マグネトロンそれぞれが複数のスパッタターゲットの対
応する１つを有し、当該回転部材が前記マグネトロンそれぞれを位置合わせするように構
成され、前記スパッタターゲットの対応する１つからのスパッタ材料を前記堆積チャンバ
に形成された堆積領域に向ける、回転部材と、
ｃ）　前記堆積チャンバ内にある移送機構であって、当該移送機構が前記方位角軸回りで
回転可能な腕部を有する、移送機構と、
ｄ）　前記移送機構の前記腕部に前記方位角軸から第１半径のところで取り付けられた基
板ホルダであって、当該基板ホルダが前記基板を支持し、前記基板上にスパッタ材料を堆
積するために前記堆積領域を横断するように当該基板ホルダを回転する、基板ホルダと、
を備えることを特徴とするスパッタ堆積システム。
【請求項２】
　前記基板ホルダが、前記基板を回転するために中心回転軸回りで回転するように構成さ
れ、
　前記腕部が、前記堆積領域を通って前記基板を移動させるように前記基板を回転させる
ことを特徴とする請求項１に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項３】
　前記移送機構と連絡する処理装置を備え、
　前記処理装置が、前記移送機構を指示し、前記堆積領域を通して第１及び第２角速度で
前記方位角軸回りで前記腕部を回転させ、実質的に均一な厚さの前記スパッタ材料を前記
基板上に形成することを特徴とする請求項１に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項４】
　前記方位角軸回りで回転して第２基板を前記堆積領域を通って運ぶ腕部を有する第２移
送機構と、
　前記第２基板のために、前記第２移送機構の前記腕部に前記方位角軸から第２半径のと
ころで取り付けられた第２基板ホルダと、
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項５】
　少なくとも１つの前記スパッタターゲットが、少なくとも２つの材料よりなることを特
徴とする請求項１に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項６】
　前記回転部材が、第２回転部材を有し、
　前記第２回転部材それぞれが、当該第２回転部材に設けられた複数のマグネトロンを有
し、
　前記第２回転部材の複数の前記マグネトロンそれぞれが、複数のスパッタターゲットの
対応する１つを有し、
　前記第２回転部材が、前記マグネトロンそれぞれを位置合わせするように構成され、前
記スパッタターゲットの対応する１つからのスパッタ材料を前記堆積チャンバに形成され
た第２堆積領域に向けることを特徴とする請求項１に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項７】
　複数の前記マグネトロンが、６つのマグネトロンを有することを特徴とする請求項１に
記載のスパッタ堆積システム。
【請求項８】
　前記回転部材と連絡する処理装置をさらに備え、
　前記処理装置が、前記回転部材を指示し、前記回転部材が、複数の前記マグネトロンそ
れぞれの前記スパッタターゲットを回転させてスパッタ材料を前記基板上に堆積するため
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に前記堆積領域と一列に並べることを特徴とする請求項１に記載のスパッタ堆積システム
。
【請求項９】
　前記移送機構と連絡する処理装置をさらに備え、
　前記処理装置が、前記移送機構を指示し、前記移送機構が、前記堆積領域を通って前記
基板を運ぶことを特徴とする請求項１に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項１０】
　前記堆積チャンバ内に位置する煙突部であって、前記スパッタターゲットの前記対応す
る１つからのスパッタ材料を閉じ込めかつ前記堆積チャンバに形成された堆積領域に向け
る、煙突部をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項１１】
　少なくとも１つの層を基板上に堆積するためのスパッタ堆積システムであって、
ａ）　方位角軸を有する堆積チャンバと、
ｂ）　前記堆積チャンバと関連する回転部材であって、当該回転部材に設けられた複数の
マグネトロンを有し、複数の前記マグネトロンそれぞれが複数のスパッタターゲットの対
応する１つを有し、当該回転部材が前記マグネトロンそれぞれを位置合わせするように構
成され、前記スパッタターゲットの前記対応する１つからのスパッタ材料を前記堆積チャ
ンバに形成された堆積領域に向ける、回転部材と、
ｃ）　前記堆積チャンバにある移送機構であって、当該移送機構が前記方位角軸回りで回
転可能な腕部を有する、移送機構と、
ｄ）　前記移送機構の前記腕部に前記方位角軸から第１半径のところで取り付けられた基
板ホルダであって、当該基板ホルダが前記基板を支持し、前記腕部が当該基板ホルダを回
転して当該基板ホルダがスパッタ材料を前記基板上に堆積するために前記堆積領域を横断
し、当該基板ホルダが前記基板を回転するために中心軸回りで回転するようにさらに構成
され、前記腕部が前記堆積領域を通って前記基板を移動する、基板ホルダと、
ｅ）　前記移送機構と連絡する処理装置であって、当該処理装置が前記移送機構を指示し
、前記移送機構が前記腕部を前記方位角軸回りで前記堆積領域を通って第１及び第２角速
度で回転させて実質的に均一な厚さのスパッタ材料を前記基板上に形成する、処理装置と
、
を備えることを特徴とするスパッタ堆積システム。
【請求項１２】
　前記方位角軸回りで回転して前記堆積領域を通って前記第２基板を運ぶ腕部を有する第
２移送機構と、
　前記第２基板を支持するために前記第２移送機構の前記腕部に前記方位角軸から第２半
径のところで取り付けられた第２基板ホルダと、
をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項１３】
　前記スパッタターゲットの少なくとも１つが、少なくとも２つの材料からなることを特
徴とする請求項１１に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項１４】
　前記回転部材が、第２回転部材を有し、
　前記第２回転部材それぞれが、当該第２回転部材に設けられた複数のマグネトロンを有
し、
　前記第２回転部材の複数の前記マグネトロンそれぞれが、複数のスパッタターゲットの
対応する１つを有し、
　前記第２回転部材が、前記マグネトロンそれぞれを位置合わせするように構成され、前
記マグネトロンが、前記スパッタターゲットの前記対応する１つからのスパッタ材料を前
記堆積領域に形成された第２堆積領域に向けることを特徴とする請求項１１に記載のスパ
ッタ堆積システム。
【請求項１５】
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　複数の前記マグネトロンが、６つのマグネトロンを有することを特徴とする請求項１１
に記載のスパッタ堆積システム。
【請求項１６】
　前記堆積チャンバ内に位置する煙突部であって、前記スパッタターゲットの前記対応す
る１つからのスパッタ材料を閉じ込めかつ前記堆積チャンバに形成された前記堆積領域に
向けるために関連する、煙突部をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載のスパ
ッタ堆積システム。
【請求項１７】
　少なくとも１つの層を基板上にスパッタ堆積する方法であって、
　当該方法が、
ａ）　複数のマグネトロンを支持する回転部材を回転し、第１マグネトロンのスパッタタ
ーゲットを選択する工程と、
ｂ）　前記第１マグネトロンの前記スパッタターゲットからの材料を堆積チャンバに形成
された堆積領域に向ける工程と、
ｃ）　基板を方位角軸回りで前記堆積領域を通って回転させる工程と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記基板を前記基板面と垂直な中心回転軸回りで回転し、前記基板が前記堆積領域を通
って運ばれる工程をさらに備えることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記基板を前記方位角軸回りで前記堆積領域を通って第１及び第２角速度で回転させ、
実質的に均一な厚さの材料を前記基板上に形成する工程をさらに備えることを特徴とする
請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　第２基板を前記方位角軸回りで前記堆積領域を通って回転させる工程をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記複数のマグネトロンを支持する前記回転部材を回転し、第２マグネトロンのスパッ
タターゲットを選択する工程と、
　前記第２マグネトロンの前記スパッタターゲットからの材料を前記堆積チャンバに形成
された堆積領域に向ける工程と、
　前記基板を前記方位角軸回りで前記堆積領域を通って回転させる工程と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数のマグネトロンを支持する前記第２回転部材を回転し、第１マグネトロンのス
パッタターゲットを選択する工程と、
　前記第２回転部材の前記第１マグネトロンの前記スパッタターゲットからの第１材料を
前記堆積チャンバに形成された第２堆積領域に向ける工程と、
　前記基板を前記方位角軸回りで前記第２堆積領域を通って回転させる工程と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つの回転部材であって当該回転部材に複数のマグネトロンが取
り付けられた回転部材を有し、マグネトロンそれぞれが対応するスパッタターゲットを有
するスパッタ堆積システムと、このような基板にスパッタ材料を堆積するための惑星スパ
ッタ堆積(planetary sputter deposition)法を用いて半導体装置及びデータ保存素子のた
めのウエハのような基板を処理するためのその使用方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　物理的気相成長（ＰＶＤ）のモジュールまたはシステムは、例えばデータ保存産業用の
スピンバルブ巨大磁気抵抗（ＧＭＲ）及びトンネル磁気抵抗のための読み書き(read/writ
e)ヘッドなどのセンサ素子及び同様の装置に使用される。ＰＶＤを用いて、主として磁性
及び非磁性材料からなる薄い層またはフィルムは、１以上のカソードであってそれぞれの
カソードに取り付けられた１つのソースターゲットを有するカソードを有する真空チャン
バを有するスパッタシステムを用いて基板上に堆積される。スパッタ処理の間、材料は、
ソースターゲットから取り去られ、その後に基板上に堆積されて所望の厚さからなる１以
上の層を形成する。また、基板上に形成された層は、非常に均一な厚さを有していること
が望ましい。一例として、１％３σを越えないまたはよりも高い、高いレベルの厚さの均
一性は、例えば磁気的データ保存及び検索のためのヘッドなどについて望ましい。
【０００３】
　従来のＰＶＤモジュールまたはシステムの１つの種類は、円弧状の運動、すなわち太陽
の自転と共に同時に起こる回転、すなわち惑星の自転の両者をもたらす基板の運動に依存
する惑星スパッタ堆積を利用する。この合成パターンの運動または惑星運動は、一般に均
一な所望の厚さをもたらす。一例として、惑星スパッタ堆積を用いて基板上に合金を堆積
するため、所望の組成からなる単一の合金スパッタ源は、シリンダ状の真空チャンバの頂
部または底部の周囲に位置してもよい。基板は、回転アームを有する組立体の一部を構成
する基板ホルダに配置される。基板ホルダは、回転アームの端部にあり、一般に設備を組
み込んで堆積サイクル中に比較的高速で基板を連続回転する。回転半径は、基板の中心が
スパッタ源の中心とほぼ整列されて特定のフィルムパラメータを達成するようになってい
る。基板が合金スパッタ源のそばを通過または弧を描いて動くにつれて、合金を形成する
金属の層は、基板上にスパッタ堆積される。複数の経路は、所望厚さの堆積層を得るため
に機能されうる。さまざまな材料を有する構成層からなる多層は、真空チャンバの周囲に
間隔があけられた多数のスパッタ源によって堆積されることができる。
【０００４】
　惑星スパッタ堆積を用いたスパッタ源の長さは、基板上に堆積するフィルムについての
良好な固有の厚さの均一性を確保するため、通常基板の直径の１．５から２．０倍である
。堆積されたフィルムの必要な特性（例えば均一性及び厚さ制御）は、スパッタ源の下で
回転する基板の走査運動の制御によって達成される。
【０００５】
　データ保存及び半導体産業における全体の生産コストを低減したいという要望と同調す
る形状縮小は、スパッタ堆積システム及び方法を改良し、基板表面上のスパッタ材料の厚
さ及び／または均一性の維持しまたは制御の改良をする傾向を作り出している。
【０００６】
　したがって、処理の処理能力を増大してこれにより例えばマイクロ電子デバイスの製造
コストを削減するため、処理チャンバから基板を取り外すことなく基板上に磁性及び非磁
性材料からなる多層を堆積することができることは、望ましい。しかしながら、特定のス
パッタシステムは、基板上に１つの材料のみを堆積するように設計されているが、材料は
、単一金属もしくはその合金、誘電体または複数の金属もしくは誘電体の組み合わせとな
りうる。したがって、基板上にさまざまな材料からなる多層を堆積する場合、これらスパ
ッタシステムは、再構成される必要があり、基板は、結果的に好ましくない界面層の形成
をもたらしうる大気から真空まで循環されなければならない。他のスパッタシステムにお
いて、金属または誘電体のフィルムからなる多層は、異なる処理チャンバで順に堆積され
る。基板を１つの処理チャンバから他の処理チャンバに移動することは、真空基準圧力及
び基板の温度の変化を引き起こす。また、これら圧力及び温度の変化は、多層における好
ましくない界面層の形成をもたらす。
【０００７】
　他のスパッタシステムにおいて、多数のスパッタ源は、１つの処理チャンバ内にまとめ
られている。しかしながら、多数のターゲット材料は、基板上の所望の多層積層体を完成
させるに十分でなく、したがってより多くのチャンバは、まだ必要とされる。他の場合に
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おいて、多数のターゲット材料は、十分であるが、処理チャンバ内に複数のスパッタ源を
配置することは、非常に大きなチャンバサイズを必要とする。これらの場合の双方におい
て、スパッタシステムの設置面積は、大量生産に受け入れられない。
【０００８】
　さらに、破損したスパッタターゲットを堆積システム内で交換する頻度を低減すること
は、望ましい。特定の堆積システムのために、所望材料からなる単一のターゲットのみは
、処理チャンバ内でスパッタされるために設けられている。このように、ターゲットが破
損した後、生産は、処理チャンバ内に同一材料からなる予備のターゲットが収容されてい
ないため、停止されなければならず、破損したターゲットは、取り外され新しいターゲッ
トに交換される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、必要とされるのは、磁性及び非磁性材料からなる層をスパッタ堆積するた
めの改良したスパッタ堆積システム及び方法であってスパッタ堆積システムの上記欠点に
対処して処理の処理能力が増大されこれにより製造コストが低減されるスパッタ堆積シス
テム及び方法である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の形態において、少なくとも１つの層を基板上に堆積するためのスパッタ堆積シ
ステムは、堆積チャンバであって方位角軸(azimuthal axis)と当該堆積チャンバと連絡す
る少なくとも１つの回転部材とを有する堆積チャンバを有する。回転部材は、当該回転部
材に設けられた複数のマグネトロンであって複数のマグネトロンそれぞれが複数のスパッ
タターゲットのうちの対応する１つを有する複数のマグネトロンを有する。回転部材は、
マグネトロンそれぞれに位置付けられてマグネトロンが対応する１つのスパッタターゲッ
トからのスパッタ材料を堆積チャンバに形成された堆積領域に向けるように構成されてい
る。
【００１１】
　移送機構は、堆積チャンバ内に位置し、方位角軸回りで回転可能な腕部をさらに有する
。基板ホルダは、方位角軸から第１半径のところで移送機構の腕部に取り付けられている
。基板ホルダは、腕部が基板ホルダを方位角軸回りで回転させてスパッタ材料を基板上に
堆積するために基板ホルダが堆積領域を横断するように基板を支持する。基板ホルダは、
腕部が堆積領域を通って基板を運ぶように基板を回転させるために中心回転軸回りで回転
するように構成されてもよい。さらに、処理装置は、移送機構と連絡して設けられており
、処理装置は、移送機構に指示し、移送機構は、第１及び第２角速度で堆積領域を通って
方位角軸回りで腕部を回転させる。異なる速度は、基板上のスパッタ材料の実質的に均一
な厚さのために与えられる。
【００１２】
　本発明の複数のターゲットそれぞれは、金属または半導体特性からなる１以上の磁性及
び非磁性材料を含んでもよい。これら材料は、周期表の１～１５族の元素から選択されう
る。ターゲットは、基板上に堆積される材料に基づいて選択される。１以上のターゲット
は、１を越える磁性及び非磁性材料から構成されてもよい。
【００１３】
　本発明の方法において、堆積システムの少なくとも１つの回転部材は、ターゲットから
堆積領域にスパッタされたターゲットを向けるために、回転部材によって支持された第１
マグネトロンのスパッタターゲットを堆積領域に形成された堆積領域に向けて回転させる
。基板は、基板ホルダに設けられ、スパッタ材料を基板上に堆積するためにスパッタ堆積
の間において方位角軸回りの腕部の回転によって堆積領域を通って回転される。回転中に
おいて、基板の中心の軌跡は、ターゲットの中心のそばを通る。
【００１４】
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　基板がいったんチャンバの周囲を移動、例えばターゲットのそばの１つの経路またはル
ープを実行するように、ターゲットは、基板上にスパッタしてスパッタ材料層を堆積する
。この処理は、所望数の層または所望厚さが得られるまで繰り返されてもよい。さらに、
単一の経路の後、回転部材は、回転され、１以上の異なるスパッタ材料を基板上に形成す
るためのように、第２マグネトロンと関連する他のスパッタターゲットを選択する。また
、１を越える回転部材は、単一の経路の間においてスパッタ材料の多層を基板上に形成す
るためのように、堆積チャンバに設けられてもよい。
【００１５】
　基板上のスパッタ層それぞれの堆積厚さは、一定のターゲット出力において基板スウィ
ープ(sweeping)速度を調節することまたはその逆、例えば一定の基板スウィープ速度にお
いてターゲット出力を調節することによって惑星スパッタ堆積技術を用いて制御されうる
。層厚の均一性は、速度プロファイリング及び基板の回転によって維持される。このよう
に、基板は、方位角軸回りの回転腕部によって堆積領域を通って第１及び第２角速度で運
ばれ、実質的に均一な厚さの材料を基板上に形成する。
【００１６】
　したがって、本発明のスパッタ堆積システムは、例えば小さな設置面積をもたらすなど
コンパクトであり、堆積チャンバから基板を取り外すことなく基板上に異なる磁性及び非
磁性材料からなる多層を堆積することができ、破損したスパッタターゲットを交換する頻
度を低減してこの結果処理の処理能力を増大させこれにより製造コストを削減することが
できる。このように、スパッタ堆積システム及びその使用方法は、他のスパッタ堆積シス
テムにおける能力制限及び関連するコストの欠点を克服する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　これら並びに本発明の他の目的及び有利点は、添付の図面及びその説明からより明らか
になるだろう。
【００１８】
　この明細書の一部に組み込まれかつこの明細書の一部を構成する添付の図面は、本発明
の実施形態を示し、上述した発明の概要及び後述する実施形態の詳細な説明と共に本発明
の理念を説明する役割を果たす。
【００１９】
　図１～図５は、惑星スパッタ堆積技術を用いて基板１２上に磁性または非磁性材料から
なる少なくとも１つの層を堆積するための本発明におけるスパッタ堆積システム１０を示
す。以下でより詳細に説明するが、米国特許第５７９５４４８号明細書は、惑星処理モジ
ュールまたは装置の一般的な操作を開示しており、この結果その全体は、ここで参照とし
て組み込まれる。
【００２０】
　図１及び図２で最もよく示されるように、本発明のスパッタ堆積システム１０は、方位
角軸１６及びチャンバ蓋体１８を有する堆積チャンバ１４を有する。２つの容器２２及び
２４は、容器２２、２４それぞれの内部２０を有してチャンバ蓋体１８に位置しており、
容器２２、２４それぞれの内部２０は、チャンバ蓋体１８の対応する開口部２６（図３に
おいて１つのみ示されている）を介して堆積チャンバ１４と連絡または関連している。堆
積チャンバ１４は、容器２２、２４の内部２０を有しており、排気可能または制御された
環境空間(atmosphere volume)を形成する。容器２２、２４それぞれは、回転部材３０及
び３２であって回転部材３０、３２それぞれが適宜開口部２６を介して堆積チャンバ１４
と連絡または関連するようにそこに取り付けられた回転部材３０及び３２それぞれをさら
に有する。この結果ここでそのすべてが参照として組み込まれる米国特許第６３２８８５
８号明細書は、本発明と共に使用するための回転部材の適切なタイプを開示している。
【００２１】
　図２及び図４で最もよく示されるように、回転部材３０、３２は、例えば線形マグネト
ロンなどの複数のマグネトロン３４であってそこに取り外し可能に支持されている複数の
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マグネトロン３４をさらに備えている。複数のマグネトロン３４それぞれは、同様にそこ
に取り外し可能に支持される複数のスパッタターゲット３６のうちの対応する１つを有す
る。また、容器２２、２４は、回転部材３０、３２にアクセスを提供するために開及び閉
位置の間で移動されうる蓋体４０を有し、例えばマグネトロン３４及びターゲット３６は
、磨耗または修理の必要があるときなど移動され取り外されうる。回転部材３０、３２は
、中心軸４２回りで回転するように構成されており、より具体的には、回転部材３０、３
２それぞれは、直接またはベルト駆動モータのようなモータ４８によってそれらの中心軸
４２回りで回転されうる。
【００２２】
　回転部材３０、３２は、回転部材３０、３２それぞれが６つのマグネトロン３４及び６
つの対応するターゲット３６を有するような六角形状をなしている。しかしながら、回転
部材３０、３２が６つを越えるまたは６つ未満のマグネトロン３４であってそれらと関連
するスパッタターゲット３６を有するマグネトロン３４に適合するように設計されてもよ
いことは、理解すべきである。１つのみまたは２を越える回転部材がシステム１０に設け
られてもよいことは、さらに理解すべきである。以下でさらに説明されるように、回転部
材３０、３２は、所望のマグネトロン３４が開口部２６を介したスパッタターゲット３６
の対応する１つからのスパッタ材料を堆積チャンバ１４で形成された堆積領域５０（図３
）に向けるように回転される。一例において、回転部材３０、３２と例えば電気通信で連
絡する処理装置（図示略）は、基板１２上にスパッタ材料を堆積するためにスパッタター
ゲット３６の１つを位置付けるように回転部材３０、３２を指示できる。
【００２３】
　図３をさらに参照すると、（１つのみ、すなわち符号３０が示される）回転部材３０、
３２それぞれは、矢印５６で表されるようにスパッタ材料を閉じ込めるための煙突部５４
と関連する。より具体的には、煙突部５４は、開口部２６の周囲に位置する基端部６０を
有し、堆積領域５０の１つを形成する先端部６２をさらに有する。基板１２は、堆積領域
５０の近傍を通り過ぎるように構成され、基板１２の対向面６４は、層またはフィルムと
して堆積する堆積流束５６にさらされる。
【００２４】
　図２及び図３に示されるように、移送機構６６は、堆積チャンバ１４内に位置しており
、方位角軸１６回りで回転可能な腕部６８をさらに有する。基板ホルダ７２は、移送機構
６６の腕部６８に方位角軸１６から第１半径のところで取り付けられている。基板ホルダ
７２は、半導体産業におい普通に使用されている静電チャックであってもよい。基板ホル
ダ７２は、方向バラツキが１．５°未満である十分な磁場を有する整列された磁場をもた
らして堆積された磁気フィルムの面内磁化を向ける永久磁石または電磁石でありうる磁石
（図示略）を有してもよい。また、基板ホルダ７２は、冷却流体を搬送するための冷却チ
ャネル（図示略）を有する。水のような冷却流体は、冷却チャネルを通過して処理されて
いる基板１２から熱を取り除く。
【００２５】
　基板ホルダ７２は、基板１２を支持し、腕部６８は、基板ホルダ７２を方位角軸１６回
りで回転して基板１２がスパッタ材料を堆積するための堆積領域５０を横断する。また、
基板ホルダ７２は、基板１２を回転するために中心回転軸７４回りで回転するように構成
され、腕部６８は、堆積領域５０を通って基板１２を搬送してもよい。１つの腕部６８の
みが示されているが、当業者は、腕部６８と同様の複数の腕部が堆積領域５０を通って複
数の基板１２を移動することに使用するためのハブ及びスポークの配置で配置されてもよ
いことを十分に理解する。さらに、移送機構６６と例えば電気通信で連絡する処理装置７
６は、第１及び第２角速度で堆積領域５０を通るように移送機構６６が腕部６８を方位角
軸１６回りで回転するように指示することができかつ／または所望速度で基板ホルダ７２
が中心回転軸７４回りで回転するように指示することができる。以下でさらに説明される
ように、さまざまな角速度は、基板１２上のスパッタ材料の実質的に均一な厚さをもたら
す。
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【００２６】
　堆積チャンバ１４は、通常それから分離されている基板搭載／取外ポート８８（図２）
を介してアクセスされることができる。搭載／取外ポート８８は、移送ロボット（図示略
）または当該技術において既知の他の手段などを経由してチャンバ１４内で基板ホルダ７
２に基板１２を導入し、基板ホルダ７２から処理された基板を取り外すために構成されて
いる。
【００２７】
　図１及び図２をさらに参照すると、スパッタ堆積システム１０は、一様に符号７８で示
されるイオン源（例えばイオン銃）であって堆積チャンバ１４と関連してスパッタ材料５
６を基板表面６４に堆積すること、フィルムの緻密化、表面を平滑にすること及び酸化の
前に基板１２を洗浄することを含むイオンまたはイオンビームの補助(assistance)に使用
されるイオン源を有する。同様に符号７８で示される中和部(neutralizer)は、イオン源
７８と共に設けられており、同様に堆積チャンバと関連し、イオン源７８の使用中などに
おいてそこの中性な環境電荷(neutral atmospheric charge)を維持する。特に、イオン源
及び中和部７８は、それぞれ７８が蓋体１８の開口部（図示略）を介して堆積チャンバ１
４と連絡するようにチャンバ蓋体１８に位置している。さらに、符号８４で一様に示され
るような１以上のＲＦまたはＤＣマグネトロンであってもよい加熱ランプまたは追加のス
パッタ源は、チャンバ蓋体１８に設けられてもよく、このようなランプまたはスパッタ源
８４は、同様に蓋体１８の開口部（図示略）を介して堆積チャンバ１４と連絡する。加熱
ランプ及びスパッタ源８４それぞれは、チャンバ１４内の温度を制御するために使用され
、かつ非金属または誘電体ターゲット並びに金属元素または合金ターゲットをスパッタす
るために設けられている。
【００２８】
　本発明の複数のターゲット３６それぞれは、金属または半導体性の１以上の磁性材料ま
たは非磁性材料を含んでもよい。これら材料は、遷移金属、リチウム、ベリリウム、ホウ
素、炭素及び／またはビスマスのような周期表の１～１５族の元素から選択されることが
できる。一例において、ターゲット３６は、遷移金属、リチウム、ベリリウム、ホウ素、
炭素及び／またはビスマスのような周期表の１～１５族の元素から選択された磁性または
非磁性材料を約９９％以上含む。他の例において、複数のターゲット３６それぞれは、遷
移金属、リチウム、ベリリウム、ホウ素、炭素及び／またはビスマスのような周期表の１
～１５族の元素から選択された磁性または非磁性材料を約９９．９％以上含み、さらに他
の例において約９９．９９％含む。
【００２９】
　さらに、材料のスパッタ堆積中の環境は、滑らかな表面及び／または界面についての層
間フィルム成長を補助する手段を提供するなどのため、例えば酸素、窒素などを含む。パ
ルスＤＣ電力供給を非対称な正及び負の出力電位と組み込むことは、酸素及び窒素を含む
薄い誘電体フィルムのスパッタ形成を可能にすることができる。
【００３０】
　回転部材３０、３２の全１２のターゲット３６それぞれは、図２～図４に示されるよう
に、さまざまな材料または材料あるいは合金の組み合わせを含んでもよく、１２までの異
なるスパッタ可能な材料を可能にする。別の方法において、２以上のターゲット３６は、
１つのターゲットが磨耗した後のバックアップターゲットを提供してこれにより生産性の
中断を低減するなどのために、同一材料で設けられてもよい。
【００３１】
　図２及び図３においてさらに示されかつ本発明の方法において、堆積システム１０の回
転部材３０、３２それぞれは、スパッタ材料５６（図３）を堆積領域５０（図３）に向け
るために、複数のスパッタターゲット３６ａ（図３において１つのみ示されている）の１
つを対応する開口部２６（図３）に一列に並ぶように回転する。したがって、基板１２は
、基板ホルダ７２上に設けられ、基板１２上にスパッタ材料５６を堆積するためのスパッ
タ堆積中において堆積領域５０を通って方位角軸１６回りで腕部６８により回転される。
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基板１２の中心は、基板１２がターゲット３６ａのそばを通るときに選択されたターゲッ
ト３６ａの中心とほぼ一列に並べられる。
【００３２】
　基板１２は、一度チャンバ１４の周囲を移動し、すなわち回転部材３０、３２それぞれ
によって１つの経路またはループをとり、選択されたターゲット３６ａそれぞれ（１つの
み示される）は、基板１２をスパッタして磁性または非磁性材料の層を堆積する。この処
理は、所望数の層及び材料が得られるまで繰り返されてもよい。例示の実施形態において
、腕部６８は、それぞれの経路のための回転部材３０、３２それぞれによって基板１２を
方位角軸１６回りで３６０°回転する。しかしながら、必要に応じて腕部６８が回転中に
チャンバ１４内で停止して反転する場合、回転部材３０、３２による複数の経路が方位角
軸１６回りの３６０°の回転なく行われてもよいことは、当業者により理解されるだろう
。積層をもたらすため、各層は、一様に約６Åを越える厚さを有する。さらに、基板１２
は、基板１２上に実質的に均一な厚さの材料を形成するために、腕部６８によって方位角
軸１６回りで堆積領域５０を通って第１及び第２角速度で運ばれる。単一経路の後、回転
部材３０、３２の一方または双方は、１以上の異なるスパッタ材料を基板１２上に形成す
るなどのために、それらの軸４２回りで回転されて他のマグネトロン３４に関連する他の
スパッタターゲット３６を選択する。また、合金または２以上の異なる材料の組み合わせ
は、各経路により層がほぼ原子層の厚さを有して堆積されることを可能とし、さまざまな
材料は、原子レベルで混合されることができ、これにより所望組成の均質な合金を形成す
る。
【００３３】
　回転部材３０、３２の数並びにターゲット３６及びスパッタ可能な材料の選択の数は、
基板１２上に堆積される材料に基づいて選択される。例えば、コバルト鉄（ＣｏＦｅ）合
金及び銅（Ｃｕ）からなる多層を基板１２上に堆積するため、２つの回転部材３０、３２
であって一方の回転部材３０上のＣｏＦｅ合金を含む少なくとも１つのスパッタターゲッ
ト３６及び他方の回転部材３２上の銅を含む少なくとも１つのスパッタターゲット３６を
有する回転部材３０、３２を設けてもよい。この例において、基板１２は、基板１２上に
コバルト鉄その上に銅からなる多層を形成するため回転部材３０、３２それぞれによって
１つの経路を形成する必要だけがある。他の例において、１つのみの回転部材３０は、設
けられてもよく、少なくとも２つの分離したターゲット３６であって１つがＣｏＦｅ合金
を含み他のターゲットが銅を含む分離したターゲット３６を有する。この例において、基
板１２は、回転部材３０によって２つの経路を形成しなければならず、回転部材２０は、
第１経路の後にＣｏＦｅターゲットからＣｕターゲットまで回転される回転部材３０を用
いて、ＣｏＦｅ合金その上にＣｕの多層を付け、第２経路の間でＣｏＦｅ層上に銅材料を
スパッタする。
【００３４】
　この方法において、基板１２には、この技術で知られているように、シード層が設けら
れており、シード層は、追加の層を基板１２に堅固に固着する基礎を形成しかつ微細構造
の構成を強化する材料の微細構造をもたらす。このシード層は、第１ターゲット源のスパ
ッタより前にチャンバ１４内で基板１２上にスパッタされてもよく、堆積チャンバ１４に
入れる前に基板１２上にすでに形成されていてもよい。また、キャップ層は、この技術で
知られているように、主としてシード層にすべての所望のターゲットをスパッタした後に
基板１２上にスパッタされる。この技術で理解されているように、キャップ層は、例えば
大気への露出が長期化することに起因する腐食などからのスパッタ層についての保護被覆
を形成する。また、シード及びキャップ層を形成するために使用されたターゲットそれぞ
れは、１以上の磁性及び非磁性材料から構成されてもよい。多数のターゲット及び材料の
選択は、同様に、シード及びキャップ層についての所望の材料に基づいて選択されうる。
【００３５】
　上述のように、制御システム（図示略）は、堆積システム１０の操作を組織化する。よ
り詳細には、基板ホルダ７２の回転（すなわち惑星運動）速度及び角速度とソースターゲ
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ット３６からの堆積とは、制御システムで制御され、制御システムは、この技術の当業者
により理解される構成を有する。
【００３６】
　惑星スパッタ堆積を用いて、基板１２は、主として約３０から約１２００ｒｐｍで中心
回転軸７４回りで回転する一方、基板１２がここのターゲット３６のそばを通るように約
０．１から約３０ｒｐｍで方位角軸１６回りで回転する。しかしながら、惑星及び太陽の
回転速度それぞれは、約３０ｒｐｍ未満または約１２００ｒｐｍよりも大きく、約０．１
ｒｐｍ未満または約３０ｒｐｍより大きい。基板１２の点における堆積厚さは、ソースタ
ーゲット３６下及びそれによるその軌道におけるそのドゥエルタイム(dwell time)に起因
する。ほぼガウシアン形態であるスパッタされた種の空間分布の不均一な性質に起因して
、一定速度での中心回転軸７４回りの基板の回転は、均一な堆積に十分でない。そのため
、方位角軸１６回りの基板の回転についての変調が必要となり、より詳細には、回転速度
は、基板１２の軌跡の各点にわたるスパッタ束５６の積分がほとんど同一であり基板１２
にわたって均一なフィルム厚さ分布が確保されるように描かれる必要がある。
【００３７】
　一定速度を用いたスパッタ堆積システムにおける堆積のための任意のサイズの基板につ
いての規格化したフィルムまたは層厚の等高線図について、フィルムは、一般的に基板の
中心でより厚く、径方向の距離の増大と共に薄くなっている。これは、スパッタ束が比較
的弱いターゲットの外側部分において基板の縁部がより長い時間掛けられていることと一
致する。したがって、２ステップの対称的なプロファイルのような速度プロファイルは、
利用されてもよく、基板１２は、基板１２がまず堆積領域５０に入るとゆっくり移動して
より堆積するために長いドゥエルタイムを可能にし、そして堆積された材料の所望厚さを
規定する所望または標準速度まで速度を速めるように構成されている。２ステップの対称
的なプロファイルを用いて、所望または最大速度と初期またはより遅い速度との間の典型
的な速度比は、２倍以内である。例えば、初期速度が５ｒｐｍである場合、最大速度は、
１０ｒｐｍである。２つの速度間の移送は、段階的または漸次的のいずれとしてもよい。
【００３８】
　図５を参照すると、速度プロファイルを最適化するため、堆積チャンバ１４の特定特性
寸法は、チャンバ１４の内径（ＩＤ）とチャンバ中心（ＣＣ）からターゲット中心（ＴＣ
）までの距離とを含んで既知である必要がある。例として、堆積チャンバ１４のＩＤとＣ
ＣからＴＣまでの距離とは、それぞれ５０インチ及び１５．５インチと表されている。ま
た、ターゲットの煙突部長さ（ｌ）及び幅（ｗ）は、それぞれ、既知であり、１５インチ
及び５．５インチである。これら寸法から、チャンバ中心まで延在する煙突部の半角(hal
f angle)（α）は、決定され、半角αは、この場合約９°と表されている。この半角の決
定は、堆積領域５０の角度限界を設定する（図３）。主として、２ステップの速度プロフ
ァイルについて、堆積前にスパッタ束５６（図３）への露出を避けるため、基板１２は、
ターゲット中心線を基準として一般的に約１０°よりも大きいまたは約－１０°未満で堆
積領域５０の外側に位置付けられまたはオフセットされる必要がある。これにより、フィ
ルム厚さの均一性の最適化は、速度比を調節して基板１２の半径に沿う異なる位置の露出
またはドゥエルタイムのバランスをとる処理である。必要に応じて、５ステップまでの速
度プロファイルは、採用されてもよい。
【００３９】
　そして、厚さ均一性は、例えばＸ線反射もしくは蛍光発光、偏光解析法または基板表面
にわたる一般的に４９から８１点からなるシート抵抗マップにより評価される。留意する
必要のある１つの追加の特徴は、中心においてより厚いフィルムを有する凸形状からより
薄いフィルムを有する凹面形状に変化する厚さプロファイルの発展である。
【００４０】
　堆積均一性の最適化の後、堆積速度は、調整される。典型的には、２から３つのオフセ
ットされた回転速度値は、回転速度値の一定の変化で例えば０．５、１及び２ｒｐｍのよ
うに選択される。十分なレベルの厚さ判定を達成するために速度調整堆積について使用さ
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れる主として１０～２０回のスウィープであるÅ／スウィープ(sweep)における測定され
た厚さの線形回帰(linear regression)であって「１／オフセットされた回転速度」に対
する線形回帰は、特定の層厚についての必要なオフセット値が決定される堆積比を決定す
るために使用される。ターゲットの侵食が増大するにつれて、最適化及び速度修正は、最
良な性能を確保するために必要とされうる。
【００４１】
　したがって、この方法において、磁性または非磁性材料の各層の堆積厚さは、一定のタ
ーゲット出力における基板のスウィープ速度を調節してこれにより層が均一になることを
可能とすることによって制御されうる。また、厚さ均一性が一定の基板スウィープ速度を
調節することにより制御されうることは、理解すべきである。各層厚は、必要に応じてわ
ずかな原子層に至るまで制御され、従来の層の積み重ねは、回避される。層厚の均一性は
、上述したように、速度のプロファイリングにより及び基板１２の回転により維持される
。一例において、スパッタ堆積された材料の一定の厚さ偏差は、１３８ｍｍの測定直径に
わたって約０．６％３σ以下である。
【００４２】
　本発明の方法における非限定的な例は、ここではスピンバルブとして使用されるような
基板１２上の磁性及び非磁性材料から構成される多層をスパッタ堆積することについて提
示されている。図２及び図３を一様に参照すると、基板１２は、搭載／取外ポート８８に
おいて基板ホルダ７２上に搭載される。基板１２は、被覆した基板のために適した任意の
材料から構成されうる。この例において、基板１２は、シリコンウエハであり、直径が６
インチである。基板がより小さいまたはより大きくてもよくかつ／または異なる形状から
なってもよいことは、理解すべきである。
【００４３】
　チャンバ１４内において、基板１２は、腕部６８が方位角軸１６回りで特定のまたは最
適化された角速度回転されながら中心回転軸７４回りで約１２００ｒｐｍのような所望速
度で回転され、上述したように、基板１２は、堆積チャンバ１４内でその回りで回転され
る。例として第１角速度、すなわち初期速度は、基板がターゲット中心線（ｘ）を基準と
して約１０°のオフセットに達するまで、約１０ｒｐｍであってもよい（図５）。その点
の後、腕部６８は、その第２角速度、すなわち約２０ｒｐｍである最大速度まで加速し、
腕部６８は、堆積領域５０の残りを進む。そして、基板１２がターゲット中心線（ｘ）を
基準として約－３０°のオフセットに達すると、腕部６８は、約１０ｒｐｍまで減速する
。このシナリオは、堆積領域５０それぞれで繰り返されてもよい。
【００４４】
　所望ターゲット３６によって基板１２の複数の経路を用いて多層またはスピンバルブを
基板１２上に形成するため、回転部材３０は、コバルト鉄（ＣｏＦｅ）またはニッケル鉄
クロム（ＮｉＦｅＣｒ）からなるソースターゲット３６を有し、第２回転部材３２は、白
金マンガン（ＰｔＭｎ）またはイリジウムマンガン（ＩｒＭｎ）のいずれかからなりかつ
ルテニウム（Ｒｕ）、銅（Ｃｕ）及びニッケル鉄（ＮｉＦｅ）からなる。全１２のターゲ
ット３６からなる追加の残りのターゲット３６は、１以上の異なる磁性及び非磁性材料、
例えば積重ね性能を増大するために異なるＣｏＦｅまたはコバルト鉄ホウ素（ＣｏＦｅＢ
）合金、及び／またはトンネル磁気抵抗ヘッドを使用した駆動装置のためのトンネルバリ
ア層のようにアルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、チタン（Ｔｉ）及びハフニ
ウム（Ｈｆ）のように、を含んでもよい。回転部材３０、３２は、方位角軸１６の周りに
配置されており、基板１２の中心は、基板１２が堆積領域５０のそばを通るときに各ター
ゲット３６の中心とほぼ一列となる。
【００４５】
　この技術で一般に理解されているように、ソースターゲット３６それぞれの後方に位置
付けられているマグネトロン３４（図４）それぞれは、スパッタターゲット３６の前方タ
ーゲット面９０（図４）に磁界を形成する。図３において最もよく示されているように、
スパッタターゲット３６ａは、活性化されると電界を発生させる電力供給部（図示略）に
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接続されている。堆積チャンバ１４は、排気されて次に主として０．１から１０ｍＴｏｒ
ｒの低圧においてアルゴン、クリプトンまたはキセノンのような適切な不活性ガスで満た
される。電界は、スパッタターゲット３６ａに隣接する不活性ガス内でプラズマ放電を発
生させる。マグネトロン３４は、前方ターゲット面９０に近接して生じたプラズマを閉じ
込めて成形する磁界を供給する。プラズマからの正に帯電したイオンは、負にバイアスさ
れたスパッタターゲットであってイオンがターゲット材料の原子をスパッタするのに十分
なエネルギーを有して前方ターゲット面９０に衝突するスパッタターゲットに向けて加速
される。スパッタされたターゲット材料の束５６は、堆積チャンバ１４の内側でスパッタ
ターゲット３６ａと反対側に位置合わせされた基板１２に向けて弾道的に移動する。
【００４６】
　したがって、基板１２がいったんチャンバ１４の周りを移動する、すなわちスパッタす
るために位置合わせされたソースターゲット３６それぞれのそばの１つの経路またはルー
プを行うにつれて、ターゲット３６は、順に所望のターゲット電圧（一般に約５０～２０
００ワットからの一定のターゲット出力）においてスパッタされ、材料それぞれの所望厚
さの層を基板１２上に堆積する。シード層は、まず基板１２上にスパッタ堆積され、Ｔａ
もしくはＮｉＦｅＣｒまたは異なる材料の組み合わせのいずれからなるスパッタ堆積層を
含む。次に、ＣｏＦｅ、ＩｒＭｎ、Ｒｕ、Ｃｕ及びＮｉＦｃターゲットを有する回転部材
３０、３２は、必要に応じてそれらそれぞれの開口部２６と整列するように回転され、基
板１２が基板１２上にスピンバルブの積層体を形成するために複数の経路を形成するにつ
れて、規定の順序で基板１２上、すなわちシード層上にスパッタされる。複数の層及び多
層の厚さは、一般にコーティングされた基板の使用によって決まる。
【００４７】
　所望厚さを有する所望数の層が堆積された後、キャップ層は、基板１２上、すなわち最
後の層上に上述した処理にしたがってスパッタ堆積される。そして、コーティングされた
基板は、搭載／取外ポート８８において堆積チャンバ１４から取り外される。
【００４８】
　基板１２上のスパッタ層それぞれの堆積厚さは、一定のターゲット出力において基板の
スウィープ速度を調節することによって惑星スパッタ堆積技術を用いて制御されうる。層
厚の均一性は、速度プロファイリングと方位角軸１６回りの基板１２の回転とにより維持
される。磁性または非磁性材料それぞれの成分パーセントを有する材料の厚さは、一般に
コーティングされた基板の使用によって決まる。
【００４９】
　本発明のスパッタ堆積システム１０は、堆積チャンバ１４から基板１２を取り外すこと
なく基板１２上に磁性及び非磁性材料からなる多層を堆積でき、さらに磨耗したスパッタ
ターゲットが交換されて処理の処理能力を増大させることにより製造コストを低減できる
。したがって、スパッタ堆積システム１０及びその使用方法は、性能限界及び他の既知の
スパッタ堆積システムのコストの欠点を克服する。
【００５０】
　本発明がさまざまな実施形態の記載により示されており、これら実施形態がかなり詳細
に記載されている一方、添付の特許請求の範囲をこのような詳細に制限しまたは多少なり
とも限定することは、出願人の意図ではない。追加の有利点及び改良は、当業者にすでに
現れているだろう。このため、本発明は、そのより広い態様において特定の詳細と装置及
び方法それぞれと示され説明された説明に役立つ実例とに限定されていない。したがって
、発展は、出願人の全体的な発明概念の精神及び範囲から逸脱することなくこのような詳
細からなされる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明におけるスパッタ堆積システムの外観を示す斜視図である。
【図２】本発明におけるその使用方法を示す図１のスパッタ堆積システムの内部を示す概
略平面図である。
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【図３】ソース源を有する回転部材と図２の基板を有する移送機構とを示すを示す概略正
面図であって本発明における使用の方法をさらに示す図である。
【図４】図１のスパッタ堆積システムの回転部材を示す分解斜視図である。
【図５】図２のスパッタ堆積システムを示す概略平面図であって本発明における速度プロ
ファイルによってフィルム厚の均一性を最適化するために効果のあるシステムの特定パラ
メータを示す図である。
【符号の説明】
【００５２】
１０　スパッタ堆積システム，堆積システム，システム、１２　基板、１４　堆積チャン
バ，チャンバ、１６　方位角軸、２０　回転部材、３０，３２　回転部材、３４　マグネ
トロン、３６，３６ａ　スパッタターゲット，ソースターゲット，ターゲット、４２　中
心軸，軸、５０　堆積領域、５４　煙突部、５６　スパッタ材料，スパッタ束，堆積流束
，束、６６　移送機構、６８　腕部、７２　基板ホルダ、７４　中心回転軸、７６　処理
装置、８４　スパッタ源

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【国際調査報告】
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