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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成膜対象物を載置するための昇降自在の複数の基板ステージと、
　該複数の基板ステージに対向して配置された昇降自在の複数の真空チャンバー用容器と
、
　該複数の基板ステージのそれぞれの間で成膜対象物を移動させるための搬送手段と、
　該複数の真空チャンバー用容器のそれぞれに別々に接続した複数のガス導入手段と、を
備え、
　プロセス実施時に、該基板ステージ及び真空チャンバー用容器のいずれか一方を他方に
向かって昇降させるか又は両者を相互に昇降させることにより該基板ステージの上面と真
空チャンバー用容器の開口部とを接触させて、該基板ステージのそれぞれと真空チャンバ
ー用容器のそれぞれとで囲まれる真空チャンバーが複数形成されるように構成し、
　該複数の真空チャンバーのうち少なくとも１つの真空チャンバー内の空間に該ガス導入
手段を介して所定の原料ガスが導入され、該空間にて成膜対象物の表面に原料ガスを吸着
させる吸着工程を行うことができるように構成し、
　他の真空チャンバー内の空間に該ガス導入手段を介して所定の反応ガスが導入され、該
空間にて、成膜対象物の表面に吸着された原料ガスと導入した反応ガスとを反応させる反
応工程を行うことができるように構成したことを特徴とする真空成膜装置。
【請求項２】
　前記真空チャンバー用容器の少なくとも１つの外側にプラズマ発生装置が設けられてい
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ることを特徴とする請求項１記載の真空成膜装置。
【請求項３】
　前記反応工程用の真空チャンバーの容器に接続して成膜装置の外部に、又はこの反応工
程用の真空チャンバーの内部に触媒手段が設けられ、該触媒手段により反応ガスを励起し
て反応空間内に導入できるように構成したことを特徴とする請求項１又は２記載の真空成
膜装置。
【請求項４】
　前記触媒手段及び反応工程用真空チャンバーの容器が、冷却手段を備えていることを特
徴とする請求項３記載の真空成膜装置。
【請求項５】
　前記真空チャンバーの空間内で吸着工程、反応工程を行う際に、真空チャンバー用容器
の開口部の内周面と基板ステージの外周壁面との間に所定の寸法の間隙が形成されるよう
にし、この間隙を通して排気できるように構成したことを特徴とする請求項１～４のいず
れかに記載の真空成膜装置。
【請求項６】
　前記真空チャンバー用容器がベルジャー形容器であることを特徴とする請求項１～５の
いずれかに記載の真空成膜装置。
【請求項７】
　前記複数の基板ステージのそれぞれに、成膜対象物を加熱するための加熱手段が設けら
れていることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の真空成膜装置。
【請求項８】
　成膜対象物を載置しかつ搬送するための昇降自在の回転テーブルと、
　該回転テーブルに対向して配置された昇降自在の複数の真空チャンバー用容器と、
　該複数の真空チャンバー用容器のそれぞれに別々に接続した複数のガス導入手段と、を
備え、
　プロセス実施時に、該回転テーブル及び真空チャンバー用容器のいずれか一方を他方に
向かって昇降させるか又は両者を相互に昇降させることにより該回転テーブルの上面と真
空チャンバー用容器の開口部とを接触させて、該回転テーブルと真空チャンバー用容器の
それぞれとで囲まれる真空チャンバーが複数形成されるように構成し、
　該複数の真空チャンバーのうち少なくとも１つの真空チャンバー内の空間に該ガス導入
手段を介して所定の原料ガスが導入され、該空間にて成膜対象物の表面に原料ガスを吸着
させる吸着工程を行うことができるように構成し、
　他の真空チャンバー内の空間に該ガス導入手段を介して所定の反応ガスが導入され、該
空間にて、成膜対象物の表面に吸着された原料ガスと導入した反応ガスとを反応させる反
応工程を行うことができるように構成したことを特徴とする真空成膜装置。
【請求項９】
　前記回転テーブルには同一円周上に真空チャンバー用容器の数と同じ数の貫通穴が形成
され、それぞれの貫通穴の周辺部には成膜対象物を載置する基板保持部が設けられており
、また、載置される成膜対象物を昇降するための手段として、この貫通穴を貫通できるよ
うにした昇降自在の基板ステージが設けられていることを特徴とする請求項８記載の真空
成膜装置。
【請求項１０】
　前記真空チャンバー用容器の少なくとも１つの外側にプラズマ発生装置が設けられてい
ることを特徴とする請求項８又は９記載の真空成膜装置。
【請求項１１】
　前記反応工程用真空チャンバーの容器に接続して成膜装置の外部に、又はこの反応工程
用真空チャンバーの内部に触媒手段が設けられ、該触媒手段により反応ガスを励起して反
応空間内に導入するように構成したことを特徴とする請求項８～１０のいずれかに記載の
真空成膜装置。
【請求項１２】
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　前記触媒手段及び反応工程用真空チャンバーの容器が、冷却手段を備えていることを特
徴とする請求項１１に記載の真空成膜装置。
【請求項１３】
　前記基板保持部の外周近傍に複数個の排気口が設けられていることを特徴とする請求項
９～１２のいずれかに記載の真空成膜装置。
【請求項１４】
　前記真空チャンバー用容器がベルジャー形容器であることを特徴とする請求項８～１３
のいずれかに記載の真空成膜装置。
【請求項１５】
　前記複数の基板ステージのそれぞれに、成膜対象物を加熱するための加熱手段が設けら
れていることを特徴とする請求項９～１４のいずれかに記載の真空成膜装置。
【請求項１６】
　前記基板ステージを設置するためのステージ支持台が更に設けられ、このステージ支持
台の内部には排気通路が設けられていることを特徴とする請求項９～１５のいずれかに記
載の真空成膜装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空成膜装置に関し、特にＡＬＤ法(Atomic Layer Deposition：原子層蒸着
法)に従って薄膜形成を行うための真空成膜装置(原子層蒸着装置)に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体集積回路のパターンの微細化に伴い、アスペクト比の高い微細なコンタク
トホールやトレンチ等をＣｕやＡｌ等の配線材料で埋め込ことが行われている。このよう
にアスペクト比が高くなると、ホールやトレンチ内に導電膜を良好なカバレッジで埋め込
むことが難しくなる。
【０００３】
　上記のような埋込配線構造の場合、例えば主配線材料としてＣｕを用いると、Ｃｕが絶
縁膜中に拡散されやすく、不具合が生じる。そのため、絶縁膜と導電膜との間に導電性の
バリア膜を設けて、Ｃｕの拡散を抑制又は防止している。このバリア膜の形成には、種々
の方法が提案されているが、例えばＡＬＤ法等を用いて、Ｔａ、ＴｉＮ、ＴａＮ等の材料
層を堆積させてバリア膜を形成することが知られている(例えば、特許文献１参照)。
【０００４】
　ＡＬＤ法は、前駆体間の化学反応を利用するという点でＣＶＤ法と類似している。しか
し、通常のＣＶＤ法では、ガス状態の前駆体が互いに接触して反応が起きる現象を利用す
るのに対し、ＡＬＤ法では、二つの前駆体間の表面反応を利用するという点で異なる。す
なわち、ＡＬＤ法によれば、一種類の前駆体(例えば、原料ガス)が基板表面に吸着されて
いる状態で別の前駆体(例えば、反応ガス)を供給することにより、二つの前駆体が基板表
面で互いに接触して反応し、所望の金属膜を形成する。この場合、基板表面に最初に吸着
された前駆体と次いで供給される前駆体と間の反応が基板表面で非常に速い速度で起きる
。前駆体としては、固体、液体、気体状態のいずれでも使用することができ、原料気体は
、Ｎ２、Ａｒ等のようなキャリアガスにのせて供給される。このＡＬＤ法は、上記したよ
うに原料ガスの吸着工程と、吸着した原料ガスと反応ガスとの反応工程とを交互に繰り返
し、原子単位で薄膜を形成する方法であり、吸着・反応が常に表面運動領域で行われるた
め、非常に優れた段差被覆性を有し、また、原料ガスと反応ガスとを別個に供給して反応
させるので膜密度を高くできる等の理由から、近年注目されている。
【０００５】
　上記ＡＬＤ法に従って薄膜形成を行う従来の原子層蒸着装置(ＡＬＤ装置)は、真空排気
手段が設けられた成膜装置からなり、装置内に、加熱手段を有する１個の基板ステージを
設けると共に、基板ステージに対向してガス導入手段を成膜装置の天井部に配置している
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。このＡＬＤ装置として、例えば、所定の原料ガスと反応ガスとをガス導入手段を介して
時間差をつけて装置内に導入し、原料ガスの吸着工程と、プラズマでアシストしつつ反応
ガスと反応させる反応工程とを繰り返し行い、所定の膜厚の薄膜を得るように構成されて
いる装置が知られている(例えば、特許文献２参照)。
【０００６】
　なお、バリア膜としてＺｒＢ２膜を形成する場合、原料としてＺｒ(ＢＨ４)４を用いる
と次の反応式(１)、(２)に従って成膜できることが知られている。
【０００７】
（化１）
　　　　Ｚｒ(ＢＨ４)４　　→　ＺｒＢ２　＋ Ｂ２Ｈ６ ＋ ５Ｈ２　　　　　 (１)
【０００８】
（化２）
　　　　Ｚｒ(ＢＨ４)４　＋ Ｈ２　　→ ＺｒＢ２　＋ Ｂ２Ｈ６ ＋ ６Ｈ２　　(２)
【０００９】
　上記反応式(１)の場合は、原料をＳｉ基板からの熱アシストのみにより直接熱分解して
基板上にＺｒＢ２膜を形成する方法であり、良好なＺｒＢ２膜を得るには、基板を５５０
℃以上の高温に加熱することが必要となる。また、上記反応式(２)の場合は、原料に水素
ラジカルを添加し、この水素ラジカル及びＳｉ基板からの熱アシストにより原料を低温(
３００～３５０℃)で反応せしめて基板上にＺｒＢ２膜を形成する方法であり、水素ラジ
カルを加えることにより、基板温度を低温化できる。この方式としては、例えば、リモー
トプラズマＣＶＤ法により、３００℃程度の低い基板温度でＺｒＢ２膜をバリア膜として
形成することが報告されている（例えば、非特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－６８５６号公報(特許請求の範囲等)
【特許文献２】特開２００３－３１８１７４号公報(特許請求の範囲等)。
【非特許文献１】J.Appl.Phys.,Vol.91,No.6,15 March 2002,pp.3904-3907(p.3904)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、ＡＬＤ法により理想的に１原子層毎に積層して薄膜を形成するには、吸着工
程及び反応工程における基板温度等のプロセス条件をそれぞれ独立して設定できることが
望ましい。しかしながら、上記従来技術では、基板に対して原料ガスと反応ガスとを時間
差を設けて導入しているだけで、プロセス条件をそれぞれ独立して設定しておらず、得ら
れた薄膜が数原子層毎に積層されたものとなっていた。
【００１１】
　この場合、真空排気手段を備えた搬送室を設け、搬送室の周囲に、複数のプロセス室を
設けて、搬送室内に設置した基板搬送手段によって各プロセス室相互の間で基板を移動で
きるようにＡＬＤ装置を構成することで、吸着工程及び反応工程をそれぞれ独立して行う
ことが可能であるかもしれない。しかしながら、一旦搬送室を介してプロセス室相互の間
で基板を搬送するため、基板の搬送に時間が掛かって基板への薄膜形成のサイクルタイム
を早くできないという問題がある。また、搬送室及び各プロセス室毎に真空排気手段や真
空計等を設ける必要があるため、装置構成が複雑で、装置の製作コストが高くつくという
問題もある。
【００１２】
　また、上記反応式(１)の反応を利用して原料を直接熱分解してバリア膜のＺｒＢ２膜を
形成する方法では、成膜温度が高すぎるため、配線材料としてＣｕやＡｌを用いた半導体
装置の配線層の場合には、上記したような不具合が生じる。
【００１３】
　さらに、上記反応式(２)の反応を利用してバリア膜を形成する方法では、反応式(１)の
場合と比較して低温化はできるが、アスペクト比の高い微細なホールにカバレージ良くＺ
ｒＢ２膜等を形成することはできない。この場合、Ｚｒ(ＢＨ４)４と水素ラジカルとの気
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相反応が反応のメインとなるため、ホールやトレンチの上部でＺｒＢ２膜がオーバーハン
グし、最悪の場合、ホール等の上部が塞がってしまうという問題がある。
【００１４】
　本発明の課題は、上記従来技術の問題点を解決することにあり、吸着工程及び反応工程
のプロセス条件を独立して設定でき、原料ガスと反応ガスとの反応をより促進させて膜質
のよい薄膜を得ることができると共に、成膜プロセスのサイクルタイムを早くできるよう
に構成され、その上、製作コストの低い原子層蒸着装置である真空成膜装置を提供するこ
とにあり、この真空成膜装置を使用すれば、例えば、微細なホール、トレンチ等の上部で
オーバーハングすることもなく、これらのホールやトレンチの内壁にカバレージ良く薄膜
を形成することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　請求項１によれば、本発明の真空成膜装置である原子層蒸着装置は、成膜対象物を載置
するための昇降自在の複数の基板ステージと、該複数の基板ステージに対向して配置され
た昇降自在の複数の真空チャンバー用容器と、該複数の基板ステージのそれぞれの間で成
膜対象物を移動させるための搬送手段と、該複数の真空チャンバー用容器のそれぞれに別
々に接続した複数のガス導入手段と、を備え、プロセス実施時に、該基板ステージ及び真
空チャンバー用容器のいずれか一方を他方に向かって昇降させるか又は両者を相互に昇降
させることにより該基板ステージの上面と真空チャンバー用容器の開口部とを接触させて
、該基板ステージのそれぞれと真空チャンバー用容器のそれぞれとで囲まれる真空チャン
バーが複数形成されるように構成し、該複数の真空チャンバーのうち少なくとも１つの真
空チャンバー内の空間に該ガス導入手段を介して所定の原料ガスが導入され、該空間にて
成膜対象物の表面に原料ガスを吸着させる吸着工程を行うことができるように構成し、他
の真空チャンバー内の空間に該ガス導入手段を介して所定の反応ガスが導入され、該空間
にて、成膜対象物の表面に吸着された原料ガスと導入した反応ガスとを反応させる反応工
程を行うことができるように構成したことを特徴とする。
【００１６】
　上記成膜装置では、基板ステージ上に成膜対象物を載置し、この基板ステージと真空チ
ャンバー用容器とで真空チャンバーを形成した後、形成された空間内にガス導入手段を介
して所定の原料ガスを導入して、成膜対象物表面に原料ガスを吸着させる吸着工程を行い
、次いで、空間を開放した後、搬送手段によって表面に原料ガスが吸着した成膜対象物を
別の基板ステージ上に搬送し、そして、この別の基板ステージと別の真空チャンバー用容
器とで真空チャンバーを形成した後、形成された空間内にガス導入手段を介して所定の反
応ガスを導入して、吸着した原料ガスと反応ガスとの反応工程を行い、この一連の吸着工
程及び反応工程を繰り返すことにより所定の膜厚を有する薄膜が得られるように構成され
ている。
【００１７】
　この場合、成膜装置内に複数の真空チャンバを形成し、各真空チャンバー内に吸着工程
及び反応工程をそれぞれ行うことができる空間が形成されるようにしてあるため、この成
膜装置を使用すれば、吸着工程、反応工程を行う際に各プロセス条件を独立して設定でき
、より反応を促進させて膜質のよい薄膜を得ることができる。また、成膜プロセス中のウ
ェハの搬送を行うための搬送室を別個に設ける必要がないため、成膜対象物の搬送時間を
短縮できて成膜プロセスのサイクルタイムを早くでき、その上、低コストで成膜装置を製
作できる。
【００１８】
　請求項２によれば、前記真空チャンバー用容器の少なくとも１つの外側にプラズマ発生
装置が設けられていることを特徴とする。形成される各空間のうち、少なくとも吸着工程
を行うための各空間にプラズマを発生させるプラズマ発生装置を設けておけば、例えば、
成膜対象物への原料ガスの吸着に先立って、プラズマ照射によって成膜対象物表面や空間
の内壁面をクリーニングできるので、不純物等を除去できる。なお、反応工程を行うため
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の各空間にプラズマを発生させるプラズマ発生装置を設けてもよく、この場合、反応工程
を行う際に反応ガスを活性化して反応を促進できる。
【００１９】
　請求項３によれば、前記反応工程用真空チャンバーの容器に接続して成膜装置の外部に
、又はこの反応工程用真空チャンバーの内部に触媒手段が設けられ、該触媒手段により反
応ガスを励起して反応空間に導入できるように構成したことを特徴とする。励起した反応
ガスを導入できるように構成してあるので、反応が促進されて膜質の良好な薄膜を得るこ
とができる。
【００２０】
　請求項４によれば、前記触媒手段及び反応工程用真空チャンバーの容器が、冷却手段を
備えていることを特徴とする。このような冷却手段を設けておけば、例えばタングステン
ワイヤー等の触媒が発生する熱により、成膜対象物を含めて反応空間内の温度が過剰に上
昇するのをコントロールできる。
【００２１】
　請求項５によれば、前記真空チャンバーの空間内で吸着工程、反応工程を行う際に、真
空チャンバー用容器の開口部の内周面と基板ステージの外周壁面との間に所定の寸法の間
隙が形成されるように、該開口部の寸法と基板ステージの寸法とを設計し、この間隙を通
して排気できるように構成したことを特徴とする。このような間隙が形成されるように構
成しておけば、空間内に所定のガスを導入する際に、この空間内を所定の圧力に保持でき
る。この場合、間隙の大きさを変化させれば、コンダクタンスを調節できる。
【００２２】
　請求項６によれば、前記真空チャンバー用容器がベルジャー形容器であることを特徴と
する。
【００２３】
　請求項７によれば、前記複数の基板ステージのそれぞれに、成膜対象物を加熱するため
の加熱手段が設けられていることを特徴とする。このように、各基板ステージに加熱手段
をそれぞれ設けておけば、載置される成膜対象物を、吸着工程や反応工程を行うのに適し
た温度にそれぞれ適宜加熱できる。
【００２４】
　請求項８によれば、成膜対象物を載置しかつ搬送するための昇降自在の回転テーブルと
、該回転テーブルに対向して配置された昇降自在の複数の真空チャンバー用容器と、該複
数の真空チャンバー用容器のそれぞれに別々に接続した複数のガス導入手段と、を備え、
プロセス実施時に、該回転テーブル及び真空チャンバー用容器のいずれか一方を他方に向
かって昇降させるか又は両者を相互に昇降させることにより該回転テーブルの上面と真空
チャンバー用容器の開口部とを接触させて、該回転テーブルと真空チャンバー用容器のそ
れぞれとで囲まれる真空チャンバーが複数形成されるように構成し、該複数の真空チャン
バーのうち少なくとも１つの真空チャンバー内の空間に該ガス導入手段を介して所定の原
料ガスが導入され、該空間にて成膜対象物の表面に原料ガスを吸着させる吸着工程を行う
ことができるように構成し、他の真空チャンバー内の空間に該ガス導入手段を介して所定
の反応ガスが導入され、該空間にて、成膜対象物の表面に吸着された原料ガスと反応ガス
とを反応させる反応工程を行うことができるように構成してなることを特徴とする。
【００２５】
　この場合、成膜対象物を載置する回転テーブルは、成膜対象物の搬送手段としても機能
するので、複数の成膜対象物を一度に搬送できる。また、回転テーブルを一方向に回転さ
せるようにしておけば、成膜対象物を回転に合わせて搬送することにより、吸着工程と反
応工程とを順次行うことができる。
【００２６】
　なお、複数の成膜対象物に対して、それぞれ、吸着工程、反応工程を同時に行う際には
、回転テーブルと各真空チャンバー用容器とで同時に各真空チャンバーが構成されるよう
にすればよい。
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【００２７】
　請求項９によれば、前記回転テーブルには同一円周上に真空チャンバー用容器の数と同
じ数の貫通穴が形成され、それぞれの貫通穴の周辺部には成膜対象物を載置する基板保持
部が設けられており、また、載置される成膜対象物を昇降するための手段として、この貫
通穴を貫通できるようにした昇降自在の基板ステージが設けられていることを特徴とする
。この基板ステージもまた、プロセス実施時に、回転テーブル及び真空チャンバー用容器
と共に真空チャンバーを形成する。
【００２８】
　請求項１０によれば、前記真空チャンバー用容器の少なくとも１つの外側にプラズマ発
生装置が設けられていることを特徴とする。各空間のうち、少なくとも吸着工程を行うた
めの各空間にプラズマを発生させるプラズマ発生装置を設けておけば、例えば、成膜対象
物への原料ガスの吸着に先立って、プラズマ照射によって成膜対象物表面や空間の内壁面
をクリーニングできるので、不純物等を除去できる。なお、反応工程を行うための各空間
にプラズマを発生させるプラズマ発生装置を設けてもよく、この場合、反応工程を行う際
に反応ガスを活性化して反応を促進できる。
【００２９】
　請求項１１によれば、前記反応工程用真空チャンバーの容器に接続して成膜装置の外部
に、又はこの反応工程用真空チャンバーの内部に触媒手段が設けられ、該触媒手段により
反応ガスを励起して反応空間内に導入するように構成したことを特徴とする。励起した反
応ガスを導入できるように構成してあるので、反応が促進されて膜質の良好な薄膜を得る
ことができる。
【００３０】
　請求項１２によれば、前記触媒手段及び反応工程用真空チャンバーの容器が、冷却手段
を備えていることを特徴とする。このような冷却手段を設けておけば、例えばタングステ
ンワイヤー等の触媒が発生する熱により、成膜対象物を含めて反応空間内の温度が過剰に
上昇するのをコントロールできる。
【００３１】
　請求項１３によれば、前記基板保持部の外周近傍に複数個の排気口が設けられているこ
とを特徴とする。このような排気口を設け、この排気口を介して成膜装置外部へ排気でき
るように構成しておけば、空間内に所定のガスを導入する際に、この空間内を所定の圧力
に保持できる。この場合、排気口の大きさを変化させれば、コンダクタンスを調節できる
。
【００３２】
　請求項１４によれば、前記真空チャンバー用容器がベルジャー形容器であることを特徴
とする。
【００３３】
　請求項１５によれば、前記複数の基板ステージのそれぞれに、成膜対象物を加熱するた
めの加熱手段が設けられていることを特徴とする。このように、各基板ステージに加熱手
段をそれぞれ設けておけば、成膜対象物を、吸着工程や反応工程を行うのに適した温度に
それぞれ適宜加熱できる。
【００３４】
　請求項１６によれば、前記基板ステージを設置するためのステージ支持台が更に設けら
れ、このステージ支持台の内部には排気通路が設けられていることを特徴とする。このよ
うな排気手段を設けることにより、原料ガスと反応ガスとが真空成膜装置内で混ざり合っ
て、気相反応によりパーティクルが発生するのを防止することが可能となる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明の真空成膜装置によれば、吸着工程及び反応工程におけるプロセス条件を独立し
て設定でき、原料ガスと反応ガスとの反応をより促進させて膜質のよい薄膜を得ることが
できると共に、成膜プロセスのサイクルタイムを早くできるという効果を奏し、その上、
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装置を低コストで製作できる。
【００３６】
　上記真空成膜装置を用いることにより、ＡＬＤ法に従って低温で吸着工程及び反応工程
を実施することができ、例えば、アスペクト比の高い微細なホール、トレンチ等の上部で
のオーバーハングもなく、これらのホールやトレンチ等の内壁にカバレージ良く薄膜を形
成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本発明の真空成膜装置(原子層蒸着装置(ＡＬＤ装置))の一実施の形態について、図１(
ａ)～(ｃ)を参照して説明する。図１において、(ａ)は、成膜対象物搬送位置で模式的に
示す断面構成図、(ｂ)は成膜プロセス実施位置で模式的に示す断面構成図、(ｃ)は(ａ)の
指示線Ａ－Ａからみた上面図である。
【００３８】
　図１に示す真空成膜装置１０１には、ターボ型分子ポンプ、ロータリーポンプ等の真空
排気手段(図示せず)が接続され、この装置内を任意の真空度(例えば、１×１０－６Ｔｏ
ｒｒ)に維持できるように構成されている。真空成膜装置１０１内には、成膜対象物Ｓを
載置し得る複数の基板ステージ１０２ａ及び１０２ｂ(図１では、２つの基板ステージを
示してある)が設けられ、この基板ステージ１０２ａ及び１０２ｂは、それぞれ、モータ
やエアーシリンダ等の駆動手段１０３ａ及び１０３ｂによって昇降自在に構成されている
。
【００３９】
　基板ステージ１０２ａ及び１０２ｂのそれぞれに、抵抗加熱等による加熱手段(図示せ
ず)が内蔵され、各基板ステージ毎に、成膜対象物Ｓを所定の温度に加熱することができ
るようになっている。真空成膜装置１０１内にはまた、各基板ステージ１０２ａ及び１０
２ｂに対向してベルジャー形容器等の真空チャンバー用容器１０４ａ及び１０４ｂが配設
され、成膜プロセス実施時に各基板ステージと各ベルジャー形容器とが一対になって各真
空チャンバー(図１では、２つの真空チャンバーを示してある)を形成するように構成され
ている。例えば、基板ステージ１０２ａ及び１０２ｂのそれぞれを上昇させた場合に、ベ
ルジャー形容器１０４ａ及び１０４ｂのそれぞれの開口部が、各基板ステージを覆って各
真空チャンバーを形成し、各真空チャンバー内の空間１０５ａ及び１０５ｂのそれぞれが
吸着工程や反応工程を行う成膜プロセス室として機能する。
【００４０】
　上記成膜プロセス実施時には、駆動手段１０３ａ及び１０３ｂを駆動させて基板ステー
ジ１０２ａ及び１０２ｂを上昇させ、基板ステージ１０２ａ及び１０２ｂ上のそれぞれの
成膜対象物Ｓが、形成される空間１０５ａ及び１０５ｂ内にそれぞれ配置されるようにす
る。この場合、各基板ステージ１０２ａ及び１０２ｂの外周側壁面と各ベルジャー形容器
１０４ａ及び１０４ｂの開口部の内周面との間に、所定寸法の間隙１０６ａ及び１０６ｂ
がそれぞれ形成されるように、ベルジャー形容器１０４ａ及び１０４ｂの開口部の寸法や
基板ステージ横断面寸法を設計する。これにより、空間１０５ａ及び１０５ｂ内に所定の
ガスを導入する際に、間隙１０６ａ及び１０６ｂのそれぞれを介し、各空間外へ排気され
、空間１０５ａ及び１０５ｂ内の圧力を所定値に保持できる(図１(ｂ)参照)。この場合、
空間外へ排気されたガスは、この間隙と連結される排気通路Ｖを通って装置外へ排出され
る。この排気通路に関しては、各真空チャンバー毎に別々に排気通路を設けてそれぞれ装
置外へ排気しても、図１に示したように、各真空チャンバーの間隙からの排気を一つに纏
めて装置外へ排気してもよい。なお、間隙１０６ａ及び１０６ｂの大きさを変えてコンダ
クタンスを調節することができる。
【００４１】
　ベルジャー形容器１０４ａ及び１０４ｂの天井部には、公知の構造を有するガス導入手
段１０７ａ及び１０７ｂが成膜対象物Ｓに対向してそれぞれ設けられている。ガス導入手
段１０７ａ及び１０７ｂは、それぞれ、ガス配管１０８ａ及び１０８ｂを介してガス源(



(9) JP 4879509 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

図示せず)に接続され、一方の真空チャンバー内の空間１０５ａ内に所定の原料ガスを導
入して吸着工程を行い、他方の真空チャンバー内の空間１０５ｂ内に所定の反応ガスを導
入して反応工程を行うことができるように構成されている。もちろん、空間１０５ｂ内に
原料ガスを導入し、空間１０５ａ内に反応ガスを導入して、吸着工程、反応工程を行って
もよい。なお、同じ真空チャンバー内の空間で吸着工程及び反応工程を行うこともできる
が、残留ガスの点から好ましくない。
【００４２】
　また、吸着工程を行う真空チャンバーの場合、ベルジャー形容器１０４ａの外壁部には
、高周波電源に接続されたＲＦコイル１０９を有するプラズマ発生装置が設けられ、成膜
対象物Ｓの表面への最初の原料ガスの吸着に先立って、空間１０５ａ内に、例えばアルゴ
ンプラズマを発生させて、プラズマ照射により成膜対象物Ｓの表面をクリーニングしたり
、又はＮＦ３ガスを流してプラズマ励起させ、真空チャンバー内をクリーニングできるよ
うになっている。
【００４３】
　ところで、空間１０５ｂ内に反応ガスを導入して反応工程を行う際に、成膜対象物Ｓの
処理温度を高くせずに原料ガスと反応ガスとの反応を促進できることが望ましい。そのた
めには、例えば、ベルジャー形容器１０４ｂの外壁部に、高周波電源に接続されたＲＦコ
イル(図示せず)を有するプラズマ発生装置を設け、空間１０５ｂ内にアルゴンプラズマを
発生させてプラズマアシストによる反応工程を行えばよい。
【００４４】
　上記真空成膜装置１０１にはまた、反応工程を行う空間１０５ｂ内に導入するための反
応ガスを励起してラジカル化する手段が設けられていることが好ましい。励起され、ラジ
カル化された反応ガスを成膜対象物Ｓ上に供給できるようにするには、例えば、タングス
テン製の触媒ワイヤーのような触媒手段(図示せず)をガス導入手段１０７ｂに連結したガ
ス配管１０８ｂに介設して、励起された反応ガスをシャワープレート又は分散板を備えた
ガス導入手段を介して成膜対象物Ｓ上に供給できるようにするか、又は空間１０５ｂ内で
あって、ガス導入手段１０７ｂのシャワープレート又は分散板の下流側に上記触媒手段を
設置して、空間内へ導入される反応ガスをこの触媒により励起してからシャワープレート
又は分散板を介して成膜対象物Ｓ上に供給できるようにすればよい。
【００４５】
　上記のような触媒手段を設ける場合、例えば空間１０５ｂ内に設置する際には、石英や
アルミナ等で製作されたシャワープレート又は分散板に水冷配管等の冷却手段を設けるこ
とが好ましい。このような冷却手段を設けることにより、触媒手段に電流を流した際の触
媒ワイヤーの発熱による空間内の不適切な温度上昇をコントロールできる。この冷却手段
は、シャワープレート等の近傍以外にも、空間１０５ｂを構成するベルジャー形容器１０
４ｂの外壁部にも設けて空間１０５ｂ内の温度をコントロールできるようにすることが好
ましい。
【００４６】
　上記触媒手段に関しては、図２に模式的に示す一構成例を参照して説明する。励起され
た反応ガスは、真空チャンバーにバルブ２０１を介して連通可能に接続されている触媒室
２０２内で生成される。この触媒室２０２内には、タングステン(Ｗ)等のような公知の励
起用触媒金属からなるワイヤー２０３等が配置されており、この触媒室２０２の外壁面に
は、冷却手段２０４が設けられている。触媒室２０２にはまた、ターボ形分子ポンプ等の
真空ポンプからなる排気手段２０５が接続され、触媒室内を例えば０．１～１０Ｔｏｒｒ
(１３．３～１３３３．３Ｐａ)の圧力まで排気することができるように構成されている。
この範囲外の圧力では反応ガスの励起が効率的に生じない。なお、触媒室２０２と排気手
段２０５との間にバルブ２０６を介設して、このバルブ２０６と触媒室２０２との間にベ
ントライン２０７を設けてもよい。このようなベントライン２０７を設けることにより、
触媒室２０２と真空チャンバーとの間を仕切るアイソレーションバルブのようなバルブ２
０１を開け閉めしても、触媒室の圧力が変動しないように構成することができる。触媒室
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２０２内への反応ガスの導入は、ガス導入口２０２ａを介して行われる。
【００４７】
　図１に示す基板ステージ１０２ａと１０２ｂとの間には基板搬送手段１１０が設けられ
ている。この基板搬送手段１１０は、モータやエアーシリンダ等の駆動手段(図示せず)に
よって昇降自在な軸部１１０ａを有し、軸部１１０ａの一端には、この軸部を中心として
回動自在なアーム１１０ｂが設けられている。この軸部１１０ａを昇降させつつアーム１
１０ｂを適宜回動させることにより、基板ステージ１０２ａと１０２ｂとの間で成膜対象
物Ｓの受渡しを行うことができる。
【００４８】
　また、上記真空成膜装置１０１には、基板搬送室(ロードロックチャンバー)１１１がゲ
ートバルブ１１２を介して連結されており、このロードロックチャンバー内に設けたロボ
ット等の基板搬送手段によって、真空成膜装置１０１とロードロックチャンバー１１１と
の間で成膜対象物Ｓの受渡しを行うことができるようになっている。
【００４９】
　図１において、符号１１３は、排気通路Ｖを有する排気手段を示す。
【００５０】
　上記真空成膜装置１０１では、この装置内に、吸着工程を行う空間１０５ａの形成され
た真空チャンバーと反応工程を行う空間１０５ｂの形成された真空チャンバーとを別々に
設けてある。そのため、この真空成膜装置を用いるバリア膜等の薄膜の形成方法によれば
、吸着工程及び反応工程における各プロセス条件を独立に設定でき、原料ガスと反応ガス
との反応を促進させて膜質のよい薄膜を得ることができる上、成膜対象物Ｓの搬送時間を
短縮でき、成膜プロセスのサイクル時間を早くすることができる。また、この装置を低コ
ストで製作できる。
【００５１】
　次に、本発明の別の実施の形態に係る真空成膜装置について、図３～５を参照して説明
する。図３は、回転テーブルとベルジャー形容器とで囲んで真空チャンバーを形成する場
合の成膜装置の模式的構成図を示す。図４は、図３においてベルジャー形容器を取り外し
た場合の成膜装置の上面図を示す。図５は、バリア膜のような薄膜を形成する成膜プロセ
スを説明するための模式的構成図であり、図４の指示線Ｂ－Ｂからみた側面図であり、成
膜対象物の搬送された状態(図５(ａ))、真空チャンバーが形成された状態(図５(ｂ))、成
膜プロセスが実施される状態(図５(ｃ))を示す。
【００５２】
　図３～５に示す真空成膜装置(ＡＬＤ装置)３０１は、図１に示す真空成膜装置１０１と
ほぼ同様の構成を有するが、複数(図では４つ)の成膜対象物Ｓを同時に処理できるように
構成されている。図面作成及び説明の都合上、図３では２つ、図４では４つ、図５では１
つの真空チャンバーを示してある。
【００５３】
　真空排気手段を備えた真空成膜装置３０１内には、４つの基板ステージ３０２ａ、３０
２ｂ、３０２ｃ及び３０２ｄが設けられ、これらの基板ステージは、それぞれ、モータや
エアーシリンダ等の駆動手段３０３ａ、３０３ｂ、３０３ｃ、３０３ｄの駆動軸３０４ａ
、３０４ｂ、３０４ｃ、３０４ｄによって昇降自在に構成され、後述するように、排気手
段としても機能するステージ支持台３０５上に設置され、固定されている。この場合、４
つの基板ステージは、同一円周上に所定の間隔を置いて均等に配置されている。
【００５４】
　基板ステージ３０２ａ～３０２ｄのそれぞれには、抵抗加熱等による加熱手段(図示せ
ず)が内蔵され、各基板ステージ毎に、成膜対象物Ｓを所定の温度に加熱することができ
ようになっている。真空成膜装置３０１内にはまた、基板ステージ３０２ａ～３０２ｄの
それぞれに対向してベルジャー形容器３０６ａ、３０６ｂ、３０６ｃ及び３０６ｄがそれ
ぞれ設けられている。各ベルジャー形容器は、成膜プロセス実施時に真空チャンバーを形
成する。例えば、以下述べる回転テーブルをベルジャー形容器の開口部に向かって上昇さ
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せた場合に(或いは、各ベルジャー形容器を回転テーブルに向かって下降させてもよい)、
ベルジャー形容器のそれぞれの開口部が回転テーブルで覆われて４つの真空チャンバーが
形成され、各真空チャンバーの空間３０７ａ、３０７ｂ、３０７ｃ、３０７ｄが所定の順
序で吸着工程、反応工程をそれぞれ行う成膜プロセス室として機能する。
【００５５】
　真空成膜装置３０１内には成膜対象物Ｓを搬送する基板搬送手段としても機能する回転
テーブル３０８が設けられている。回転テーブル３０８には、同一円周上にベルジャー形
容器の数と同じ数の円形の貫通穴３０８ａ、３０８ｂ、３０８ｃ、３０８ｄが均等の間隔
で設けられ、成膜プロセスを行う際に、駆動手段３０３ａ～３０３ｄのそれぞれに連結さ
れた昇降自在の各駆動軸３０４ａ～３０４ｄによってステージ支持台３０５を上昇させる
時、各基板ステージがそれぞれの貫通穴を通過できるように構成されている。回転テーブ
ル３０８上には、各貫通穴３０８ａ～３０８ｄの周辺部の少なくとも一部に成膜対象物Ｓ
を保持する基板保持部３０９ａ、３０９ｂ、３０９ｃ、３０９ｄがそれぞれ設けられてい
る。回転テーブル３０８はまた、駆動手段３０８－１に連結された駆動軸３０８－２によ
り回転自在に構成されている。
【００５６】
　ステージ支持台３０５はまた、回転自在に構成されていてもよい。
【００５７】
　回転テーブル３０８の上面がベルジャー形容器３０６ａ～３０６ｄの各開口部側を完全
に覆う位置まで回転テーブルを上昇させることが好ましい。この場合、各空間３０７ａ～
３０７ｄ内に所定のガスを導入する際に空間内を所定の圧力に保持できるように、回転テ
ーブル３０８には、基板保持部３０９ａ～３０９ｄのそれぞれの外周壁の近傍に各空間内
を排気するための排気穴３０８ｅ、３０８ｆ、３０８ｇ、３０８ｈがそれぞれに複数個設
けられている。この排気穴３０８ｅ～３０８ｈの数やその開口面積を変えてコンダクタン
スを調節できる。なお、回転テーブル３０８の上面とベルジャー形容器３０６ａ～３０６
ｄの各開口部側との間が若干離れていても良いが、この場合には、各空間３０７ａ～３０
７ｄ内に所定のガスを導入する際に、この間隙を介しても排気されるので、コンダクタン
スの調節の面からはあまり好ましくない。
【００５８】
　上記したように、各空間３０７ａ～３０７ｄ内の排気は、それぞれ、回転テーブル３０
８に設けられた排気穴３０８ｅ～３０８ｈを介して行われる。その際、原料ガスと反応ガ
スとが真空成膜装置３０１内で混ざり合い、気相反応を起こしてパーティクルが発生する
のを防止する必要がある。そのため、ステージ支持台３０５の内部に排気通路を設け、ス
テージ支持台が排気手段としても機能するように、排気穴３０８ｅ～３０８ｈのそれぞれ
と整合する位置に排気通路の排気入口３０５ａ、３０５ｂ、３０５ｃ、３０５ｄをそれぞ
れ設けて、吸着工程時、反応工程時に排気穴と排気入口とが連通できるように構成するこ
とが好ましい(図５(ｃ))。この場合、排気通路の出口と真空成膜装置３０１の壁面とをベ
ローズタイプ等の配管３１０で接続して、ステージ支持台(すなわち、排気通路)が基板ス
テージ３０２ａ～３０２ｄの動作と共に上下に動くことが可能となるように構成する。配
管３１０を設ける位置は、特に制限はなく、図３に示したような位置であっても良く、一
様に排気できる位置であればよい。各成膜プロセスに応じてコンダクタンスを調節する。
また、排気通路は、図３に示したように一つに纏めて真空成膜装置３０１外へ排気できる
ように構成することが好ましい。
【００５９】
　ベルジャー形容器３０６ａ～３０６ｄには、それぞれ、その天井部に公知の構造を有す
るシャワープレート又は分散板を備えたガス導入手段３１１ａ、３１１ｂ、３１１ｃ、３
１１ｄがそれぞれ成膜対象物Ｓに対向して設けられ、ガス配管３１２ａ、３１２ｂ、３１
２ｃ、３１２ｄを介して、例えばベルジャー形容器３０６ａと３０６ｃとに原料ガスを、
また、ベルジャー形真空容器３０６ｂと３０６ｄとに反応ガスを導入できるようになって
いる。この場合、ベルジャー形容器３０６ａと３０６ｃとに反応ガスを、また、ベルジャ
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ー形容器３０６ｂと３０６ｄとに原料ガスを導入してもよい。このように原料ガス、反応
ガスを導入すれば、回転テーブル３０８を一方向に回転させることにより、成膜対象物を
順番にずらしながら吸着工程、反応工程を連続して行うことができる。
【００６０】
　また、各ベルジャー形容器の外壁部には、図１に示すベルジャー形容器の場合と同様に
、高周波電源に接続されたＲＦコイル３１３を有するプラズマ発生装置が設けられていて
もよい。その詳細は、図１において述べた通りであるので説明を省略する。
【００６１】
　上記真空成膜装置３０１にはまた、図１に示す真空成膜装置１０１の場合と同様に、反
応工程を行う空間内に導入するための反応ガスを励起してラジカル化する手段として触媒
手段が設けられていることが好ましい。その詳細は、図１において述べた通りであるので
説明を省略する。
【００６２】
　上記真空成膜装置３０１にはまた、基板搬送室(ロードロックチャンバー)３１４がゲー
トバルブ３１５を介して連結されており、このロードロックチャンバーに設けたロボット
等の基板搬送手段(図示せず)によって、真空成膜装置３０１とロードロックチャンバー３
１４との間で成膜対象物Ｓの受渡しを行うことができるようになっている。
【００６３】
　上記真空成膜装置３０１では、この装置内に、吸着工程を行う空間の形成された真空チ
ャンバーと反応工程を行う空間の形成された真空チャンバーとを別々に設けてある。その
ため、この真空成膜装置を用いてバリア膜等の薄膜を形成する際には、吸着工程及び反応
工程における各プロセス条件を独立に設定でき、原料ガスと反応ガスとの反応を促進させ
て膜質のよい薄膜を得ることができる上、成膜対象物の搬送時間を短縮でき、成膜プロセ
スのサイクル時間を早くすることができる。また、この装置は低コストで製作できる。
【００６４】
　次に、図１及び図３～５にそれぞれ示す真空成膜装置１０１及び３０１を稼働して薄膜
を形成する場合について、バリア膜の形成方法を例に取り説明する。
【００６５】
　上記真空成膜装置を用いてＡＬＤ法に従って薄膜を形成する場合、基板ステージ又は回
転テーブル上に成膜対象物を載置し、基板ステージ又は回転テーブルと真空チャンバー用
容器とで形成される真空チャンバー内の空間へ原料ガスを導入して成膜対象物上に原料ガ
スを吸着させる工程と、吸着処理された成膜対象物を他の真空チャンバー内の空間へ搬送
し、この空間内へ反応ガスを導入して吸着された原料ガスと反応させる工程とを行い、成
膜対象物上に薄膜を形成することができる。より具体的には、原料ガスの導入手段を備え
た真空チャンバーの空間内にホール、トレンチが形成されている成膜対象物を載置し、こ
の空間内に原料ガスを所定の圧力下に導入して成膜対象物の表面に吸着させる吸着工程を
行い、そしてこの原料ガスの吸着された成膜対象物を反応ガスの導入手段を備えた真空チ
ャンバーの空間内に搬送し、この空間内に励起された反応ガスを導入して吸着された原料
ガスと反応させる反応工程を行い、ホール、トレンチの内壁を含めて成膜対象物上に薄膜
を形成することができる。この場合、上記吸着工程及び反応工程のプロセス条件を独立に
設定して吸着、反応を行うことができ、原料ガスと反応ガスとの反応をより促進させて、
膜質のよい薄膜を得ることができると共に、成膜プロセスのサイクルタイムを早くできる
。また、低温プロセスで、微細なホール、トレンチ等の上部でオーバーハングすることも
なく、これらのホールやトレンチの内壁にカバレージ良く薄膜を形成することができる。
【００６６】
　図１に示す真空成膜装置１０１を用いて行う薄膜形成方法の場合、まず、真空排気手段
を作動させてロードロックチャンバー１１１及び真空成膜装置１０１内を真空排気した後
、ロードロックチャンバー１１１から成膜対象物Ｓを真空成膜装置内へ搬送し、基板ステ
ージ１０２ａ上に載置する。この際、基板ステージ１０２ａ(１０２ｂ)に内蔵された加熱
手段をそれぞれ作動させる。
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【００６７】
　上記真空排気により真空成膜装置１０１内の圧力が所定値(例えば、２×１０－５Ｔｏ
ｒｒ)に達したら、基板ステージ１０２ａを上昇させて、基板ステージとベルジャー形容
器１０４ａとで空間１０５ａ(すなわち、真空チャンバー)を形成し、成膜対象物Ｓがこの
空間内に位置するようにする(図１(ｂ)参照)。この際、図示したように、基板ステージ１
０２ｂも同時に上昇させて、形成された空間１０５ｂ内の雰囲気と空間１０５ａ内の雰囲
気とを相互に隔絶するのがよい。この場合、ベルジャー形容器を下降させて基板ステージ
と真空チャンバーを形成しても、或いは基板ステージとベルジャー形容器とを相互に昇降
させて真空チャンバーを形成してもよい。以下述べる真空チャンバーの形成も同じように
して行われ得る。
【００６８】
　成膜対象物Ｓが図１(ｂ)に示したような位置にある状態で、加熱手段によって基板ステ
ージ１０２ａ上の成膜対象物Ｓを所定温度(５０～４５０℃、好ましくは８０～３００℃
、例えば１５０℃)に維持し、真空チャンバーの空間１０５ａ内の圧力を所定値(例えば、
３×１０－１Ｔｏｒｒ)になるように、ガス導入手段１０７ａを介してＺｒ(ＢＨ４)４ガ
スのような原料ガス(０．５～２００ｓｃｃｍ)を真空チャンバー内へ導入し、所定時間(
０．１～１０秒、例えば２秒)保持して原料ガスを成膜対象物Ｓ上に吸着させる。
【００６９】
　成膜対象物が５０℃未満であると処理に時間がかかってしまい、４５０℃を超えると、
例えばＣｕやＡｌの用いられた半導体装置の配線層にバリア膜(ＺｒＢ２膜、ＺｒＢＮ膜)
を用いることができない。吸着工程において、原料ガスの供給時間が０．１秒未満である
と吸着処理が十分に図れず、１０秒を超えるとスループットの観点から長すぎて妥当でな
い。原料ガスのみの供給流量が０．５ｓｃｃｍ未満であると必要な吸着効果が得られず、
２００ｓｃｃｍを超えると吸着後の排気処理に時間がかかってしまい妥当でない。
【００７０】
　上記吸着工程の終了後、余分の原料ガスを間隙１０６ａを介して排気通路Ｖ(排気手段
１１３)を通過させて装置外へ真空排気する。次いで、基板ステージ１０２ａ及び１０２
ｂを下降させて各真空チャンバーを開放し、基板搬送手段１１０によって成膜対象物Ｓを
基板ステージ１０２ａから基板ステージ１０２ｂに搬送する。そして、真空排気によりベ
ルジャー形真空容器１０４ａ及び１０４ｂ内を含む真空成膜装置１０１の圧力が再度所定
値(例えば、２×１０－５Ｔｏｒｒ)に達したら、基板ステージ１０２ｂを上昇させて、基
板ステージとベルジャー形容器１０４ｂとで空間１０５ｂを形成し、成膜対象物Ｓがこの
空間内に位置するようにする(図１(ｂ)参照)。この際、基板ステージ１０２ａも同時に上
昇させて、形成された空間１０５ａ内の雰囲気と空間１０５ｂ内の雰囲気とを相互に隔絶
するのがよい。
【００７１】
　成膜対象物Ｓが上記したような位置にある状態で、加熱手段によって基板ステージ１０
２ｂ上の成膜対象物Ｓを所定温度(例えば、４５０℃)に維持し、真空チャンバーの空間１
０５ｂの圧力を所定値(例えば、５×１０－１Ｔｏｒｒ)になるように、ガス導入手段１０
７ｂを介して励起されたＮＨ３及び／又はＨ２のような反応ガス(２０～１０００ｓｃｃ
ｍ)を真空チャンバー内へ導入し、所定時間(例えば、０．１～１０秒)成膜対象物Ｓ上に
吸着している原料ガスと反応させ、成膜対象物Ｓ上に所望のバリア膜(ＺｒＢ２膜又はＺ
ｒＢＮ膜)等の薄膜を形成する。この場合、導入する反応ガスは、触媒手段により励起し
てラジカル化したものであることが好ましい。
【００７２】
　反応工程、すなわち原料の分解工程において、励起された反応ガスの供給時間が０．１
秒未満であると反応処理が十分に図れず、１０秒を超えるとスループットの観点から長す
ぎて妥当でない。反応ガスの供給流量が２０ｓｃｃｍ未満であると必要な反応効果が得ら
れず、１０００ｓｃｃｍを超えると反応後の排気処理に時間がかかってしまい妥当でない
。
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【００７３】
　上記反応工程の終了後、副生成物ガスや未反応ガスを間隙１０６ｂを介して排気通路Ｖ
(排気手段１１３)を通過させて装置外へ真空排気する。次いで、基板ステージ１０２ａ及
び１０２ｂを下降させて各真空チャンバーを開放し、基板搬送手段１１０によって成膜対
象物Ｓを吸着工程用の基板ステージ１０２ａに再度搬送する。そして、上記と同様の手順
で吸着工程及び反応工程からなる一連の成膜操作を所望の回数繰り返すことにより所定の
膜厚を有する薄膜(ＺｒＢ２膜又はＺｒＢＮ膜)を形成することができる。得られた薄膜は
、ホール、トレンチ等の上部にオーバーハングもなく、その内面にカバレージ良く形成さ
れていることが確認された。
【００７４】
　上記したように、成膜プロセス時の空間１０５ａ及び１０５ｂ内の排気は、それぞれ、
各基板ステージの周りを取り囲むように成膜プロセス時に形成される間隙１０６ａ及び１
０６ｂを介して行われる。この間隙から真空成膜装置内へ直接排気してしまうと、上記吸
着工程／反応工程の操作を同時に行う場合等に、反応ガスと原料ガスとが真空成膜装置１
０１内で混ざり合い、気相反応を起こしてパーティクルが発生してしまうからである。こ
のパーティクル発生が起こらないようにするため、排気通路Ｖを設け、吸着工程／反応工
程を行う時に、この排気通路Ｖを有する排気手段１１３でベルジャー形容器１０４ａ、１
０４ｂをキャップできるようにする(図１(ｂ)及び(ｃ))ことが好ましい。この排気手段１
１３を固定部材１１４で各基板ステージ１０２ａ、１０２ｂに固定すれば、排気手段の少
なくとも一部をベローズタイプ等の配管１１５にすることで、排気手段を基板ステージ１
０２ａ、１０２ｂの上下動と共に動かせるようにできる。この排気手段は、図示したよう
に一つに纏めて装置１０１外へ排気するように構成したものでも、各真空容器ごとに排気
手段を別個に設けて、それぞれから装置外へ排気するように構成したものでもよい。
【００７５】
　上記励起した反応ガスを成膜対象物Ｓ上に供給するには、例えば、タングステン等から
なる公知の触媒ワイヤーのような触媒手段からなる触媒室２０２(図２)をガス導入手段１
０７ｂに連結したガス配管１０８ｂに介設して、励起された反応ガスをシャワープレート
又は分散板を備えたガス導入手段を介して成膜対象物Ｓ上に供給すればよい。或いは、空
間１０５ｂ内に、すなわちガス導入手段１０７ｂのシャワープレート又は分散板の上流側
に上記触媒手段を設置して、空間内へ導入される反応ガスをこの触媒により励起してから
、水冷機構付きのシャワープレート又は分散板を介して成膜対象物Ｓ上に供給すればよい
。この場合、触媒ワイヤーの温度は、成膜プロセス実施時と待機時とで電流値、電圧値を
変化させることにより、変えることが好ましい。
【００７６】
　例えば、タングステンワイヤーの温度コントロールは、次のようにして行われる。タン
グステンワイヤーに電流を流して１７００℃程度に加熱して反応ガスを励起する場合には
、電流値は、このワイヤーの周囲の圧力や定電流回路に依存して異なるが、通常、０．５
ｍｍφのワイヤーにおいて１２Ａ程度になる。この電流値を常にワイヤーに流していると
、ワイヤーの熱でウェハ温度や基板ステージ温度等が上昇してしまうので、成膜プロセス
時と待機時とで電流値を変えて温度コントロールする必要がある。例えば、タングステン
ワイヤー周囲の圧力が１００Ｐａの場合、成膜プロセス時には電流値１２Ａでワイヤー温
度１７００℃程度として反応ガスを励起し、また、電流値５Ａでワイヤー温度５００℃、
電流値３Ａでワイヤー温度１９０℃となるので、待機時に低い電流値にして温度を下げて
おく。このように、基板ステージ温度に合わせてワイヤーの電流値を変えることができる
。
【００７７】
　上記薄膜形成方法によれば、図２に示すように、反応ガスのＨ２ガス及び／又はＮＨ３

ガスをガス導入口２０２ａから触媒室２０２内へ導入し、一般に１６００～１９００℃、
好ましくは１７００～１８００℃に加熱された触媒と接触させて励起せしめ、バルブ２０
１を開放して、励起されたガスを０．１～１０秒の間、２０～１０００ｓｃｃｍの流量で
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真空チャンバー内へ導入し、成膜対象物Ｓ上に吸着された原料ガスとの反応工程を行う。
触媒温度が１６００℃未満であると、例えばタングステンからなる触媒線の触媒効果が低
く、Ｈ２やＮＨ３のラジカル化効率が低くなり、触媒温度が１９００℃を超えると、例え
ばタングステンからなる触媒自身が熱で昇華し、触媒配線が切れたり、昇華したタングス
テン原子が汚染源となり、膜質に影響を与える。なお、触媒室２０２と排気手段２０５と
の間に介設されたバルブ２０６と触媒室２０２との間に設けたベントライン２０７により
、触媒室２０２と真空チャンバーとの間を仕切るアイソレーションバルブのようなバルブ
２０１を開け閉めしても、触媒室の圧力が変動しないようになっている。
【００７８】
　上記では、基板ステージ１０２ａと基板ステージ１０２ｂとの間で１枚の成膜対象物Ｓ
を順次搬送し、所定の真空チャンバーの空間内で、別々に、吸着工程と反応工程とを繰り
返して薄膜を形成することについて説明したが、例えば、軸部１１０ａに２本のアームを
取付け、基板ステージ１０２ａと基板ステージ１０２ｂとの間で２枚の成膜対象物Ｓを同
時に搬送し、２枚の成膜対象物Ｓのそれぞれに対して一方は吸着工程、他方は反応工程の
一連の操作が同時に行なわれるようにしてもよい。この場合、真空チャンバーやアームの
数を増やして、２枚以上の成膜対象物Ｓのそれぞれに対して同時に吸着工程及び反応工程
を行うこともできる。
【００７９】
　また、図３～５に示す真空成膜装置３０１を用いて行う薄膜形成方法の場合、まず、真
空排気手段を作動させてロードロックチャンバー３１４及び真空成膜装置３０１を真空排
気した後、ロードロックチャンバー３１４から一枚目の成膜対象物Ｓを真空成膜装置内へ
搬送して、回転テーブル３０８に設けた基板保持部３０９ａ上にこの成膜対象物Ｓを載置
する(図５(ａ)参照)。この際、基板ステージ３０２ａ～３０２ｄ内に内蔵された加熱手段
をそれぞれ作動させる。
【００８０】
　上記真空排気により真空成膜装置３０１内の圧力が所定値(例えば、２×１０－５Ｔｏ
ｒｒ)に達したら、駆動手段３０８－１を駆動させて駆動軸３０８－２により回転テーブ
ル３０８を上昇させて、回転テーブルの上面とベルジャー形容器３０６ａ～３０６ｄの各
開口部とを接触させ、それぞれ空間３０７ａ～３０７ｄを有する真空チャンバーを形成す
る。この場合、成膜対象物Ｓを載置した基板保持部３０９ａをベルジャー形容器３０６ａ
内に突出するまで回転テーブルを上昇させ、成膜対象物Ｓが形成された第１の空間３０７
ａ内に位置するようにする(図５(ｂ)参照)。この際、図に示すように、回転テーブル３０
８により全てのベルジャー形容器の各開口部を覆って、各空間３０７ａ～３０７ｄ内の雰
囲気が相互に隔絶されるようする。
【００８１】
　次いで、駆動手段３０３ａ～３０３ｄを駆動させて駆動軸３０４ａ～３０４ｄによりス
テージ支持台３０５を上昇させ、基板ステージ３０２ａ～３０２ｄのそれぞれを回転テー
ブル３０８の各貫通穴３０８ａ～３０８ｄに対して貫通させ、基板ステージの上面を成膜
対象物Ｓの下面に当接せしめ、そしてステージ支持台をさらに上昇させ、ステージ支持台
の上面と回転テーブルの下面とを当接せしめて基板ステージ３０２ａ上に載置された成膜
対象物Ｓを第１の空間３０７ａ内の成膜位置にセットする(図５(ｃ)参照)。
【００８２】
　その後、図５(ｃ)に示す状態で、加熱手段により基板ステージ３０２ａ上の一枚目の成
膜対象物Ｓを所定温度(５０～４５０℃、好ましくは８０～３００℃、例えば３００℃)に
加熱・保持し、回転テーブル３０８とベルジャー形真空容器３０６ａとで形成された真空
チャンバー内の空間３０７ａの圧力が所定値(例えば、３×１０－１Ｔｏｒｒ)になるよう
に、ガス導入手段３１１ａを介してＺｒ(ＢＨ４)４ガスのような原料ガス(例えば、０．
５～２００ｓｃｃｍ)を空間３０７ａ内へ導入し、所定時間(０．１～１０秒、例えば、２
秒)保持して原料ガスを一枚目の成膜対象物Ｓの表面上に吸着させる。この場合、排気穴
３０８ｅと連通したステージ支持台３０５の排気入口３０５ａを経てステージ支持台内の
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排気通路を通って装置外への排気が行われるので、空間３０７ａ内の圧力を所定の値に保
持できる。また、吸着工程終了後、余分の原料ガスも装置外へ真空排気される。
【００８３】
　上記吸着工程の終了後、ステージ支持台３０５を下降させ、また、回転テーブル３０８
も下降させて、各真空チャンバーを開放し、図５(ａ)の状態に戻す。その後、回転テーブ
ル３０８を所定の角度(本実施の形態では、９０度)だけ回転させ、基板ステージ３０２ａ
～３０２ｄのそれぞれの位置と貫通穴３０８ａ～３０８ｄのそれぞれの位置とを一致させ
る。この場合、原料ガスの吸着された一枚目の成膜対象物Ｓは、第２の基板ステージ３０
２ｂの上方に搬送され、基板保持部３０９ｂ上に載置されることになる。そして、ロード
ロックチャンバー３１４から二枚目の成膜対象物Ｓを搬送して、一枚目の成膜対象物Ｓが
載置されていた空の基板ステージ３０２ａの基板保持部３０９ａ上に載置する。
【００８４】
　次いで、真空排気しながら真空成膜装置３０１内の圧力が上記所定値に再度達したら、
回転テーブル３０８を上昇させて、回転テーブルの上面とベルジャー形容器３０６ａ～３
０６ｄの各開口部とを接触させ、それぞれ空間３０７ａ～３０７ｄを形成する。この場合
、一枚目及び二枚目の成膜対象物Ｓをそれぞれ載置した基板保持部３０９ｂ、３０９ａを
ベルジャー形真空容器３０６ｂ、３０６ａ内に突出するまで回転テーブルを上昇させ、成
膜対象物Ｓのそれぞれが、形成された第２の空間３０７ｂ、第１の空間３０７ａ内のそれ
ぞれに位置するようにする(図５(ｂ)参照)。この際、図に示すように、回転テーブル３０
８により全てのベルジャー形容器の開口部が覆われて、各空間３０７ａ～３０７ｄ内の雰
囲気が相互に隔絶されるようになる。
【００８５】
　次いで、駆動手段３０３ａ～３０３ｄを駆動させて駆動軸３０４ａ～３０４ｄによりス
テージ支持台３０５を上昇させて、各基板ステージを回転テーブル３０８の各貫通穴３０
８ａ～３０８ｄを貫通させ、各基板ステージの上面を各成膜対象物Ｓの下面にそれぞれ当
接せしめ、そしてステージ支持台をさらに上昇させ、ステージ支持台の上面と回転テーブ
ルの下面とを当接せしめて基板ステージ３０２ｂ及び３０２ａ上にそれぞれ載置された一
枚目及び二枚目の成膜対象物Ｓを、それぞれ、第２、第１の各空間３０７ｂ、３０６ａ内
のそれぞれの成膜位置にセットする。
【００８６】
　成膜対象物が成膜位置にセットされた状態で、加熱手段により基板ステージ３０２ｂ上
の一枚目の成膜対象物Ｓであって表面に原料ガスが吸着したものを所定温度(例えば、５
００℃)に加熱・保持し、触媒室内でＮＨ３及び／又はＨ２ガスのような反応ガスを励起
してイオン化またはラジカル化したガス(２０～１０００ｓｃｃｍ)を、ガス導入手段３１
１ｂを介して、回転テーブル３０８とベルジャー形容器３０６ｂとで形成された第２の真
空チャンバー内の空間３０７ｂの圧力が所定値(例えば、５×１０－１Ｔｏｒｒ)になるよ
うに空間内に導入し、所定時間(０．１～１０秒、例えば２秒)保持して成膜対象物Ｓ上に
吸着された原料ガスと反応させ、一枚目の成膜対象物Ｓ上にＺｒＢ２膜又はＺｒＢＮ膜等
の薄膜を形成する。
【００８７】
　同時に、基板ステージ３０２ａ上の二枚目の成膜対象物Ｓを上記した所定温度(例えば
、３００℃)に加熱・保持し、回転テーブル３０８とベルジャー形容器３０６ａとで形成
された第１の真空チャンバー内の空間３０７ａの圧力が所定値(例えば、３×１０－１Ｔ
ｏｒｒ)になるように、ガス導入手段３１１ａを介して原料ガスを導入し、上記した所定
時間(例えば、２秒)保持して原料ガスを二枚目の成膜対象物Ｓの表面上に吸着させる。
【００８８】
　一枚目の成膜対象物Ｓへの反応工程及び二枚目の成膜対象物Ｓへの吸着工程が終了した
時点で、余分の原料ガス、未反応ガスや副生成物ガス等を、排気穴３０８ｅ、３０８ｆを
介して、内部に排気通路が設けられているステージ支持台３０５の上面に開けられた排気
入口３０５ａからこの通路を通って装置外へ真空排気せしめる。その後、ステージ支持台
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３０５を下降させ、また、回転テーブル３０８も下降させて、各真空チャンバーを開放す
る。次いで、回転テーブル３０８を所定の角度(本実施の形態では、９０度)だけさらに回
転させ、基板ステージ３０２ａ～３０２ｄのそれぞれの位置と貫通穴３０８ａ～３０８ｄ
のそれぞれの位置とを一致させる。この場合、一枚目の成膜対象物Ｓは、第３の基板ステ
ージ３０２ｃの上方に搬送され、二枚目の成膜対象物Ｓは、第２の基板ステージ３０２ｂ
の上方に搬送され、それぞれの基板保持部上に載置されることになる。そして、二枚目の
成膜対象物Ｓが載置されていた空の基板ステージ３０２ａの基板保持部上には、ロードロ
ックチャンバー３１４から三枚目の成膜対象物Ｓを搬送して載置する。
【００８９】
　次いで、上記と同じ手順で、一枚目及び三枚目の成膜対象物Ｓに対して吸着工程を実施
し、二枚目の成膜対象物Ｓに対して反応工程を実施し、各工程が終了した時点で、余分の
原料ガス、未反応ガスや副生成物ガス等を上記と同様にして成膜装置外へ真空排気せしめ
る。その後、ステージ支持台３０５を下降させ、また、回転テーブル３０８も下降させて
各真空チャンバーを開放する。その後、回転テーブル３０８を所定の角度(本実施の形態
では、９０度)だけさらに回転させ、基板ステージ３０２ａ～３０２ｄのそれぞれの位置
と貫通穴３０８ａ～３０８ｄのそれぞれの位置とを一致させる。この場合、一枚目の成膜
対象物Ｓは、第４の基板ステージ３０２ｄの上方に搬送され、二枚目の成膜対象物Ｓは、
第３の基板ステージ３０２ｃの上方に搬送され、三枚目の成膜対象物Ｓは第２の基板ステ
ージ３０２ｂの上側に搬送され、それぞれ、基板保持部上に載置されるようになる。そし
て、ロードロックチャンバー３１３から四枚目の成膜対象物Ｓを搬送して、三枚目の成膜
対象物Ｓが載置されていた空の基板ステージ３０２ａの基板保持部３０９ａ上に載置する
。次いで、上記と同じ手順で、二枚目及び四枚目の成膜対象物Ｓに対して吸着工程を実施
し、一枚目及び三枚目の成膜対象物Ｓに対して反応工程を実施する。
【００９０】
　その後、上記のように４枚の成膜対象物が載置された状態で、回転テーブル３０８を順
次所定の角度で回転させながら吸着工程及び反応工程を数回～数百回繰り返し、各成膜対
象物Ｓ上に所定の膜厚の薄膜(ＺｒＢＮ膜又はＺｒＢ２膜)を形成する。得られた薄膜は、
ホール、トレンチ等の上部にオーバーハングもなく、その内面にカバレージ良く形成され
ていることが確認された。
【００９１】
　上記励起した反応ガスを成膜対象物Ｓ上に供給するには、図１との関連で説明したよう
に、タングステン等からなる公知の触媒ワイヤーのような触媒手段からなる触媒室２０２
(図２)をガス導入手段に連結したガス配管に介設して、励起された反応ガスをシャワープ
レート又は分散板を備えたガス導入手段を介して成膜対象物Ｓ上に供給するか、又は空間
内に、すなわちガス導入手段のシャワープレート又は分散板の上流側に上記触媒手段を設
置して、空間内へ導入される反応ガスをこの触媒により励起してから、水冷機構付きのシ
ャワープレート又は分散板を介して成膜対象物Ｓ上に供給すればよい。この場合、タング
ステンワイヤー等の触媒ワイヤーの温度コントロールは、上記したように行えばよい。
【００９２】
　図３～５に示す回転テーブルを備えた真空成膜装置３０１については、説明の便宜上、
成膜対象物を真空チャンバー内へ搬送した後、次の成膜対象物を入れるまでの間、吸着工
程、反応工程を一回ずつしか行わないように記述してある。しかし、次の成膜対象物を入
れるまでの空き時間を利用して、これらの工程を複数回行うことが好ましい。例えば、バ
リア膜等の薄膜形成プロセスのみではなく、その前後のプロセスも本発明の真空成膜装置
に付加された、いわゆるインテグレーション装置の場合、成膜対象物が成膜装置内まで搬
送されてくるのにかかる時間を有効に利用するために、この空き時間に回転テーブルを回
転させ、すでに真空チャンバー内に搬送されている成膜対象物に対して、吸着工程、反応
工程を複数回繰り返し、スループットを上げることが効率的である。
【００９３】
　なお、上記した本発明の真空成膜装置を用いて行う薄膜形成方法において、原料ガス(
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反応ガス)が真空チャンバーや成膜装置内に濃い濃度で残留していると、反応ガス(原料ガ
ス)と気相中で反応し、真空チャンバーや成膜装置の内壁等にパーティクル発生の問題が
生じるので、できるだけ真空に引き切ったり、不活性ガス(例えば、Ｎ２やＡｒ等)を導入
して原料ガスや反応ガスの残留ガス濃度を低くすることが好ましい。
【００９４】
　上記した薄膜形成方法によれば、基板上に、スパッタ法やＣＶＤ法又は塗布法等により
、例えばＰ－ＳｉＯ膜、ＢＰＳＧ膜、ＨＤＰ－ＰＳＧ膜等の絶縁膜や、Ｐ－ＳｉＯＣ膜や
、ポーラスＬｏｗ－ｋ膜等の低誘電率膜を形成し、この絶縁膜や低誘電率膜を通常のエッ
チング条件でエッチングしてアスペクト比の高い微細なホール、トレンチ等を形成したも
のを成膜対象物として用い、上記したように、ＡＬＤ法により、このホール等の上部でバ
リア膜等の薄膜がオーバーハングすることもなく、ホール等の内壁にカバレージ良く良質
の薄膜を形成することができる。上記基板としては、例えばＳｉ基板等の半導体装置にお
いて通常用いられる基板を用いることができる。
【００９５】
　上記した薄膜形成方法によれば、原料ガスとして、例えばＺｒ(ＢＨ４)４ガスを使用し
、また、反応ガスとして、例えば励起されたＨ２ガス及びＮＨ３ガスの少なくとも１種を
使用して、成膜対象物上にホール、トレンチの内壁を含めてＺｒＢ２膜又はＺｒＢＮ膜か
らなる薄膜を形成することができる。
【００９６】
　この原料ガスに関しては、原料が６０℃を超えると熱分解を起こすことから、６０℃以
下の温度でガス化せしめ、搬送することが必要である。例えば、図６(ａ)～(ｃ)に示す装
置を用いて生成せしめた原料ガスを、０．１～１０秒の間、０．５～２００ｓｃｃｍの流
量で真空チャンバー内へ導入する。
【００９７】
　すなわち、原料Ｚｒ(ＢＨ４)４の融点(２８．７℃)より低い温度、例えば２５℃(蒸気
圧１６ｍｍＨｇ)に加熱保温されたタンク６０１内にメッシュの細かい網６０２を設け、
その網の上に顆粒状の原料６０３を乗せ、バブリングガスとしてのＡｒ、Ｎ２等の不活性
ガスをマスフローコントローラー６０４を介してタンク６０１内の下方へ供給し、網６０
２の下方から上方へと原料内を流し、このバブリングにより原料を昇華させて、バブリン
グガスと共に原料ガスを真空チャンバー内へ導入し(図６(ａ))、成膜対象物の表面上に吸
着させる。
【００９８】
　または、原料Ｚｒ(ＢＨ４)４の融点より低い温度、例えば２５℃程度に加熱保温された
タンク６０１内に設けられた２枚の網６０２ａ及び６０２ｂの間に顆粒状の原料６０３を
挟持させ、バブリングガスとしてのＡｒ、Ｎ２等の不活性ガスをマスフローコントローラ
ー６０４を介してタンク６０１内の網６０２ａから網６０２ｂへと原料内を流し、このバ
ブリングにより原料６０３を昇華させて、バブリングガスと共に原料ガスを真空チャンバ
ー内へ導入し(図６(ｂ))、成膜対象物の表面上に吸着させる。
【００９９】
　あるはまた、原料ガスの真空チャンバー内への導入は、次のようにして行っても良い。
すなわち、原料Ｚｒ(ＢＨ４)４の融点以上、例えば５０℃(蒸気圧５５ｍｍＨｇ)程度に加
熱保温されたタンク６０１内へ原料６０３’を入れ、これを低差圧マスフローコントロー
ラーのようなマスフローコントローラー６０４’を用いて、原料６０３’の気化ガスを直
接制御しながら真空チャンバー内へ導入してもよく(図６(ｃ))、導入後成膜対象物の表面
上に吸着させる。
【０１００】
　上記吸着工程を行う前に、励起させた反応ガス、例えば触媒手段により励起させたＨ２

ガス及び／又はＮＨ３ガス、好ましくはＨ２ガスを励起させて得られた水素ラジカルや、
プラズマ発生装置により好ましくはＨ２ガスを励起させて得られた水素イオン及び水素ラ
ジカルを真空チャンバー内へ導入して、成膜対象物Ｓの表面に照射して前処理することが
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望ましい。これにより、ウェハ上の金属膜表面及び絶縁膜表面が前処理され、得られる薄
膜と下地の例えばＳｉＯ２等の絶縁膜との密着性が向上する。
【０１０１】
　なお、上記成膜工程を所定のサイクル行った後の成膜装置、真空チャンバー、触媒手段
や配管等のクリーニングは、例えばＮＦ３等の公知のクリーニングガスを導入し、所定の
条件下で行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明の真空成膜装置によれば、吸着工程及び反応工程におけるプロセス条件を独立し
て設定でき、原料ガスと反応ガスとの反応をより促進させて膜質のよい薄膜を得ることが
できると共に、成膜プロセスのサイクルタイムを早くでき、その上、この装置を低コスト
で製作できる。
【０１０３】
　従って、本発明は、半導体分野等の電気・電子分野において、例えばホール、トレンチ
等の内部をＣｕやＡｌ等の配線材料で埋め込む際の下地のバリア膜などの薄膜を形成し、
半導体集積回路を作製する技術分野に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明に係る真空成膜装置の一実施形態の模式的な構成図であり、(ａ)は成膜対
象物搬送位置で模式的に示す構成図、(ｂ)は成膜プロセス実施位置で模式的に示す構成図
、(ｃ)は(ａ)の指示線Ａ－Ａからみた上面図。
【図２】本発明で用いる触媒手段の一構成例を模式的に示す構成図。
【図３】本発明に係る真空成膜装置の別の実施形態の模式的な構成図。
【図４】図３においてベルジャー形容器を取り外した場合の真空成膜装置の上面図。
【図５】図３及び４に示す真空成膜装置を用いて薄膜を形成する際の成膜対象物の搬送に
ついて説明するためのもので、図４の指示線Ｂ－Ｂからみた模式的側面図であり、(ａ)は
成膜対象物搬送位置で、(ｂ)は真空チャンバーが構成される位置で、(ｃ)は成膜プロセス
実施位置で模式的に示す側面図。
【図６】本発明に係る真空成膜装置を稼働する際の原料ガスの生成方法を説明するための
模式的構成図であり、(ａ)はその生成手段の一例を説明するための構成図、(ｂ)は別の生
成手段の例を説明するための構成図、(ｃ)はさらに別の生成手段の例を説明するための構
成図。
【符号の説明】
【０１０５】
１０１　真空成膜装置　　　　　　　　　　１０２ａ、１０２ｄ　基板ステージ
１０４ａ、１０４ｄ　ベルジャー形容器　　１０５ａ、１０５ｄ　空間
１０６ａ、１０６ｂ　間隙　　　　　　　　１０７ａ、１０７ｂ　ガス導入手段
１０９　ＲＦコイル　　　　　　　　　　　１１３　排気手段
Ｖ　排気通路　　　　　　　　　　　　　　Ｓ　成膜対象物
２０２　触媒室　　　　　　　　　　　　　２０２ａ　ガス導入口
２０３　ワイヤー　　　　　　　　　　　　２０４　冷却手段
３０１　真空成膜装置　　　　　　　　　　３０２ａ～３０２ｄ　基板ステージ
３０５　ステージ支持台　　　　　　　　　３０５ａ～３０５ｄ　排気入口
３０６ａ～３０６ｄ　ベルジャー形容器　　３０７ａ～３０７ｄ　空間
３０８　回転テーブル　　　　　　　　　　３０８ａ～３０８ｄ　貫通穴
３０８ｅ～３０８ｈ　間隙　　　　　　　　３０９ａ～３０９ｄ　基板保持部
３１０　ベローズタイプ配管　　　　　　　３１１ａ～３１１ｄ　ガス導入手段
３１３　ＲＦコイル　　　　　　　　　　　６０１　タンク
６０２、６０２ａ、６０２ｂ　網　　　　　６０３、６０３’　原料
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