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(54)【発明の名称】同軸型真空加熱装置
1

2

(57)【特許請求の範囲】

と、前記水道配管と連結した水冷シールユニットと、こ

【請求項１】

圧力制御可能な共通室と、この共通室の

の水冷シールユニットと水密的に連結して摺動する同軸

真空を保持したまま回転及び上下移動をするとともに共

水冷配管とを有することを特徴とする、請求項１に記載

通室外部の電気配線及び水道配管と連結した円筒状の公

の同軸型真空加熱装置。

転移動シャフトと、この公転移動シャフトの回転軸と同

【請求項３】

一軸で固定した搬送プレートと、この搬送プレートの回

ま、前記搬送プレートにより前記隔壁の開口部に向けて

転軸を中心とする位置に配設した一以上の基板加熱部

回転し下降し、該基板加熱部が該開口部に当接し真空シ

と、これらの基板加熱部に対応して上記共通室と隔壁の

ールして、上記基板加熱部と前記プロセス処理室とで独

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、基板温度を維持しま

立して圧力制御可能な真空チャンバーを形成するように
10

したことを特徴とする、請求項１に記載の同軸型真空加

上記基板加熱部が、水冷のために配設した水冷配管を有

熱装置。

する加熱手段と、この加熱手段で加熱する基板を保持し

【請求項４】

た基板ホルダーとを有している、同軸型真空加熱装置。

トと同軸に設けた内側水冷配管と外側水冷配管とで一水

【請求項２】

道路を形成したことを特徴とする、請求項２に記載の同

前記公転移動シャフトが、この上端を真

空シールして前記電気配線と接続するスリップリング

前記同軸水冷配管が前記公転移動シャフ

軸型真空加熱装置。
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【請求項５】

4

前記基板加熱部が前記基板ホルダーを回

制御可能な共通室と、共通室の真空を保持したまま回転

転させる基板回転機構を備えることを特徴とする、請求

及び上下移動するとともに共通室外部の電気配線及び水

項１又は３に記載の同軸型真空加熱装置。

道配管と連結した円筒状の公転移動シャフトと、公転移

【請求項６】

動シャフトの回転軸と同一軸で固定した搬送プレート

前記基板加熱部が基板回転機構を有して

おり、この基板回転機構の回転と前記搬送プレートの回

と、搬送プレートの回転軸を中心とする位置に配設した

転とが同一の駆動力に基づいて回転することを特徴とす

一以上の基板加熱部と、基板加熱部に対応して共通室と

る、請求項１、３又は５に記載の同軸型真空加熱装置。

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

【請求項７】

ロセス処理室とを備え、基板加熱部が水冷のために配設

前記基板加熱部が基板回転機構を有して

おり、この基板回転機構により前記真空チャンバー内で
前記基板ホルダーが回転することを特徴とする、請求項

した水冷配管を有する加熱手段と、この加熱手段で加熱
10

する基板を保持した基板ホルダーとを有していることを

１、３、５又は６に記載の同軸型真空加熱装置。

特徴とする。また請求項２記載の発明は上記構成に加

【請求項８】

前記プロセス処理室が、前記基板ホルダ

え、公転移動シャフトが上端を真空シールして電気配線

ーに保持した基板をアニールするためのアニール室、前

と接続するスリップリングと、水道配管と連結した水冷

記基板ホルダーに保持した基板を高真空かつ所定温度で

シールユニットと、水冷シールユニットと水密的に連結

加熱しておく余熱加熱室、前記基板ホルダーに保持した

して摺動する同軸水冷配管とを有することを特徴とする

基板に薄膜を形成する成長室及び前記基板ホルダーに保

ものである。さらに請求項３記載の発明は、基板加熱部

持した基板に薄膜成長後エッチング処理をするためのエ

が基板温度を維持しまま、搬送プレートにより隔壁の開

ッチング室であることを特徴とする、請求項１又は３に

口部に向けて回転して下降し、該基板加熱部が開口部に

記載の同軸型真空加熱装置。

当接して真空シールし、基板加熱部とプロセス処理室と

【発明の詳細な説明】

20

で独立して圧力制御可能な真空チャンバーを形成するよ

【０００１】

うにしたことを特徴とする。

【発明の属する技術分野】この発明は、薄膜形成装置の

【０００６】また請求項４記載の発明は上記構成に加

搬送系に配設する電気配線及び水冷配管等がねじれない

え、同軸水冷配管が前記公転移動シャフトと同軸に設け

ようにして基板又はウエハーの加熱温度を維持したまま

た内側水冷配管と外側水冷配管とで一水道路を形成した

搬送するための同軸型真空加熱装置に関する。

ことを特徴とする。さらに請求項５記載の発明は、基板

【０００２】

加熱部が基板ホルダーを回転させる基板回転機構を備え

【従来の技術】従来の真空装置内で回転中の加熱された

ていることを特徴とするものである。また請求項６記載

基板又はウエハーを移動する基板加熱装置は、基板加熱

の発明は、基板加熱部が基板回転機構を有しており、基

装置への電力供給、温度モニターの信号伝送及び冷却水

板回転機構の回転と前記搬送プレートの回転とが同一の

などの供給ラインが真空外とのフィールドスルーから基

30

駆動力に基づいて回転することを特徴とする。

板加熱装置へ直接配線又は配管されることにより供給さ

【０００７】さらに請求項７記載の発明は、基板加熱部

れていた。

が基板回転機構を有し、この基板回転機構により真空チ

【０００３】

ャンバー内で基板ホルダーが回転することを特徴とす

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、基板加

る。また請求項８記載の発明は、プロセス処理室が、基

熱装置を真空チャンバー内で移動させるときには、電気

板ホルダーに保持した基板をアニールするためのアニー

配線や水冷配管など長さの制限やねじれがあるため、基

ル室、前記基板ホルダーに保持した基板を高真空かつ所

板ホルダーとヒーターとを分離させて搬送させる必要が

定温度で加熱しておく余熱加熱室、前記基板ホルダーに

あり、このため搬送中に基板温度が低下してしまってい

保持した基板に薄膜を形成する成長室及び前記基板ホル

た。したがって、電気配線や水冷配管がフレキシブルに
変形すればこれらを一体で搬送できるが、常にホームポ

ダーに保持した基板に薄膜成長後エッチング処理をする
40

ためのエッチング室であることを特徴とするものであ

ジションに帰還し電気配線や水冷配管のねじれなどを解

る。

消する必要があり、非効率的であった。

【０００８】このような構成の請求項１〜４記載の同軸

【０００４】そこで、本発明では、以上の課題にかんが

型真空加熱装置では、回転軸を中心として連続的に回転

み、搬送系に配設する電気配線及び水冷配管等がねじれ

して連続プロセスを並列的に処理することができる。さ

ないようにして、基板又はウエハーの加熱温度を維持し

らに真空を保持したまま搬送プレートを連続回転させて

たまま搬送することのできる同軸型真空加熱装置を提供

も、基板加熱部の加熱手段への冷却水の供給のための水

することを目的とする。

冷配管及び電力供給や、例えば温度モニター用の熱電対

【０００５】

などの電気配線がねじれることがない。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

【０００９】さらに請求項５〜７記載の発明では、基板

に、請求項１記載の発明の同軸型真空加熱装置は、圧力

50

ホルダーを回転できるので、温度均一性が向上し、また
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6

例えばプロセス処理室がコンビナトリアルレーザー分子

いる。また温度制御用の熱電対の配線や電力供給配線等

線エピタキシー装置の場合、複数の各基板に対して成長

は公転移動シャフト４３の内部を通って配線されてい

位置に基板をもたらしレーザー分子線エピタキシー成長

る。このようにして、電気配線や水冷配管は公転移動シ

が行える。また請求項８記載の発明では、複数のプロセ

ャフト４３の回転及び上下移動に伴って動くようになっ

スを並列して連続的に実行することができる。

ている。公転移動シャフト４３は共通室２２を真空シー

【００１０】

ルドしたまま回転機構６０により回転し、移動機構７０

【発明の実施の形態】以下、図面に示した実施形態に基

により上下方向に移動する。

づいて本発明を詳細に説明する。図１は本発明の実施形

【００１６】ハウジング３５の他端のフランジ部３３

態にかかる同軸型真空加熱装置の外観図である。本実施
形態の同軸型真空加熱装置２０は、円柱状の共通室２２

は、搬送プレート３８が下方の終点に移動したとき隔壁
10

３９の開口部４２の周囲の溝に埋め込まれたＯリング４

内で、成長室２４、アニール室２６及び余熱加熱室２８

１に当接し、共通室２２と隔離して真空シールドされて

に基板加熱部３６を公転移動シャフト４３に設けた搬送

いる。このとき、各基板加熱部３６，３６，３６と、成

プレート３８で搬送してロックすることにより、これら

長室２４、アニール室２６及び余熱加熱室２８とで形成

の各室が真空シールドされ独立して高真空に排気される

される各真空チャンバーは独立して真空排気及び圧力制

真空チャンバーとなっている。成長室２４は基板に薄膜

御され、かつ、所定温度に加熱されるようになってい

成長をさせる領域であり、アニール室２６は成長基板を

る。

アニールする領域であり、余熱加熱室２８は基板を高真

【００１７】次に、基板加熱部について詳細に説明す

空雰囲気下でクリーニングし、かつ、余熱しておく領域

る。図２は基板加熱部の詳細断面図であり、搬送プレー

である。

トが下方の終点に移動して基板加熱部が隔壁に当接して

【００１１】本実施形態では３つのプロセスを行う例を

20

いる状態を示す図である。図２を参照して、基板加熱部

示しているが、薄膜成長させた基板の所定領域をエッチ

３６は、フランジ３１，３３を両端に有する円筒状のハ

ングするエッチング室やドーピングを行うドーピング室

ウジング３５と、このハウジング３５の中心線上に設け

などを設けてもよく、この場合５つの真空チャンバーを

られたランプホルダー８２と、このランプホルダー８２

有することになる。なお、図１中のＴＭＰはターボ分子

に設置されたランプヒーター８とを有し、基板ホルダー

ポンプの略称を示すが、図示しないゲートバルブを介し

４８を回転させる基板回転機構を備えている。

て超高真空ポンプにより排気されるようになっており、

【００１８】ランプヒーター８は安全性と温度制御の安

補助ポンプとしてロータリポンプを使用している。

定性のために水冷されており、搬送プレート３８に真空

【００１２】また各真空チャンバーは図示しないバルブ

シールドされて設けられているバルクヘッドユニオン２

の開閉度を調節して圧力調整でき、さらに図示しないバ

０３を介して、基板加熱部内からのランプヒーター８の

ルブ及び質量流量計が所定個所に設けられて、酸素及び

30

水冷配管２０１と公転移動シャフト４３に同軸に設けら

ドライ窒素などを流量調整して導入できるようになって

れている同軸水冷配管２００とがイン及びアウト用の水

いる。

冷配管２０２，２０２で接続されている。ランプヒータ

【００１３】共通室２２は、成長室２４、アニール室２

ー用の電極プラグ１０１は、搬送プレート３８に真空シ

６及び余熱加熱室２８と隔壁３９に設けられた開口部４

ールドされて設けられている。このランプヒーター８の

２，４２，４２を介して連結され、この開口部４２の周

電力供給配線及び温度制御用熱電対（図示せず）の信号

囲の溝にＯリング４１が埋め込まれている。さらに成長

線等は円筒状の公転移動シャフト４３の内側を這って真

室２４、アニール室２６及び余熱加熱室２８は隔壁３９

空シールドされて外部に引き出され、電源に接続されて

に対してそれぞれ真空シールドされて固定保持されてい

いる。詳細は後述する。

る。
【００１４】共通室２２には基板ホルダー４８、基板ホ

【００１９】基板回転機構は、ランプホルダー８２の外
40

側に配設された基板ホルダー回転部８４と、この回転部

ルダー４８のチャッカー４５及びランプヒーター８（図

８４に設けられていて基板ホルダー４８をランプヒータ

２を参照）とを円筒状のハウジング３５内に格納した基

ー８の焦点位置に配置するチャッカー４５とを備えてい

板加熱部３６が搬送プレート３８の同心円周上に図１で

る。基板ホルダー回転部８４の上部には回転用ギヤ８３

は３つ設けられている。これらの基板加熱部３６は、同

が設けられ、自転シャフト８６のギヤ８５と噛み合って

軸型真空加熱装置２０の中心を通る公転移動シャフト４

おり、またこの自転シャフト８６の他端に設けられた自

３によって回転搬送及び上下方向に移動する搬送プレー

転用ギヤ８８は公転用ギヤ６５と噛み合っている。さら

ト３８にハウジング３５のフランジ部３１で真空シール

に基板ホルダー回転部の下部には、ベアリング８７が設

ドされ、かつ、保持されている。

けられている。

【００１５】ランプヒータ８の水冷配管は公転移動シャ

【００２０】次に、搬送プレートを回転搬送する回転機

フト４３に同軸に設けられた内外水冷配管と接続されて

50

構と上下方向に移動する移動機構とを説明する。図１を

( 4 )
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8

参照して、搬送プレート３８を回転させる回転機構６０

３、回転シャフト６２及び自転シャフト８６は各真空チ

は、円板状の移動プレート７２に設けられたモーター６

ャンバーにおいて真空シールドされたまま回転する。し

１と、このモーター６１の回転駆動力を伝達するシャフ

たがって、搬送プレートに設けられた基板加熱部を各真

ト６２と、このシャフト６２の端部に設けられた駆動ギ

空チャンバーまで搬送することができるとともに、基板

ヤ６４とを備え、この駆動ギヤ６４が公転移動シャフト

ホルダー４８を回転することができる。

に設けられた公転用ギヤ６５に噛み合って回転機動力を

【００２５】搬送プレート３８が下方の終点に移動して

伝達するようになっている。なお、回転シャフト６２

基板加熱部が共通室と隔離して真空シールドされている

は、移動プレート７２と成長室２２との間に真空シール

とき、回転シャフト６２の回転駆動力を公転用ギヤ６５

ドするために設けられたフレキシブルチューブ８２の内
部を通っている。

に伝達するが、基板加熱部はＯリングに当接してロック
10

状態にあるため、公転用ギヤ６５だけがベアリング９３

【００２１】図２を参照して、公転移動シャフト４３の

に沿って回転し、この回転につれて自転用ギヤ８８が回

端部には搬送プレート３８を複数の固定用シャフト９１

転して基板ホルダー回転部８５が回転し、基板ホルダー

を介して固定する支持部９２が固定されて設けられてお

４８が回転する。したがって、各真空チャンバー内で基

り、この支持部９２に対してベアリング９３を介して所

板ホルダーを回転することができる。

定トルクで回転するように、公転用ギヤ６５が設けられ

【００２６】次に、公転移動シャフトについて説明す

ている。

る。図３は同軸型真空加熱装置と公転移動シャフトの断

【００２２】図１を参照して、移動機構７０は、共通室

面図である。図３を参照して、公転移動シャフト４３は

２２の上蓋７１に固定されたブラケット７３と、このブ

同軸型真空加熱装置２０の中心を通り、真空室である共

ラケットに設けられたモーター７３により回転駆動する

通室と大気圧下の外部とに渡って配設されている。公転

回転シャフト７５と、この回転シャフト７５の回転によ

20

移動シャフト４３の上端部はスリップリング３０１で真

り上下移動する移動プレート７２とを備え、公転移動シ

空シールド用に密閉されており、公転移動シャフト側に

ャフト４３は移動プレート７２と成長室２２との間に真

固定されているスリップリング３０１の接続部に、公転

空シールドするために設けられたフレキシブルチューブ

移動シャフトの内側を這ってきた電気配線が接続されて

８３の内部を通り、移動プレート７２上に固定された磁

いる。このスリップリング３０１の接続部が公転移動シ

気シールドユニット７７により磁気シールドされ、か

ャフトとともに回転し、このスリップリングの接続部が

つ、回転可能に保持されている。なお、この磁気シール

スリップリングの固定されている上部取り出し部と摺動

ドユニット７７は磁性流体により公転移動シャフト４３

して電気的に接続されている。

を真空シールドしている。

【００２７】このようにスリップリングを使用している

【００２３】先ず、移動機構の動作を説明する。移動プ

ので、公転移動シャフトの内部に這って配線されている

レート７２が上始点にあるとき、モーター７４により回

30

電気配線は、公転移動シャフトとともに回転しかつ移動

転シャフト７５が回転し、移動プレート７２が下降す

しても、外部との電気的接続はスリップリングにて摺動

る。このとき移動プレート７２と成長室２２の上蓋７１

して電気的に接続する。したがって、公転移動シャフト

間のフレキシブルチューブ８２，８３が縮んでいく。移

のように回転移動するものであっても電気配線等がねじ

動プレート７２が下降するにつれて公転移動シャフト４

れるようなことがない。

３が下降し、この公転移動シャフト４３の下降につれて

【００２８】図４は公転移動シャフトの水冷配管詳細図

搬送プレート３８に設けられた基板加熱部３６のフラン

である。図４を参照して、公転移動シャフト４３には内

ジ３３がＯリング４１に当接し、Ｏリング４１を圧縮し

側水冷配管４０１と外側水冷配管４０３とが同軸に設け

て停止する。したがって、各真空チャンバーは基板加熱

られている。冷却水は水冷シールユニット４０５の冷却

部３６で真空シールドされ、さらに独立して真空排気及
び圧力制御され、かつ、所定温度に加熱できる。

水導入口４０２から内側水冷配管４０１に導入され、公
40

転移動シャフト４３の端部にある水出口４０４からラン

【００２４】次に、搬送プレート及び基板回転機構の動

プヒーターの水冷配管２０１，２０２（図２）を通り、

作について説明する。移動プレート７２が上始点にある

さらに水入口４０６から外側水冷配管４０３を通って水

とき、モーター６１により回転駆動力がシャフト６２に

冷シールユニット４０７の冷却水排出口４０８から排出

伝達し、駆動ギヤ６４が回転する。この駆動ギヤ６４に

されるようになっている。なお、水冷シールユニット４

より公転用ギヤ６５とともに公転移動シャフト４３が回

０５，４０７は連結されてブラケット（図３）に固定さ

転し、この回転につれて搬送プレートが回転し、基板加

れている。水冷シールユニット４０５，４０７はＯリン

熱部３６が公転する。このとき自転用ギヤ８８も回転す

グ４０９で水密的にシールされている。したがって、ラ

るため、自転シャフト８６により回転駆動力を回転ギヤ

ンプヒーター８の水冷配管とともに公転移動シャフト４

８３に伝達し、基板ホルダー回転部８５が回転し、基板

３が回転及び移動しても水冷配管がねじれるようなこと

ホルダー４８が回転する。なお、公転移動シャフト４

50

はない。

( 5 )
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10

【００２９】つぎに本実施形態のプロセス処理における

えば単分子層エピタキシャル成長層を形成する成長室２

動作について説明する。なお、成長室はレーザー分子線

４、薄膜成長させた基板をアニールするアニール室２８

エピタキシーを適用した場合であり、さらに具体的な条

及び基板をクリーニングしつつ加熱する余熱加熱室２８

件は例示である。所定圧力の室温下、搬送プレート３８

を、各対応した基板加熱部３６，３６，３６とともに独

が上始点のホームポジションにあるとき第１基板ホルダ

立して圧力制御及び温度制御しているので、基板温度を

ー４８を余熱加熱室に対応する基板加熱部のチャッカー

下げることなく搬送でき、異なる基板温度及び圧力での

４５に装填後、搬送プレート３８が下降し、各基板加熱

プロセスを連続的に行うことができる。

部３６が隔壁のＯリング４１に当接して圧縮して停止す

【００３５】

る。余熱加熱室２８を高真空の例えば１０

‑ 6

Ｔｏｒｒに

維持し、クリーニングを行うとともに昇温レート１０℃

【発明の効果】以上の説明から理解されるように、本発
10

明の同軸型真空加熱装置では、基板温度を保持したまま

／分で９５０℃まで温度を上げていく。

回転軸を中心として連続的に回転して搬送できるととも

【００３０】所定時間経過後、各基板加熱部の温度を維

に、連続プロセスを並列的に処理することができるとい

持したまま各真空チャンバー及び共通室が所定圧力に戻

う効果を有する。さらに真空を保持したまま搬送プレー

され、搬送プレート３８が上始点まで移動する。この搬

トを連続回転させても、基板加熱部の加熱手段への冷却

送プレート３８が回転し、余熱加熱室２８に対応して第

水の供給のための水冷配管及び電力供給や、例えば温度

１基板ホルダーを装填している基板加熱部を成長室２４

モニター用の熱電対などの電気配線がねじれることがな

まで搬送する。このとき室温の下、つまりランプヒータ

いという効果を有する。

ー８をＯＦＦにした基板加熱部に、次の処理をする第２

【図面の簡単な説明】

基板ホルダー４８を余熱加熱室に対応する基板加熱部３

【図１】本発明の実施形態にかかる同軸型真空加熱装置

６のチャッカー４５に装填しておく。

20

【００３１】搬送プレート３８が下降して各真空チャン
バーを隔離し、成長室２４を高真空の例えば１０

‑ 4

の外観図である。
【図２】本実施形態にかかる基板加熱部の詳細断面図で

Ｔｏ

あり、搬送プレートが下方の終点に移動して基板加熱部

ｒｒに維持し、９５０℃に加熱したまま所定時間、例え

が隔壁に当接している状態を示す図である。

ばレーザー分子線エピタキシー成長を行う。このとき余

【図３】本実施形態の同軸型真空加熱装置と公転移動シ

熱加熱室２８では１０

‑ 6

Ｔｏｒｒに維持され、昇温レー

ャフトの断面図である。

ト１０℃／分で９５０℃まで昇温中である。

【図４】本実施形態にかかる公転移動シャフトの水冷配

【００３２】成長室２４において、単分子層ごとの分子

管詳細図である。

層エピタキシャル成長で超格子構造などを基板ホルダー

【符号の説明】

を回転して各基板に形成後、設定温度の９５０℃を維持

２２

共通室

２４

成長室

し、搬送プレート３８が上始点まで移動する。この搬送

２６

アニール室

プレート３８が回転し、成長室２４に対応して第１基板

２８

余熱加熱室

ホルダーを装填している基板加熱部をアニール室２６ま

３４

基板ホルダーロードロック室

で搬送する。このとき、余熱加熱室２８に対応する基板

３５

ハウジング

加熱部３６のチャッカー４５に第３基板ホルダー４８を

３６

基板加熱部

装填しておく。

３８

搬送プレート

【００３３】搬送プレート３８が下降して各真空チャン

３９

隔壁

バーを隔離し、アニール室２８を例えば１Ｔｏｒｒに維

４１

Ｏリング

４２

開口部

４３

公転移動シャフト

酸素分圧を最適に制御している。ランプヒーター８をＯ

４５

チャッカー

ＦＦにしてアニール室２８が室温になったら、他の基板

４８

基板ホルダー

加熱部は９５０℃に維持したまま、各真空チャンバー及

５２

クリップ

び共通室を所定圧力に戻し、搬送プレート３８が上始点

６０

回転機構

まで移動して、この搬送プレート３８が回転してホーム

６２

シャフト

ポジションに帰る。そして、エピタキシャル成長後の基

６４

駆動ギヤ

板ホルダーを取り出して新たな第４基板ホルダーを基板

６５

公転用ギヤ

加熱部３６のチャッカー４５に装填し、逐次処理してい

７０

移動機構

く。

７１

上蓋

７２

移動プレート

したまま各真空チャンバー及び共通室を所定圧力に戻

30

持したまま、例えば９５０℃から降温レート１０℃／分
で所定時間アニールを行う。このアニール室２８では、

【００３４】このようにして本実施形態では、基板に例

40
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( 6 )
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11

12

７３

ブラケット

１０１

電極プラグ

７４

モーター

２００

同軸水冷配管

７５

回転シャフト

２０１

水冷配管

７７

磁気シールユニット

２０２

水冷配管

８２

フレキシブルチューブ

３０１

スリップリング

８３

回転用ギヤ

４０１

内側水冷配管

８４

基板ホルダー回転部

４０２

冷却水導入口

８５

ギヤ

４０３

外側水冷配管

８６

自転シャフト

４０４

水出口

８７

ベアリング

４０５，

４０７ 水冷シールユニット

８８

自転用ギヤ

４０６

水入口

９１

固定用シャフト

４０８

冷却水排出口

９２

支持部

４０９

Ｏリング

９３

ベアリング

10

【図１】

【図２】

( 7 )

【図３】

特許第３０２８１２９号

【図４】
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