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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理対象物に窒素濃度が制御された窒化タングステン膜を形成する方法であって、
　タングステン析出工程と窒化タングステン形成工程とを有し、
　前記タングステン析出工程は、
　加熱された処理対象物が配置された減圧雰囲気中に、タングステン化合物のガスを主成
分とする第一の原料ガスを供給した後、前記第一の原料ガスを前記減圧雰囲気から排気す
る第一の原料ガス供給工程と、
　前記減圧雰囲気中に前記タングステン化合物を還元する還元ガスをラジカル化せずに供
給した後、前記減圧雰囲気中から前記還元ガスを排気する還元工程と、を有し、
　前記窒化タングステン形成工程は、
　前記減圧雰囲気中に、タングステン化合物のガスを主成分とする第二の原料ガスを供給
した後、前記減圧雰囲気中から前記第二の原料ガスを排気する第二の原料ガス供給工程と
、
　前記減圧雰囲気中に、前記還元ガスを供給せずに、化学構造中に窒素を有し、前記第二
の原料ガス中のタングステンと反応して窒化タングステンを生成する窒化ガスをラジカル
化せずに供給した後、前記減圧雰囲気中から前記窒化ガスを排気する窒化工程とを有し、
　前記タングステン析出工程と前記窒化タングステン形成工程を所望の割合で繰り返して
行い、
　前記第一、第二の原料ガス供給工程と、前記還元工程と、前記窒化工程では、前記処理
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対象物を２００℃以上３５０℃以下の温度に維持する窒化タングステン膜の成膜方法。
【請求項２】
　前記タングステン析出工程と、前記窒化タングステン形成工程とを交互に行う請求の範
囲第１項記載の窒化タングステン膜の成膜方法。
【請求項３】
　前記繰り返しの割合中の前記タングステン析出工程の比率を、成膜開始から成膜終了ま
での間に大きくする請求の範囲第１項記載の窒化タングステン膜の成膜方法。
【請求項４】
　前記処理対象物の少なくとも一部表面に、金属又は半導体を露出させた請求の範囲第１
項記載の窒化タングステン膜の成膜方法であって、
　前記金属又は前記半導体を露出させた状態で、前記タングステン析出工程を行う窒化タ
ングステン膜の成膜方法。
【請求項５】
　前記第一の原料ガスと、前記第二の原料ガスに、それぞれ同じガスを用いる請求の範囲
第１項記載の窒化タングステン膜の成膜方法。
【請求項６】
　前記第一原料ガスと、前記第二の原料ガスのいずれか一方又は両方を６フッ化タングス
テンガスで構成する請求の範囲第１項記載の窒化タングステン膜の成膜方法。
【請求項７】
　前記還元ガスとしてモノシランガスを用いる請求の範囲第１項記載の窒化タングステン
膜の成膜方法。
【請求項８】
　前記窒化ガスとしてアンモニアガスを用いる請求の範囲第１項記載の窒化タングステン
膜の成膜方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は成膜方法に関し、特に半導体装置の窒化タングステン膜を成膜する方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から知られている熱ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏ
ｎ）法による薄膜の形成は、多くの場合、加熱された基板を設置してある反応槽に、反応
材料となるガスを供給し、空間中か基板表面上かで熱化学反応を起こさせ、基板上に膜を
析出させるものであった。
【０００３】
　この方法によって、Ｗ（タングステン）やＡｌ（アルミニウム）のような金属膜やＳｉ
Ｏ2（二酸化ケイ素）等の絶縁膜が形成され、配線の形成や層間絶縁膜として半導体装置
に応用されてきた。
【０００４】
　また最近ではＴｉＮ（窒化チタン）やＷＮ（窒化タングステン）のようなチッ化膜がＷ
用の密着層やＣｕ配線のバリア膜として使用されている。しかし半導体装置の構造が微細
になるに従い、ＣＶＤによって形成されるそれらの薄膜に要求される性能も次第に高度に
なってきた。
【０００５】
　例えば窒化チタン膜の成膜ではアスペクト比が１０以上のコンタクトホールの側壁に一
様に成膜することが要求されるようになり、また窒化物によるバリア膜では、５ｎｍ以下
の膜厚でビィアホールの側壁に一様に成膜することや、その上で従来と同じ程度のコンタ
クト抵抗を維持することが必要とされるようになってきたが、従来の熱ＣＶＤ法ではこの
ような性能を満たす膜を形成することは困難であった。
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【０００６】
　また、基板にＣｕ配線が形成されている場合には、基板が３５０℃を超える高温に加熱
されると、Ｃｕ配線にボイドが生じることがあるので、Ｃｕ配線の信頼性を維持するため
には基板温度が３５０℃以下、より好ましくは３００℃以下の条件で成膜を行うことが望
ましい。
【０００７】
　従来技術のバリア膜成膜方法には、フッ化タングステンガスのような原料ガスと、該原
料ガスを窒化する窒化ガスと、該原料ガスを還元する還元ガスとを同じ反応槽に供給し、
窒化タングステン（ＷｘＮ）からなるバリア膜を成膜する方法が提案されており、この方
法では５００℃以下の低い温度条件でバリア膜を成膜することが可能である。（例えば、
特開２００１－２３９３０号公報参照。）
　しかしながら、この成膜方法においても基板を最低でも３５０℃以上に加熱する必要が
あるため、実際の工程では３８０℃程度に基板を加熱して成膜を行っており、Ｃｕ配線の
信頼性を維持しながら成膜を行うことは困難であった。
【０００８】
　また、金属含有ガスからなる原料ガスと、アンモニアのような窒化ガスとを交互に反応
槽に供給して成膜を行い、窒化金属からなるバリア膜を形成する方法も提案されている。
（例えば、特開平１１－５４４５９号公報を参照）。
【０００９】
　この方法で窒化タングステン膜を形成すると、ＷＮやＷ2Ｎのように窒素含有率が高く
、シリコン基板に対する密着性が高い膜が形成されるが、膜の抵抗が高いためバリア膜に
は不適切であり、また、成膜レートも遅いため実用に用いるのは困難であった。
【００１０】
　更に、従来技術では金属含有ガスからなる原料ガスと、水素ガスとを交互に反応槽に供
給して成膜を行い、バリア膜を形成する方法も提案されている。（例えば、特許第３４１
５２０７号公報、特開平６－８９８７３号公報を参照。）
　この方法でタングステン含有ガスを用いて成膜を行うと、タングステンの含有率が非常
に高い膜を、早い成膜レートで成膜することができる。タングステン含有率が高い膜はＣ
ｕに対する密着性が高い上に抵抗も小さい。しかしながら、このような膜はＳｉＯ2との
密着性が悪いため、シリコン基板上に形成すると、膜が基板から剥離する場合がある。
【先行技術文献】
【００１１】
　本発明の他の先行技術文献には特開２０００－２１２７４９号公報と、特開２００１－
３１９９３０号公報と、特開平７－２５２６６０号公報がある。
【００１２】
　本発明は上記従来技術の不都合を解決するために創作されたものであり、その目的は、
バリア膜の形成やアスペクト比が高いコンタクトホールへの成膜に適用可能な窒化タング
ステン膜の成膜方法を提供することである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明は処理対象物に窒素濃度が制御された窒化タングス
テン膜を形成する方法であって、タングステン析出工程と窒化タングステン形成工程とを
有し、前記タングステン析出工程は、加熱された処理対象物が配置された減圧雰囲気中に
、タングステン化合物のガスを主成分とする第一の原料ガスを供給した後、前記第一の原
料ガスを前記減圧雰囲気から排気する第一の原料ガス供給工程と、前記減圧雰囲気中に前
記タングステン化合物を還元する還元ガスをラジカル化せずに供給した後、前記減圧雰囲
気中から前記還元ガスを排気する還元工程と、を有し、前記窒化タングステン形成工程は
、前記減圧雰囲気中に、タングステン化合物のガスを主成分とする第二の原料ガスを供給
した後、前記減圧雰囲気中から前記第二の原料ガスを排気する第二の原料ガス供給工程と
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、前記減圧雰囲気中に、前記還元ガスを供給せずに、化学構造中に窒素を有し、前記第二
の原料ガス中のタングステンと反応して窒化タングステンを生成する窒化ガスをラジカル
化せずに供給した後、前記減圧雰囲気中から前記窒化ガスを排気する窒化工程とを有し、
前記タングステン析出工程と前記窒化タングステン形成工程を所望の割合で繰り返して行
い、前記第一、第二の原料ガス供給工程と、前記還元工程と、前記窒化工程では、前記処
理対象物を２００℃以上３５０℃以下の温度に維持する窒化タングステン膜の成膜方法で
ある。
　本発明は前記タングステン析出工程と、前記窒化タングステン形成工程とを交互に行う
窒化タングステン膜の成膜方法である。
　本発明は前記繰り返しの割合中の前記タングステン析出工程の比率を、成膜開始から成
膜終了までの間に大きくする窒化タングステン膜の成膜方法である。
　本発明は前記処理対象物の少なくとも一部表面に、金属又は半導体を露出させた窒化タ
ングステン膜の成膜方法であって、前記金属又は前記半導体を露出させた状態で、前記タ
ングステン析出工程を行う窒化タングステン膜の成膜方法である。
　本発明は、前記第一の原料ガスと、前記第二の原料ガスに、それぞれ同じガスを用いる
窒化タングステン膜の成膜方法である。
　本発明は前記第一原料ガスと、前記第二の原料ガスのいずれか一方又は両方を６フッ化
タングステンガスで構成する窒化タングステン膜の成膜方法である。
　本発明は、前記還元ガスとしてモノシランガスを用いる窒化タングステン膜の成膜方法
である。
　本発明は、前記窒化ガスとしてアンモニアガスを用いる窒化タングステン膜の成膜方法
である。
【００１４】
　尚、本発明で減圧雰囲気とは、処理対象物を成膜する装置の外部雰囲気（大気圧）より
も低い圧力の雰囲気、即ち、真空雰囲気のことである。
【００１５】
　本発明は上記のように構成されており、処理対象物が置かれた減圧雰囲気中に第一の原
料ガスを供給すると、第一の原料ガスが処理対象物の表面に吸着する。
【００１６】
　処理対象物が置かれた減圧雰囲気から第一の原料ガスを排出した後、該減圧雰囲気に還
元ガスを供給すると、処理対象物に吸着された第一の原料ガスと還元ガスとが反応し、第
一の原料ガスを構成するタングステン化合物のガスが還元されて処理対象物の表面にタン
グステンが析出される（タングステン析出工程）。
【００１７】
　また、処理対象物が置かれた減圧雰囲気に第二の原料ガスを供給すると、処理対象物上
に第二の原料ガスが吸着する。減圧雰囲気から第二の原料ガスを排出した後、窒化ガスを
供給すると、処理対象物上で第二の原料ガスと窒化ガスとが反応し、窒化タングステンが
形成される（窒化タングステン形成工程）
　例えば、原料ガスが窒化される反応と、原料ガスが還元される反応とで、反応に必要な
反応熱が大きく異なる場合、従来の熱ＣＶＤ法のように、窒化ガスや還元ガスのような複
数の反応性ガスと、原料ガスとを同時に減圧雰囲気に供給すると、必要な反応熱が小さい
方の反応が優先的に進行するため、タングステン化合物のガスが還元される量と、タング
ステン化合物のガスが窒化される量とを制御することは困難であった。
【００１８】
　上述したように、本願発明の成膜方法では、タングステン化合物の還元と窒化とを分け
て行っており、第一、第二の原料ガスと還元ガスと窒化ガスの流量や供給時間をそれぞれ
制御することで、タングステン化合物が還元される量と、タングステン化合物が窒化され
る量を容易に制御することが可能であり、所望の組成比率の窒化タングステン膜を形成す
ることができる。
【００１９】
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　第一の原料ガス供給工程と、還元工程と、第二の原料ガス供給工程と、窒化工程とで一
つの単位成膜工程とすると、１回の単位成膜工程で膜厚１０ｎｍ以上の窒化タングステン
膜を成膜することができる。例えば処理対象物の温度を高くすると、吸着される原料ガス
の量が少なくなるので、３５０℃以下の温度範囲で処理対象物の温度を高くする、第一、
第二の原料ガスの流量を小さくする、又は供給時間を短くすることで、膜厚１０ｎｍ未満
の薄膜を形成することも可能である。
【００２０】
　１０ｎｍを超える厚い膜を形成したい場合には、単位成膜工程を繰り返せば膜厚が厚い
窒化タングステン膜を得ることができる。
【００２１】
　本発明ではタングステンの析出と、タングステンの窒化を別々に行うようになっている
ので、ガスの流量や供給時間を変えなくても、成膜工程の全体の工程数のうち、タングス
テン析出工程の割合を多くすれば、タングステン含有率の高い窒化タングステン膜が形成
され、逆にタングステン窒化工程の割合を多くすれば窒素含有率が高い窒化タングステン
膜が形成される。
【００２２】
　窒化タングステン膜はタングステンと窒素との割合が変われば、その電気的特性や密着
性が変わるので、処理対象物の成膜面に露出する物質や、必要とされる電気的特性に合わ
せて、タングステン析出工程と窒化タングステン形成工程との数を変え、使用目的に適し
た窒化タングステン膜を得ることができる。
【００２３】
　例えば、シリコン基板と密着性の高い窒化タングステン膜を形成したい場合には、窒化
タングステン形成工程の数を増やし、窒素含有率の高い窒化タングステン膜を形成すれば
よい。シート抵抗が小さい窒化タングステン膜を形成したい場合にはタングステン析出工
程の数を増やし、タングステン含有率が高い窒化タングステン膜を形成すればよい。
【００２４】
　タングステン析出工程と、窒化タングステン形成工程とを繰り返し行う場合、窒化タン
グステン形成工程の数に対するタングステン析出工程の数の比率を、成膜終了時に成膜開
始時よりも大きくなるように、成膜開始から成膜終了までの間に変化させれば、処理対象
物に密着する側でタングステンの窒素に対する比率が小さく、逆に、処理対象物が密着し
ない側の面はタングステンの窒素に対する比率が大きくなる。タングステンの窒素に対す
る比率が小さい場合にはシリコンに対する密着性が高く、タングステンの窒素に対する比
率が大きい場合にはシート抵抗が小さくなるので、シリコン基板に対して密着性が高く、
かつ、シート抵抗が小さいという２つの特性を兼ね備えた膜が得られることになる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１図は本発明に用いられる成膜装置の一例を示す断面図である。
【図２】第２図は実施例３の窒化タングステン膜の膜表面からの深さと、各原子の原子濃
度との関係を示すグラフである。
【図３】第３図は実施例４の窒化タングステン膜の膜表面からの深さと、各原子の原子濃
度との関係を示すグラフである。
【図４】第４図は実施例５の窒化タングステン膜の膜表面からの深さと、各原子の原子濃
度との関係を示すグラフである。
【図５】第５図は実施例６の窒化タングステン膜の膜表面からの深さと、各原子の原子濃
度との関係を示すグラフ
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下で図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。図１の符号１は本発明に用
いる成膜装置の一例を示している。
【００２７】
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　この成膜装置１は真空槽１１を有しており、真空槽１１の一壁面にはシャワーヘッド２
１が取り付けられている。
【００２８】
　真空槽１１の外部には複数のガスボンベ（ここでは４個）３１～３４が設けられている
。各ガスボンベ３１～３４はマスフローコントローラ４１～４４を介してシャワーヘッド
２１にそれぞれ接続されており、各ガスボンベ３１～３４に充填されたガスは、マスフロ
ーコントローラ４１～４４によって流量が制御された状態で、シャワーヘッド２１に供給
されるようになっている。
【００２９】
　真空槽１１内のシャワーヘッド２１と対向する位置には基板ホルダ１５が配置されてお
り、基板等の処理対象物を基板ホルダ１５に保持させると、基板がシャワーヘッド２１と
対向するようになっている。次に、この成膜装置１を用いて窒化タングステン膜を成膜す
る工程について説明する。
【００３０】
　先ず、基板を上述した成膜装置１とは別の処理装置に搬入し、該処理装置内に、減圧雰
囲気を形成した後、該処理装置内にクリーニングガスを供給し、クリーニングガスのプラ
ズマを発生させ、該プラズマにより基板の成膜面のクリーニングを行う（前処理工程）。
【００３１】
　上述した成膜装置１の真空槽１１には真空排気系１８が接続されており、該真空排気系
１８により真空槽１１内部を真空排気し、真空槽１１内部に真空槽１１の外部雰囲気より
も低圧の減圧雰囲気を形成しておく。この減圧雰囲気を維持したまま、前処理工程後の基
板５を処理装置から真空槽１１内に搬入すると、基板が減圧雰囲気に置かれる。
【００３２】
　次いで、真空排気を続けながら、基板５の成膜面をシャワーヘッド２１に向けた状態で
、基板ホルダ１５に保持させる。図１の符号５は基板ホルダ１５に保持された基板を示し
ている。
【００３３】
　基板ホルダ１５には加熱手段１９が内蔵されており、該加熱手段１９によって基板ホル
ダ１５を昇温させると、基板ホルダ１５に保持された基板５が加熱される。基板ホルダ１
５は不図示の温度センサーを有しており、該温度センサーによって基板５の温度を測定し
、測定される温度に基づいて加熱手段の通電量を制御し、基板５を２００℃以上３５０℃
以下の成膜温度に維持する。
【００３４】
　予め、各ガスボンベ３１～３４には、第一、第二の原料ガスであるタングステン化合物
のガスと、還元ガスと、添加ガスと、窒化ガスとがそれぞれ充填されている。シャワーヘ
ッド２１の基板５側の面には複数の噴出口２２が設けられており、基板５の温度を上述し
た成膜温度に維持し、真空排気を続けながら、第一の原料ガスをシャワーヘッド２１の噴
出口２２から噴出させると、基板５が置かれた減圧雰囲気中に第一の原料ガスが供給され
、減圧雰囲気の圧力が上がる。
【００３５】
　ガスボンベ３１から第一の原料ガスを基板５が配置された減圧雰囲気に１秒以上の所定
時間供給すると、第一の原料ガスを構成するタングステン化合物の分子が基板５の成膜面
に多数吸着し、タングステン化合物の多分子層が形成される。
【００３６】
　次いで、真空排気を維持しながら、第一の原料ガスの供給を停止し、この状態を所定時
間続けると、基板５が置かれた減圧雰囲気から第一の原料ガスが排出され、減圧雰囲気の
圧力が下がる（第一の原料ガス供給工程）。このとき、多分子層からタングステン化合物
の一部が離脱するが、残りのタングステン化合物は基板５の表面に吸着された状態でとど
まるので、基板５の表面にはタングステン化合物の吸着層が多分子層として残る。
【００３７】
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　次いで、基板５の温度を上述した成膜温度に維持し、真空排気を続けながら、ガスボン
ベ３２から還元ガスを真空槽１１内に所定時間供給し、基板５が置かれた減圧雰囲気の圧
力を上げると、多分子層を構成するタングステン化合物が還元ガスにより還元されてタン
グステンが析出する。
【００３８】
　還元ガスを所定時間供給後、真空排気を維持したまま、還元ガスの供給を停止し、その
状態を所定時間続け、基板５が配置された減圧雰囲気から還元ガスを排出して減圧雰囲気
の圧力を下げ、還元工程を終了する。
【００３９】
　第一の原料ガス供給工程と、還元工程とで構成されるタングステン析出工程が終了した
後では、基板５表面には析出したタングステンの層である多原子層が形成されている。
【００４０】
　基板５の温度を上述した成膜温度に維持すると共に、真空排気を続けながら、ガスボン
ベ３３からタングステン化合物のガスで構成された第二の原料ガスを真空槽１１内に１秒
以上の所定時間供給し、基板５が置かれた減圧雰囲気の圧力を上げると、第二の原料ガス
を構成するタングステン化合物の分子が、基板５の成膜面に形成された多原子層に多数吸
着し、タングステン化合物の多分子層が形成される。
【００４１】
　第二の原料ガスを所定時間供給後、真空排気を続けながら、第二の原料ガスの供給を停
止し、その状態を所定時間維持すると、基板５が置かれた減圧雰囲気から第二の原料ガス
が排出されて減圧雰囲気の圧力が低下し、基板５上に吸着した第二の原料ガスの一部が脱
離するが、吸着層は多分子層として基板５上に残る（第二の原料ガス供給工程）。
【００４２】
　第二の原料ガス供給工程後、基板５の温度を上述した成膜温度に維持した状態で、真空
排気を続けながら、ガスボンベ３４から窒化ガスを真空槽１１内に所定時間供給し、基板
５が置かれた減圧雰囲気の圧力を上げると、基板５上に形成された多分子層のタングステ
ン化合物が窒化され、窒化タングステンが生成される。
【００４３】
　窒化ガスを所定時間供給後、真空排気を続けながら窒化ガスの供給を停止し、その状態
を所定時間維持して窒化ガスを真空槽１１内部から排出して、基板５が置かれた減圧雰囲
気の圧力を低下させ、窒化工程を終了する。
【００４４】
　第二の原料ガス供給工程と、窒化工程とで構成される窒化タングステン形成工程が終了
した後では、基板５上に窒化タングステンが形成されている。
【００４５】
　上述した、タングステン析出工程と、窒化タングステン形成工程とで１回の単位成膜工
程とすると、１回の単位成膜工程で成膜される膜厚よりも膜厚の厚い窒化タングステン膜
を形成したい場合には、単位成膜工程を繰り返すことで、膜厚の厚い窒化タングステン膜
を形成することができる。
【実施例１】
【００４６】
＜実施例１＞
　シリコンウェハを熱酸化処理し、表面に二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）を形成した基板５を
上述した処理装置に搬入して前処理工程を行った後、上述した成膜装置１に搬入し、第一
の原料ガス供給工程と、還元工程と、第二の原料ガス供給工程と、窒化工程とを順番に行
い、窒化タングステン膜を形成した。
【００４７】
　ここでは、第一の原料ガス供給工程では第一の原料ガスとして６弗化タングステンガス
（ＷＦ6）を供給し、還元工程では還元ガスであるモノシランガス（ＳｉＨ4）と共に、添
加ガスである酸素ガス（Ｏ2）を供給し、第二の原料ガス供給工程では第二の原料ガスと
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して第一の原料ガスと同じガスを用い、窒化工程では窒化ガスとしてアンモニアガス（Ｎ
Ｈ3）を用いた。
【００４８】
　尚、前処理工程の条件は、クリーニングガスがアンモニアガス（ＮＨ3）、高周波電源
からの投入電力が３００Ｗであり、処理装置内の圧力が１３Ｐａ、処理対象物をプラズマ
に晒す時間は１５秒間であった。
【００４９】
　また、成膜条件は、第一、第二の原料ガスの流量が５ｓｃｃｍ、還元ガスの流量が１０
０ｓｃｃｍ、添加ガスの流量が２ｓｃｃｍ、窒化ガスの流量が１０ｓｃｃｍ、各工程にお
けるガスの供給時間と排気時間がそれぞれ３０秒、各ガスを供給したときの真空槽１１内
の圧力が１Ｐａ、各工程における基板５の成膜温度が２５０℃であった。成膜された窒化
タングステンの膜厚を測定したところ、その膜厚は１８ｎｍであり、シート抵抗は約２２
０Ω／□であった。
【００５０】
　また、第一、第二の原料ガスの排気時間をそれぞれ９０秒に変えた以外は上述した実施
例１と同じ条件で第一の原料ガス供給工程と、還元工程と、第二のガス供給工程と、窒化
工程とを１０回繰り返して成膜を行ったときに、膜厚１２ｎｍの窒化タングステン膜が成
膜された。このことから、第一、第二の原料ガスの排気時間を長くし、基板５上に吸着さ
れるタングステン化合物の量を少なくすることで、より膜厚の薄い窒化タングステン膜が
得られることがわかる。
【００５１】
　尚、第一の原料ガス供給工程と、還元工程と、第二のガス供給工程と、窒化工程とで１
サイクルとし、サイクル数を変えて成膜を行い、形成された窒化タングステン膜のシート
抵抗を測定したところ、サイクル数とシート抵抗の逆数は比例の関係にあることがわかっ
た。
【００５２】
＜実施例２＞
　基板５として片面に直径０．２μｍ、深さ１μｍのホールが形成されたシリコンウェハ
を用い、ホールが形成された面を成膜面としてこの成膜面に実施例１と同じ条件で前処理
工程と、窒化タングステン膜の成膜を行った。
【００５３】
　その窒化タングステン膜の膜厚を測定したところ、ホールの底壁に形成された部分の膜
厚は約１６ｎｍであり、成膜面のホール以外の部分（フィールド）に形成された部分の膜
厚は約１８ｎｍであった。
【００５４】
　窒化タングステン膜のホールの底壁に形成された部分の膜厚から、フィールドに形成さ
れた部分の膜厚を除した値に、１００を乗じたものをカバレッジ率とすると、そのカバレ
ッジ率は約９０％と高く、本発明の成膜方法はアスペクト比が高いコンタクトホールの埋
め込みにも適用可能であることがわかる。
【００５５】
　また、窒化タングステン膜のフィールドに形成された部分の膜厚が、実施例１で形成さ
れた窒化タングステン膜の膜厚と略等しかったことから、実施例２で形成された窒化タン
グステン膜のシート抵抗は、実施例１で作成された窒化タングステン膜のシート抵抗と同
程度であると推測される。
【００５６】
　また、第一の原料ガス供給工程と、還元工程と、第二の原料ガス供給工程と、窒化工程
の各工程における基板５の成膜温度を２００℃以上３５０℃以下の範囲で変化させて成膜
を行ったところ、２００℃以上３５０℃以下の成膜温度ではバリア膜の成膜には十分な成
膜レートが得られ、またそのシート抵抗も半導体装置のバリア膜として使用可能な範囲で
あった。
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【００５７】
　このように、本発明によれば３５０℃以下と従来の成膜方法よりも低い温度で、成膜を
行った場合でも、実用上十分な成膜レートが得られ、かつ、そのシート抵抗もバリア膜と
して使用可能な範囲になることが確認された。
【００５８】
＜実験結果１＞
　表面に窒化チタン（ＴｉＮ）膜が形成されたシリコンウェハを基板として用い、該基板
を上述した処理装置に搬入し、クリーニングガスとしてアルゴンガスを用い、５秒間アル
ゴンガスのプラズマを発生させ、窒化チタン膜が形成された面をクリーニングした（前処
理工程）。
【００５９】
　前処理工程後の基板を上述した成膜装置１の真空槽１１内に搬入し、基板が配置された
減圧雰囲気に原料ガスである６弗化タングステンガス（流量２５ｓｃｃｍ）と希釈ガスで
あるアルゴンガス（流量１０００ｓｃｃｍ）を３０秒間供給した後、原料ガスの供給を停
止した（原料ガス供給工程）。
【００６０】
　３０秒間真空排気を続けて原料ガスを排出した後、還元ガスであるシランガス（５０ｓ
ｃｃｍ）と、希釈ガスであるアルゴンガス（１０００ｓｃｃｍ）とを真空槽１１内に３０
秒間供給し、原料ガス供給工程で基板に吸着した６弗化タングステンを還元した後、真空
槽１１内の還元ガスとアルゴンガスとを排出した（還元工程）。尚、各工程の減圧雰囲気
の圧力は１００Ｐａ、基板の成膜温度は３００℃であった。
【００６１】
　上述した原料ガス供給工程と還元工程とからなるタングステン析出工程を５回繰り返し
て基板５の表面に膜を形成した。形成された膜の膜厚を測定したところ膜厚は約８０ｎｍ
であり、また、形成された膜をＡＥＳ法（Ａｕｇｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒ
ｏｓｃｏｐｙ）で分析したところ、タングステン（Ｗ）で構成されたタングステン膜であ
ることがわかった。また、このタングステン膜のシート抵抗を測定したところ、シート抵
抗は約２．５Ω／□であった。
【００６２】
＜実験結果２＞
　実施例１で用いた基板と同じ基板を、実施例１と同じ条件でクリーニングを行った後、
上述した成膜装置１の真空槽１１内に搬入し、第二の原料ガス供給工程と、窒化工程と記
載の順番で１回ずつ行うことを窒化タングステン形成工程とし、この窒化タングステン形
成工程を１０回繰り返し、基板表面に膜を形成した。ここでは、窒化タングステン工程の
各条件は上記実施例１と同じとした。
【００６３】
　基板表面に形成された膜をＡＥＳ法により分析したところ、Ｗ2Ｎで構成された窒化タ
ングステン膜であることが確認された。その窒化タングステン膜の膜厚を測定したところ
、膜厚は約３０ｎｍであり、またシート抵抗を測定したところ、シート抵抗は約１００，
０００Ω／□であった。
【００６４】
　上述した実験結果１、２から、上記実施例１、２で形成された窒化タングステン膜のＷ
とＮの組成比率は４：１～５：１であると推測でき、上記実験結果１、２と実施例１、２
のシート抵抗の値から、タングステンの含有率が高くなる程、シート抵抗が小さくなるこ
とがわかる。
【００６５】
　上述したように、本願発明では第一の原料ガス供給工程と、還元工程と、第二の原料ガ
ス供給工程と、窒化工程とを別々に行っており、第一、第二の原料ガスの流量や、基板の
成膜温度を調整することで、各原料ガス供給工程で基板に吸着されるタングステン化合物
のガスの量を制御し、原料ガス供給工程に続く還元工程と窒化工程で、還元されるタング



(10) JP 4429919 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

ステンの量、及び窒化されるタングステンの量を制御することができる。従って、本発明
によれば所望の組成比率の窒化タングステン膜を得ることができる。
【００６６】
　また、タングステン析出工程だけを繰り返し行った実験結果１ではタングステンの膜が
形成され、窒化タングステン形成工程だけを繰り返し行った実験結果２では、Ｗ2Ｎの膜
が形成されていることから、タングステン化合物ガスの吸着と還元、タングステン化合物
ガスの吸着と窒化とを別々に行った実施例１、２では、形成された窒化タングステン膜が
タングステン単体の層と、窒化タングステンの層の積層構造になっていると思われる。
【００６７】
　タングステンは上述したようなシリコン酸化膜との密着性が悪いことが知られており、
タングステン単体の層がシリコン酸化膜上に形成された場合は、形成された膜が基板から
非常に剥がれやすくなるはずである。
【００６８】
　しかし、実施例１、２で得られた窒化タングステン膜は、従来の熱ＣＶＤ法で成膜され
た窒化タングステン膜と同様に基板５から剥がれ難く、またそのシート抵抗の値からも、
本願実施例１、２の窒化タングステン膜は、タングステンと窒化タングステンとの積層構
造を有するわけではなく、その膜中でタングステンと窒素とが均一に分布した状態になっ
ていると推測される。
【００６９】
　以上は、第一、第二の原料ガスの両方を同じ種類のタングステン化合物のガスで構成す
る場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、第一、第二の原料
ガスを互いに異なる種類のタングステン化合物のガスで構成することもできる。
【００７０】
　第一、第二の原料ガスとしては、６弗化タングステンガスや６塩化タングステン（ＷＣ
ｌ6）ガスのようなハロゲン化タングステンガスの他、ＷＯＦ2と、ＷＯＦ4と、ＷＯＣｌ2

と、ＷＯＣｌ4ようなオキシハロゲン化タングステンガス、Ｗ（ＯＣ2Ｈ5）5と、Ｗ（ＯＣ

2Ｈ5）6のような有機金属化合物のガス、Ｗ（ＣＯ）5と、Ｗ（ＣＯ）6のようなカルボニ
ル化タングステンガス等の種々のタングステン化合物のガスを用いることができる。
【００７１】
　また、第一、第二の原料ガスは１種類のタングステン化合物のガスで構成してもよいし
、２種類以上のタングステン化合物のガスを混合して用いることもできる。
【００７２】
　第一、第二の原料ガス供給工程は、第一、第二の原料ガスのみを真空槽１１内に供給す
る場合に限定されず、例えばアルゴンガスのような希釈ガスを第一、第二の原料ガスと共
に供給すれば、第一、第二の原料ガスが希釈ガスで希釈されることで、基板に吸着される
量を制御することができる。
【００７３】
　また、還元ガスや窒化ガスを供給する際にも、アルゴンガスのような希釈ガスを同時に
供給し、還元ガス濃度や窒化ガス濃度を制御することができる。
【００７４】
　また、上述した実施例１で述べたように、還元ガスと共に添加ガスとして酸素ガスを供
給すると、析出されるタングステンと基板との密着性が向上するという効果がある。この
ように、窒化タングステンの性能向上のためには、第一、第二の原料ガスと、還元ガスと
、窒化ガスをそれぞれ供給する際に、目的に応じた適切な添加ガスを共に供給し、窒化タ
ングステンの膜質を制御することができる。
【００７５】
　還元ガスはモノシランガスに限定されるものではなく、第一の原料ガスに用いるタング
ステン化合物を還元するものであれば、例えばジシランガス（Ｓｉ2Ｈ6）、ジクロルシラ
ンガス（ＳｉＨ2Ｃｌ2）を用いることができる。
【００７６】
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　窒化ガスはアンモニアガスに限定されるものではなく、第二の原料ガスに用いるタング
ステン化合物を窒化するものであれば、例えばヒドラジンガス（Ｎ2Ｈ4）や、ヒドラジン
中の水素がＣｘＨｙ（ｘ、ｙは任意の整数を示す）基に置換されたヒドラジン誘導体のガ
スを用いることができる。
【００７７】
　前処理工程で用いるクリーニングガスの種類もアンモニアガスに限定されず、アルゴン
ガス等目的に合わせて種々のガスを選択することができる。また、基板ホルダ１５に回転
軸を設け、回転軸により基板５を水平面内で回転させながら、第一、第二の原料ガス供給
工程と、還元工程と、窒化工程の各工程を行えば、基板５の表面に膜厚均一な窒化タング
ステン膜を形成することができる。
【００７８】
　各ガスを供給するときの到達圧力は特に限定されず、１０-2Ｐａ以上１０2Ｐａ未満、
より好ましくは数Ｐａ以下の範囲で成膜目的に応じて設定されるものである。
【００７９】
　以上は、第一、第二の原料ガス供給工程と、還元工程と、窒化工程でそれぞれ基板５の
温度を同じ成膜温度にする場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、２００℃以上３５０℃以下の温度範囲であれば、各工程での基板５温度をそれぞれ
変えることもできる。
【００８０】
　以上は、第一、第二のガス供給工程と、還元工程と、窒化工程とをそれぞれ同じ成膜装
置１で行う場合について説明したが、第一、第二のガス供給工程と、還元工程と、窒化工
程とを別々の成膜装置で行うこともできる。
【００８１】
　第一の原料ガス供給工程と、還元工程と、第二の原料ガス供給工程と、窒化工程とを１
サイクルとし、複数サイクルの成膜を行う場合、第一、第二の原料ガスと、還元ガスと、
窒化ガスは、各サイクルでそれぞれ同じガスを用いても良いし、またサイクル毎に第一、
第二の原料ガスと、還元ガスと、窒化ガスの種類をそれぞれ変えてもよい。
【００８２】
　以上は、タングステン析出工程が、第一の原料ガス工程の後に還元工程を行う場合につ
いて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、還元工程で基板５に還元ガス
を吸着させた後、第一の原料ガス供給工程で真空槽１１内部に第一の原料ガスを供給し、
基板５に吸着した還元ガスと、第一の原料ガスとを接触させてタングステンを析出しても
よい。
【００８３】
　１つのタングステン析出工程を構成する第一の原料ガス工程の数と、還元工程の数は同
じである必要がない。例えば、タングステン析出工程は、還元工程と、第一の原料ガス供
給工程と、還元工程とを記載した順序で連続して行う場合や、第一の原料ガス供給工程と
、還元工程と、第一の原料ガス供給工程を記載した順序で連続して行う場合も含まれる。
【００８４】
　また、窒化タングステン形成工程も、第二の原料ガス供給工程の後に窒化工程を行う場
合に限定されるものではなく、先ず、窒化工程で基板に窒化ガスを吸着させた後、第二の
原料ガス供給工程で真空槽１１内部に第二の原料ガスを供給し、基板に吸着した窒化ガス
と第二の原料ガスを接触させて、窒化タングステンを形成してもよい。
【００８５】
　１つの窒化タングステン形成工程を構成する第二の原料ガス供給工程と、窒化工程の数
は同じである必要がない。例えば、窒化タングステン形成工程は、窒化工程と、第二の原
料ガス供給工程と、窒化工程とを記載した順序で連続して行う場合や、第二の原料ガス供
給工程と、窒化工程と、第二の原料ガス供給工程とを記載した順序で連続して行う場合も
含まれる。
【００８６】
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　以上は、先ずタングステン析出工程を行い、それに続いて窒化タングステン形成工程を
行う場合について説明したが本発明はこれに限定されるものではない。成膜開始時に先ず
窒化タングステン形成工程を行って、基板上に窒化タングステンを形成した後、タングス
テン析出工程を行って窒化タングステンの上にタングステンを析出させてもよい。
【００８７】
　要するに本発明は、タングステン析出工程と、窒化タングステン形成工程の工程数と順
番、タングステン析出工程を構成する第一の原料ガス供給工程と、還元工程の工程数と順
番、窒化タングステン形成工程を構成する第二の原料ガス供給工程の数と順番とを選択し
て、窒素とタングステンとが所望の比率で含有された窒化タングステン膜を得るものであ
る。
【００８８】
　以上は、第一、第二の原料ガスや、還元ガスや、窒化ガス等の全てのガスの供給を停止
し、減圧雰囲気を形成する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、第一、第二の原料ガスや、還元ガスや、窒化ガスの供給を停止した後、真空排気を
続けながら真空槽１１にパージガスを供給して、パージガスによってガスを真空槽１１内
部から押し流すこともできる。本発明に用いるパージガスの種類は特に限定されないが、
第一、第二の原料ガス、タングステン、窒化タングステン、及び、処理対象物表面に露出
する半導体や金属と反応しないものが好ましく、例えば、窒素、アルゴン、ヘリウム等の
不活性ガスを用いることができる。
【００８９】
　また第一、第二の原料ガス、還元ガス、又は窒化ガスを供給するときに、上述したパー
ジガスを希釈ガスとして一緒に真空槽１１内部に供給することもできる。この場合は、第
一、第二の原料ガスや、還元ガスや、窒化ガスの供給を停止するときに、パージガスの供
給を停止する必要がない。
【００９０】
＜実施例２－１＞
　第一、第二の原料ガスの供給時間をそれぞれ２．５秒に変えた以外は上記実施例１と同
じ条件で窒化タングステン膜を成膜した。実施例２－１で成膜された窒化タングステン膜
は、実施例１で成膜された窒化タングステン膜に比べ、半分程度の膜厚であった。
【００９１】
＜実施例２－２＞
　第一、第二の原料ガスの供給時間をそれぞれ１秒に変えた以外は上記実施例１と同じ条
件で成膜を行った。実施例２－２で成膜された窒化タングステン膜は、実施例１で成膜さ
れた窒化タングステン膜に比べ、シート抵抗が１０倍近く大きくなった。
【００９２】
　これらのことから、第一、第二の原料ガスの供給時間を変え、基板５上に吸着する原料
ガスの量を制御することで、所望膜厚、所望シート抵抗の窒化タングステン膜を得られる
ことがわかる。
【００９３】
＜実施例３＞
　タングステン析出工程と、窒化タングステン形成工程とをこの記載の順序で１回ずつ行
うことを第一の単位成膜工程とし、上記実施例１と同じ条件で基板５に前処理を行った後
、第一の単位成膜工程を１０回繰り返して窒化タングステン膜を成膜した。ここでは、第
一、第二の原料ガス供給工程と、窒化工程でのガスの種類は実施例１と同じものを用い、
第一、第二の原料ガス供給工程と、窒化工程での各ガスの供給時間と排気時間と、各ガス
の流量も実施例１と同じとした。還元工程では添加ガスを用いず、モノシランガスのみを
用いた。また、還元工程でのガスの供給時間と排気時間は実施例１と同じとした。
【００９４】
　ここでは、タングステン析出工程は、第一の原料ガス供給工程と、還元工程とをこの順
番で１回ずつ行い、窒化タングステン形成工程は第二の原料ガス供給工程と、窒化工程と
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をこの順番で１回ずつ行った。また、成膜の開始から終了までの基板５の温度はこの実施
例では２７０℃とし、各ガスを供給したときの真空槽１１内部の圧力を５×１０-2Ｐａ以
上０．１Ｐａ以下の範囲にある成膜圧力とし、各ガスを排気したときの真空槽１１内部の
圧力を成膜圧力未満とした。
【００９５】
　この実施例３で形成した窒化タングステン膜の膜厚は１３５ｎｍであり、その比抵抗は
２８０μΩｃｍであった。
【００９６】
　次に、この窒化タングステン膜をＡＥＳ法により分析を行い、膜表面からの深さと、各
原子の原子濃度の変化との関係を求めた。その結果を図２に示す。
【００９７】
　図２の縦軸は各原子の原子濃度（％）を、横軸はスパッタ時間（分）を示しており、ス
パッタ時間が長いほど膜表面からの深さが深いことになる。
【００９８】
　図２から明らかなように、この窒化タングステン膜のＷとＮとの原子濃度の比率は約６
：１であった。
【００９９】
　従来技術のようにタングステン化合物のガスと、還元ガスと、窒化ガスとを一緒に真空
槽１１内部に供給し、窒化タングステン膜を形成した場合には、ＷとＮの原子濃度の比率
は１：１又は１：２になるが、実施例３のように第一、第二の原料ガスと、還元ガスと、
窒化ガスとを別々に真空槽１１に供給すれば、タングステン濃度が従来よりも高い窒化タ
ングステン膜が得られることがわかる。
【０１００】
　また、窒化タングステン膜の表面から、スパッタ時間が２５分をすぎ、シリコン基板の
Ｓｉが検出される深さまでの間で、ＷとＮの原子濃度の比率はほぼ一定であった。このこ
とから、成膜開始から成膜終了までの間に、単位成膜工程を構成するタングステン析出工
程と、窒化タングステン形成工程の割合を変えずに、単位成膜工程を繰り返せば、深さ方
向の原子濃度比率が一定な窒化タングステン膜が形成されることがわかる。
【０１０１】
＜実施例４＞
　上記実施例１と同じ条件で基板５に前処理を行った後、上述した第一の単位成膜工程を
５０回繰り返して窒化タングステン膜を成膜した。ここでは、成膜開始から成膜終了まで
の基板５の温度は３００℃とし、各ガスの供給時間と排気時間はそれぞれ１５秒間とした
。また、各工程でのガスの種類は実施例３と同じものを用い、各ガスの流量も実施例３と
同じとし、各ガスを供給したときの圧力と、各ガスを排気したときの圧力も実施例３と同
じとした。タングステン析出工程は、第一の原料ガス供給工程と、還元工程とをこの順番
で１回ずつ行い、窒化タングステン形成工程は第二の原料ガス供給工程と、窒化工程とを
この順番で１回ずつ行った。
【０１０２】
　実施例４で形成された窒化タングステン膜の膜厚は２８．７ｎｍであり、その比抵抗は
６７５μΩｃｍであった。
【０１０３】
＜実施例５＞
　タングステン析出工程を２回繰り返して行うことを第二の単位成膜工程とした。上述し
た第一の単位成膜工程を６回繰り返して行った後、続けて第二の単位成膜工程を４回繰り
返して行うことを第三の単位成膜工程とし、上記実施例１と同じ条件で基板５に前処理を
行った後、第三の単位成膜工程を５回繰り返して窒化タングステン膜を形成した。
【０１０４】
　ここでは、各工程でのガスの種類と、各ガスの流量と、各ガスを供給したときの圧力と
、各ガスを排気したときの圧力と、成膜開始から成膜終了までの基板５の温度と、各ガス
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の供給時間と排気時間の各条件をそれぞれ実施例４と同じとした。ここでは、タングステ
ン析出工程は、第一の原料ガス供給工程と、還元工程とをこの順番で１回ずつ行い、窒化
タングステン形成工程は第二の原料ガス供給工程と、窒化工程とをこの順番で１回ずつ行
った。
【０１０５】
　実施例５で形成された窒化タングステン膜はタングステンが析出する量が多いため、実
施例４よりも厚い３２ｎｍであった。また、実施例５の窒化タングステン膜の比抵抗は実
施例４よりも小さい３２６μΩｃｍであった。
【０１０６】
　実施例４、５で形成された窒化タングステン膜についてＡＥＳ分析を行い、膜表面から
の深さと、各原子の原子濃度の変化とをそれぞれ求めた。それらの結果を図３、図４に示
す。
【０１０７】
　図３と図４を比較すると、実施例５で形成された窒化タングステン膜はタングステンと
窒素の比率が実施例４よりも大きく、タングステン析出工程の割合を多くすれば、タング
ステンと窒素の比率（Ｗ／Ｎ）が大きい窒化タングステン膜が形成されることがわかる。
【０１０８】
＜実施例６＞
　上記実施例１と同じ条件で基板５に前処理を行った後、上述した第一の単位成膜工程を
４６回繰り返した後、続いて上述した第二の単位成膜工程を８回繰り返して窒化タングス
テン膜を形成した。
【０１０９】
　ここでは、各工程でのガスの種類は実施例３～５と同じものを用いた。
【０１１０】
　各単位成膜工程において、第一、第二の原料ガス（ＷＦ6）の流量は５ｓｃｃｍ、第一
、第二の原料ガスの供給時間は５秒、第一、第二の原料ガスの排気時間は２秒であり、還
元ガス（ＳｉＨ4）の流量は５０ｓｃｃｍ、還元ガスの供給時間は１０秒、還元ガスの排
気時間は１０秒であり、窒化ガス（ＮＨ3）の流量は１１ｓｃｃｍ、窒化ガスの供給時間
は２秒、窒化ガスの排気時間は１０秒であった。また、各ガスを供給したときの圧力と、
各ガスを排気したときの圧力と、成膜開始から成膜終了までの基板５の温度は実施例４、
５と同じ条件とした。ここでは、タングステン析出工程は、第一の原料ガス供給工程と、
還元工程とをこの順番で１回ずつ行い、窒化タングステン形成工程は第二の原料ガス供給
工程と、窒化工程とをこの順番で１回ずつ行った。
【０１１１】
　実施例６で形成された窒化タングステン膜の膜厚は実施例４、５よりもやや厚い３７．
３ｎｍであった。またその比抵抗は実施例４、５よりも低い２８４μΩｃｍであった。
【０１１２】
　この窒化タングステン膜についてＡＥＳ分析を行い、膜表面からの深さと、各原子の原
子濃度の変化とを求めた。その結果を図５に示す。
【０１１３】
　図５から明らかなように実施例６で形成された窒化タングステン膜では、膜の表面付近
ではタングステンと窒素との含有比率Ｗ／Ｎが大きかったが、深さが深くなるほど除除に
Ｗ／Ｎが小さくなっている。図６の符号Ｄは約８分のスパッタ時間に相当する深さを示し
ており、その深さＤからは窒素濃度がほぼ一定になっている。
【０１１４】
　このことから実施例６では、成膜開始から深さＤに相当する膜厚まではＷ／Ｎが小さい
膜が形成され、その膜厚から成膜終了まではＷ／Ｎが大きい膜が形成されたことがわかる
。
【０１１５】
　Ｗ／Ｎが大きくなると窒化タングステン膜の比抵抗が下がり、逆にＷ／Ｎが小さくなる
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とシリコン基板に対する密着性が高くなることが知られており、実施例６で形成された窒
化タングステン膜は処理対象物と密着する側の密着性が高く、処理対象物と反対側は比抵
抗が低いという２つの特性を兼ね備えていることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　本発明の成膜方法によれば、ＮとＷの比率が所望の組成比率の窒化タングステン膜を成
膜することが可能であり、ＮとＷの組成比率を所望比率にすることで窒化タングステン膜
のシート抵抗の値を制御することができる。また、本発明の成膜方法によれば、微細なコ
ンタクトホールの埋め込みも可能である。本発明では、１回の原料ガス供給工程でタング
ステン化合物の多分子層を形成するため、１回の第一の原料ガス工程と、１回の還元工程
と、１回の第二の原料ガス供給工程と、１回の窒化工程とで１回の単位成膜工程とすると
、１回の単位成膜工程で膜厚が１０ｎｍ以上の窒化タングステン膜を成膜することが可能
である。従って、１回の単位成膜工程で単原子層を形成するＡＬＤ法に比べて成膜効率が
高く、結果として成膜に要する作業時間を短くすることができる。
【符号の説明】
【０１１７】
　各図中、符号１は成膜装置を示す。符号５は基板を示す。符号１１は真空槽を示す。符
号１５は基板ホルダを示す。符号１８は真空排気系を示す。符号１９は加熱手段を示す。
符号２１はシャワーヘッドを示す。符号２２は噴出口を示す。符号３１～３４はガスボン
ベを示す。符号４１～４４はマスフローコントローラを示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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