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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することであって、前記フィーチャ側壁上に下層が設けられているこ
とと、
　前記フィーチャを第１のバルクタングステン層によって充填するために、前記フィーチ
ャ内にタングステンをコンフォーマルに堆積させることと、
　エッチングされたタングステン層を前記フィーチャ内に残すように、前記下層を前記フ
ィーチャ側壁上に残存させつつ前記フィーチャ側壁の前記下層からタングステンを除去す
ることを含んで、前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することと、
　前記エッチングされたタングステン層の上に第２のバルクタングステン層を選択的に堆
積させることと、を含み、
　前記選択的な堆積は、前記タングステンが除去される前記フィーチャ側壁の下層表面に
比して、前記エッチングされたタングステン層上で優先的に行われる、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記タングステンをコンフォーマルに堆積させることは、前記第１のバルクタングステ
ン層内にボイドが形成されることを許容することを含む、方法。
【請求項３】



(2) JP 6273257 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

　請求項２に記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記ボイドを開口させるこ
とを含む、方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の方法であって、
　前記タングステンをコンフォーマルに堆積させることは、前記フィーチャの軸に沿って
前記第１のバルクタングステン層内にシームが形成されることを許容することを含む、方
法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、シーム形成点まで前記第１
のバルクタングステン層をエッチングすることを含む、方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の方法であって、
　前記エッチングされたタングステン層の上に第２のバルクタングステン層を選択的に堆
積させることは、中間核形成層を形成することなく、前記エッチングされたタングステン
層の上に前記第２のバルクタングステン層を堆積させることを含む、方法。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の方法であって、
　前記フィーチャは、前記基板の平面に対して垂直向きである、方法。
【請求項８】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の方法であって、
　前記フィーチャは、前記基板の平面に対して水平向きである、方法。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、イオン種が略存在しないラ
ジカル種に前記第１のバルクタングステン層を暴露することを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、リモート生成プラズマに前
記第１のバルクタングステン層を暴露することを含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１ないし８のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、インサイチュ・プラズマに
前記第１のバルクタングステン層を暴露することを含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１ないし８のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、容量結合プラズマ（ＣＣＰ
）発生器、誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）発生器、トランス結合プラズマ（ＴＣＰ）発生器
、電子サイクロトロン共鳴（ＥＣＲ）発生器、またはヘリコンプラズマ発生器を用いて発
生させたプラズマに、前記第１のバルクタングステン層を暴露することを含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記第１のバルクタングス
テン層の非コンフォーマルエッチングを含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１ないし１２のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記第１のバルクタングス
テン層のコンフォーマルエッチングを含む、方法。
【請求項１５】
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　請求項１ないし１４のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記フィーチャをライニン
グしている下層であってその上に前記第１のバルクタングステン層が堆積された下層に対
して、タングステンを選択的にエッチングすることを含む、方法。
【請求項１６】
　請求項１ないし１４のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記フィーチャをライニン
グしている下層であってその上に前記第１のバルクタングステン層が堆積された下層に対
して、タングステンを非選択的にエッチングすることを含む、方法。
【請求項１７】
　請求項１ないし１６のいずれかに記載の方法であって、
　接着層、ライナー層、およびバリア層から選択された薄層を、前記第２のバルクタング
ステン層の上に堆積させることを含む、方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法であって、
　第３のバルクタングステン層を前記薄層の上に堆積させることを含む、方法。
【請求項１９】
　請求項１ないし１８のいずれかに記載の方法であって、
　前記第２のバルクタングステン層は、前記フィーチャに対して非コンフォーマルである
、方法。
【請求項２０】
　請求項１ないし１８のいずれかに記載の方法であって、
　前記フィーチャは、１００％を超えるステップカバレッジを有するタングステンによっ
て充填される、方法。
【請求項２１】
　方法であって、
　フィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ閉端部とを有するフィーチャであっ
て、コンフォーマルなバルクタングステン層で充填されて、該コンフォーマルなバルクタ
ングステン層に形成されたボイドおよび／またはシームを含むフィーチャ、を含む基板を
受け取ることと、
　タングステンが実質的に前記フィーチャ閉端部にのみ残るように前記フィーチャ側壁か
らタングステンを除去することを含んで、前記コンフォーマルなバルクタングステン層の
一部をエッチングすることと、を含む方法。
【請求項２２】
　方法であって、
　２つのフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチャで
あって、コンフォーマルなバルクタングステン層で充填されて、該コンフォーマルなバル
クタングステン層に形成されたボイドおよび／またはシームを含むフィーチャ、を含む基
板を受け取ることと、
　タングステンが実質的に前記フィーチャ内部にのみ残るように前記フィーチャ開口付近
の前記フィーチャ側壁からタングステンを除去することを含んで、前記コンフォーマルな
バルクタングステン層の一部をエッチングすることと、を含む方法。
【請求項２３】
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　前記フィーチャ内に第１のバルクタングステン層を堆積させることと、
　エッチングされたタングステン層を形成するように、前記第１のバルクタングステン層
をエッチングすることであって、前記１つ以上のフィーチャ開口からリセス深さまで及ぶ
前記フィーチャ内の略全てのタングステンを除去することを含んで、前記第１のバルクタ
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ングステン層をエッチングすることと、
　前記フィーチャ内に第２のバルクタングステン層を堆積させることと、を含み、
　前記フィーチャは狭窄部を含み、前記リセス深さは前記狭窄部を越えたところまで及ぶ
、方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層は、前記フィーチャを部分的にのみ充填する、方法。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層をエッチングすることは、前記第１のバルクタングス
テン層の少なくとも一領域の横方向のエッチングを含む、方法。
【請求項２６】
　請求項２３～２５のいずれかに記載の方法であって、
　前記第２のバルクタングステン層は、前記エッチングされたタングステン層の上に選択
的に堆積される、方法。
【請求項２７】
　請求項２３～２５のいずれかに記載の方法であって、
　前記第２のバルクタングステン層は、前記フィーチャ内にコンフォーマルに堆積される
、方法。
【請求項２８】
　請求項２３～２７のいずれかに記載の方法であって、
　エッチングされたタングステン層を形成するように前記第１のバルクタングステン層を
エッチングすることは、前記フィーチャ内に形成されたボイドを開口させることを含む、
方法。
【請求項２９】
　請求項２３～２８のいずれかに記載の方法であって、
　前記エッチングと前記堆積のオペレーションを１回以上繰り返すことをさらに含む、方
法。
【請求項３０】
　請求項２３～２９のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層は、前記フィーチャをライニングしている下層であっ
てその上に前記第１のバルクタングステン層が堆積された下層に対して、選択的にエッチ
ングされる、方法。
【請求項３１】
　請求項２３～２９のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層は、前記フィーチャをライニングしている下層であっ
てその上に前記第１のバルクタングステン層が堆積された下層に対して、非選択的にエッ
チングされる、方法。
【請求項３２】
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　前記フィーチャ内にボロン層をコンフォーマルに堆積させることと、
　前記フィーチャ内の前記ボロン層の一部を、残りのボロン層は前記フィーチャ内に残し
て、タングステンに転化させることと、
　前記残りのボロン層はエッチングすることなく、前記タングステンを選択的にエッチン
グすることと、
　前記残りのボロン層をタングステンに転化させることと、を含む方法。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の方法であって、
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　前記ボロン層は、１０ｎｍ以上の厚さに堆積される、方法。
【請求項３４】
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　少なくとも約５ｎｍの厚さを有するボロン層を、前記フィーチャ内にコンフォーマルに
堆積させることと、
　前記フィーチャの充填された部分が体積膨張を受けるように、前記フィーチャ内の前記
ボロン層の前記厚さ全体をタングステンに転化させることと、
　前記フィーチャを部分的または全体的にタングステンで充填するために、前記コンフォ
ーマル堆積と前記転化のオペレーションを１回以上繰り返すことと、を含む方法。
【請求項３５】
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　前記フィーチャ内にフッ素フリー窒化タングステン層をコンフォーマルに堆積させるこ
とと、
　前記フッ素フリー窒化タングステン層をフッ素フリータングステン層に転化させること
と、を含む方法。
【請求項３６】
　装置であって、
　基板を支持するように構成された１つまたは複数のチェンバと、
　前記チェンバのうち１つ以上の内部またはリモートで、プラズマを発生させるように構
成されたプラズマ発生器と、
　前記１つまたは複数のチェンバのそれぞれにガスを誘導するように構成されたガス導入
口と、
　コントローラであって、
　　　　前記１つまたは複数のチェンバに１種以上のガスを導入して、１種以上のエッチ
ャントプラズマを発生させることで、請求項１ないし３５の方法のいずれかを実施する、
ためのプログラム命令を含むコントローラと、を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１２年３月２７日に出願された米国仮特許出願第６１／６１６３７７号
の米国特許法第１１９条（ｅ）項に基づく優先権の利益を主張するものであり、この文献
は、その全体がすべての目的のために本参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　化学気相成長（ＣＶＤ）法を用いたタングステン含有材料の堆積は、多くの半導体製造
プロセスの欠かせない一部である。このような材料は、水平配線、隣接する金属層間のビ
ア、シリコン基板上の第１の金属層とデバイスとの間のコンタクト、および高アスペクト
比のフィーチャに用いられることがある。従来の堆積プロセスでは、成長チェンバ内で基
板が所定の処理温度に加熱されて、シード層または核形成層として機能するタングステン
含有材料の薄層が堆積される。その後、残りのタングステン含有材（バルク層）が核形成
層の上に堆積される。通常、このタングステン含有材は、六フッ化タングステン（ＷＦ6

）を水素（Ｈ2）で還元することにより形成される。タングステン含有材は、フィーチャ
およびフィールド領域を含む基板の露出した表面領域全体に堆積される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　タングステン含有材料を、小さく、かつ高アスペクト比のフィーチャ内に堆積させると
、充填されたフィーチャの内部でシーム（割れ目）およびボイドが形成されることがある
。大きなシームは、高抵抗、コンタミネーション、充填された材料の欠損につながる場合
があり、またそれ以外にも、集積回路性能を低下させる場合がある。例えば、充填プロセ
ス後に、シームがフィールド領域の近くまで及んで、その後、化学機械平坦化の際に開口
することがある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示で記載する主題の一態様は、タングステンによってフィーチャを充填する方法で
実現することができ、該方法は、フィーチャを第１のバルクタングステン層によって充填
するために、フィーチャ内にタングステンをコンフォーマルに堆積させることと、エッチ
ングされたタングステン層をフィーチャ内に残すように第１のバルクタングステン層の一
部を除去することと、エッチングされたタングステン層の上に第２のバルクタングステン
層を選択的に堆積させることと、を含む。いくつかの実現形態によれば、第２のバルクタ
ングステン層によってフィーチャを充填することができ、またはフィーチャ充填を完了さ
せるために１つ以上の追加のタングステン層を選択的もしくはコンフォーマルに堆積させ
ることができる。一部の実現形態では、第２のバルクタングステン層によってフィーチャ
を部分的に充填し、フィーチャの残り部分は未充填のままとすることができる。
【０００５】
　いくつかの実現形態により、第１のバルクタングステン層によってコンフォーマルにフ
ィーチャを充填することは、1つ以上のボイドおよび／またはシームがフィーチャ内に形
成されることを許容することを含み得る。シームおよび／またはボイドのうち１つ以上は
、堆積されたタングステン層の一部を除去する際に、解消または開口させることが可能で
ある。
【０００６】
　第２のバルクタングステン層を選択的に堆積させることは、フィーチャ内に核形成層を
形成することなく、エッチングされたタングステン層の上に直接堆積させることを伴い得
る。一部の実現形態では、第２のバルクタングステン層における粒成長の方向および／ま
たは長さは、第１のバルクタングステン層のそれとは異なる。
【０００７】
　いくつかの実現形態により、フィーチャは、基板の平面に対して、垂直向きまたは水平
向きであり得る。一部の実現形態では、フィーチャは、１つ以上の狭窄部もしくはオーバ
ハングを含むことができ、さらに／またはリエントラント型プロファイルを有し得る。狭
窄部の例として、３Ｄ構造におけるピラー狭窄部が含まれる。第１のバルクタングステン
層の一部を除去することは、狭窄部もしくはオーバハングを越えてエッチングすることを
含み得る。
【０００８】
　第１のバルクタングステン層は、誘電体表面上、フィーチャをライニングしている下層
上、または先に堆積されたタングステン核形成層もしくはバルクタングステン層上など、
フィーチャ表面上に堆積させることができる。下層の例として、チタン（Ｔｉ）、窒化チ
タン（ＴｉＮ）、窒化タングステン（ＷＮ）、フッ素フリータングステン（ＦＦＷ）、Ｔ
ｉＡｌ（チタンアルミナイド）が含まれる。
【０００９】
　第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、リモート生成プラズマおよび／
またはインサイチュ生成プラズマ中で生成された活性種など、プラズマ発生器で生成され
た活性種に、その層を暴露することを含み得る。使用することができるプラズマ発生器の
例として、容量結合プラズマ（ＣＣＰ）発生器、誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）発生器、ト
ランス結合プラズマ（ＴＣＰ）発生器、電子サイクロトロン共鳴（ＥＣＲ）発生器、ヘリ
コンプラズマ発生器が含まれる。活性種の例として、イオン種、ラジカル種、原子種を含
むことができる。一部の実現形態では、本方法は、タングステンを、イオン種が略存在し
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ないラジカル種と原子種に暴露することを含み得る。他の一部の実現形態では、本方法は
、タングステンをイオン種に暴露することを含み得る。
【００１０】
　一部の実現形態では、フィーチャは、１００％を超えるステップカバレッジを有するタ
ングステンによって充填される。一部の実現形態では、第２のバルクタングステン層は、
フィーチャに対して非コンフォーマルとすることができる。
【００１１】
　本明細書で記載する主題の別の態様は、タングステンによってフィーチャを充填する方
法で実現することができ、該方法は、１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、
フィーチャ内部と、フィーチャの長さに沿って延びるフィーチャ軸と、を有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、フィーチャを第１のバルクタングステン層によって充填
するために、フィーチャ軸に対して略垂直な粒成長によって、フィーチャ内にタングステ
ンを堆積させることと、エッチングされたタングステン層をフィーチャ内に残すように第
１のバルクタングステン層の一部を除去することと、エッチングされたタングステン層の
上に、フィーチャ軸に対して略平行な粒成長によって、第２のバルクタングステン層を選
択的に堆積させることと、を含む。
【００１２】
　本明細書で記載する主題の別の態様は、方法で実現することができ、該方法は、フィー
チャを第１のバルクタングステン層によって充填するために、フィーチャ内にタングステ
ンをコンフォーマルに堆積させることと、タングステンの一部が除去された後のエッチン
グされたタングステン層を上記フィーチャが含む基板を受け取ることと、エッチングされ
たタングステン層の上に第２のバルクタングステン層を選択的に堆積させることと、を含
む。一部の実現形態では、第２のバルクタングステン層は、フィーチャに対して非コンフ
ォーマルとすることができる。
【００１３】
　本明細書で記載する主題の別の態様は、方法で実現することができ、該方法は、フィー
チャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ閉端部と、を有するフィーチャであって、コ
ンフォーマルなバルクタングステン層で充填されて、該コンフォーマルなバルクタングス
テン層に形成されたボイドおよび／またはシームを含むフィーチャ、を含む基板を受け取
ることと、タングステンが実質的にフィーチャ閉端部にのみ残るようにフィーチャ側壁か
らタングステンを除去することを含んで、コンフォーマルなバルクタングステン層の一部
をエッチングすることと、を含む。
【００１４】
　本明細書で記載する主題の別の態様は、方法で実現することができ、該方法は、フィー
チャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ閉端部と、を有するフィーチャであって、コ
ンフォーマルなバルクタングステン層で充填されて、該コンフォーマルなバルクタングス
テン層に形成されたボイドおよび／またはシームを含むフィーチャ、を含む基板を受け取
ることと、タングステンが実質的にフィーチャ内部にのみ残るようにフィーチャ側壁から
タングステンを除去することを含んで、コンフォーマルなバルクタングステン層の一部を
エッチングすることと、を含む。
【００１５】
　本明細書で記載する主題の別の態様は、方法で実現することができ、該方法は、１つ以
上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部と、を有するフィーチャを含
む基板を準備することと、フィーチャ内に第１のバルクタングステン層を堆積させること
と、エッチングされたタングステン層を形成するために第１のバルクタングステン層をエ
ッチングすることであって、上記１つ以上のフィーチャ開口からリセス深さまで及ぶフィ
ーチャ内のタングステンを略すべて除去することを含んで、第１のバルクタングステン層
をエッチングすることと、フィーチャ内に第２のバルクタングステン層を堆積させること
と、を含む。
【００１６】
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　いくつかの実現形態により、第１のバルク層によって、フィーチャを全体的または部分
的に充填することができる。一部の実現形態では、第１のバルク層内には、ボイドまたは
シームが形成され得る。一部の実現形態では、第１のバルク層をエッチングすることは、
第１のバルク層の少なくとも一領域を横方向にエッチングすることを含む。第２のバルク
層は、フィーチャ内に選択的またはコンフォーマルに堆積させることができる。
【００１７】
　本明細書で記載する主題の別の態様は、方法で実現することができ、該方法は、フィー
チャ内にボロン層をコンフォーマルに堆積させることと、フィーチャ内のボロン層の一部
を、残りのボロン層はフィーチャ内にそのまま残して、タングステンに転化させることと
、残りのボロン層をエッチングすることなく、タングステンを選択的にエッチングするこ
とと、残りのボロン層をタングステンに転化させることと、を含む。
【００１８】
　本明細書で記載する主題の別の態様は、方法で実現することができ、該方法は、フィー
チャ内に少なくとも約５ｎｍの厚さを有するボロン層をコンフォーマルに堆積させること
と、フィーチャの充填部分が体積膨張を受けるように、フィーチャ内のボロン層の厚さ全
体をタングステンに転化させることと、フィーチャを部分的または全体的にタングステン
で充填するために、コンフォーマル堆積と転化のオペレーションを１回以上繰り返すこと
と、含む。
【００１９】
　本明細書で記載する主題の別の態様は、方法で実現することができ、該方法は、フィー
チャ内にフッ素フリー窒化タングステン層をコンフォーマルに堆積させることと、フッ素
フリー窒化タングステン層をフッ素フリータングステン層に転化させることと、を含む。
【００２０】
　本明細書で記載する主題のさらに別の態様は、方法で実現することができ、該方法は、
ハロゲン含有還元剤を用いてフィーチャ内にタングステン層をコンフォーマルに堆積させ
ることと、ハロゲン含有副生成物を排出させることと、コンフォーマルなタングステン層
の上にフッ素フリータングステン含有層を堆積させることと、含む。
【００２１】
　さらなる態様を、本明細書に記載の方法のいずれかを実施するように構成された装置で
実現することができる。
【００２２】
　これらおよび他の態様について、図面を参照して、さらに詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１Ａ】本明細書に記載のプロセスにより、タングステン含有材料によって充填するこ
とが可能な種々の構造の例を示している。
【図１Ｂ】本明細書に記載のプロセスにより、タングステン含有材料によって充填するこ
とが可能な種々の構造の例を示している。
【図１Ｃ】本明細書に記載のプロセスにより、タングステン含有材料によって充填するこ
とが可能な種々の構造の例を示している。
【図１Ｄ】本明細書に記載のプロセスにより、タングステン含有材料によって充填するこ
とが可能な種々の構造の例を示している。
【図１Ｅ】本明細書に記載のプロセスにより、タングステン含有材料によって充填するこ
とが可能な種々の構造の例を示している。
【図１Ｆ】本明細書に記載のプロセスにより、タングステン含有材料によって充填するこ
とが可能な種々の構造の例を示している。
【図１Ｇ】本明細書に記載のプロセスにより、タングステン含有材料によって充填するこ
とが可能な種々の構造の例を示している。
【００２４】
【図２】タングステンによってフィーチャをインサイドアウト充填する方法における、い
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くつかのオペレーションを示すプロセスフロー図である。
【図２Ａ】タングステンによってフィーチャをインサイドアウト充填する方法における、
いくつかのオペレーションを示すプロセスフロー図である。
【００２５】
【図３Ａ】フィーチャのインサイドアウト充填の様々な段階におけるフィーチャの模式図
である。
【図３Ｂ】フィーチャのインサイドアウト充填の様々な段階におけるフィーチャの模式図
である。
【図３Ｃ】フィーチャのインサイドアウト充填の様々な段階におけるフィーチャの模式図
である。
【図４Ａ】フィーチャのインサイドアウト充填の様々な段階におけるフィーチャの模式図
である。
【図４Ｂ】フィーチャのインサイドアウト充填の様々な段階におけるフィーチャの模式図
である。
【００２６】
【図５Ａ】タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）について、様々
な温度でのエッチング速度およびエッチング選択性を示すグラフである。
【図５Ｂ】タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）について、様々
な温度でのエッチング速度およびエッチング選択性を示すグラフである。
【図５Ｃ】タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）について、様々
な温度でのエッチング速度およびエッチング選択性を示すグラフである。
【図５Ｄ】タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）について、様々
な温度でのエッチング速度およびエッチング選択性を示すグラフである。
【００２７】
【図６】リセスエッチングされたタングステン層を含むフィーチャの模式図である。
【００２８】
【図７】リセスエッチングの様々な段階におけるフィーチャの模式図である。
【００２９】
【図８】リセスエッチングを採用したフィーチャ充填の様々な段階におけるフィーチャの
模式図である。
【００３０】
【図９Ａ】エッチング・コンフォーマル性変調を例示するエッチングの様々な段階におけ
るフィーチャの模式図である。
【００３１】
【図９Ｂ】いくつかの異なるエッチャント流量の場合のタングステンのエッチング速度を
エッチング温度の関数として示すグラフである。
【００３２】
【図１０】非コンフォーマルエッチングを採用したフィーチャ充填の様々な段階における
フィーチャの模式図である。
【００３３】
【図１１】タングステン核形成の選択的抑制を採用したフィーチャ充填の様々な段階にお
けるフィーチャの模式図である。
【００３４】
【図１２】高パワーおよび低パワーのエッチングの後に堆積される膜について、バルク層
成長の遅延時間を示すグラフである。
【００３５】
【図１３Ａ】タングステンへのボロンの転化を採用したフィーチャ充填の様々な段階にお
けるフィーチャの模式図である。
【００３６】
【図１３Ｂ】タングステンへのボロンの部分的転化を用いてフィーチャを充填する方法に
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おける、いくつかのオペレーションを示すプロセスフロー図である。
【００３７】
【図１３Ｃ】フッ素フリータングステン含有層を用いてフィーチャを充填する方法におけ
る、いくつかのオペレーションを示すプロセスフロー図である。
【図１３Ｄ】フッ素フリータングステン含有層を用いてフィーチャを充填する方法におけ
る、いくつかのオペレーションを示すプロセスフロー図である。
【００３８】
【図１４】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【図１５】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【図１６】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【図１７】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【図１８】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【図１９】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【図２０】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【図２１】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【図２２】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【図２３】フィーチャ充填の様々な段階における３次元垂直ＮＡＮＤ（３Ｄ ＶＮＡＮＤ
）フィーチャの模式図である。
【００３９】
【図２４】本明細書に記載の方法を実施するのに適した装置の例を示す模式図である。
【図２５Ａ】本明細書に記載の方法を実施するのに適した装置の例を示す模式図である。
【図２５Ｂ】本明細書に記載の方法を実施するのに適した装置の例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下の説明では、本発明についての完全な理解を与えるため、様々な具体的詳細につい
て記載する。本発明は、それら特定の詳細の一部または全てを省いても実施することがで
きる。また、本発明を不必要に不明瞭にすることがないよう、周知の工程処理については
詳細に記載していない。本発明は、具体的な実現形態に関連させて説明されるが、当然の
ことながら、本発明は、それらの実現形態に限定されるものではない。
【００４１】
　本明細書で記載するのは、タングステンによってフィーチャを充填する方法、ならびに
関連するシステムおよび装置である。適用例として、ロジックおよびメモリのコンタクト
充填、ＤＲＡＭ埋め込みワードライン充填、垂直集積メモリゲート／ワードライン充填、
シリコン貫通ビア（ＴＳＶ：Ｔｈｒｏｕｇｈ－Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖｉａ）による３Ｄ集積
、が含まれる。本明細書に記載の方法は、タングステンビアにおけるような垂直フィーチ
ャ、および垂直ＮＡＮＤ（ＶＮＡＮＤ）ワードラインのような水平フィーチャ、を充填す
るために用いることができる。本方法は、コンフォーマル充填、およびボトムアップまた
はインサイドアウト充填のために用いることができる。
【００４２】
　いくつかの実現形態によれば、フィーチャは、幅狭および／またはリエントラント型の
開口部、フィーチャ内の狭窄部、高アスペクト比、のうちの１つ以上によって特徴づけら
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れるものであり得る。充填することが可能なフィーチャの例を、図１Ａ～１Ｃに示してい
る。図１Ａは、タングステンで充填される垂直フィーチャ１０１の断面図の一例を示して
いる。フィーチャは、基板１０３内のフィーチャ孔１０５を含み得る。基板は、例えば、
２００ｍｍウェハ、３００ｍｍウェハ、または４５０ｍｍウェハであるシリコンウェハと
することができ、その上に堆積された誘電体、導体、または半導体材料などの１つ以上の
材料層を有するウェハが含まれる。フィーチャは、これらの層の１つ以上に形成されたも
のであり得る。例えば、フィーチャは、誘電体層内に少なくとも部分的に形成されたもの
であり得る。いくつかの実現形態において、フィーチャ孔１０５は、少なくとも約２：１
の、少なくとも約４：１の、少なくとも約６：１の、またはさらに高いアスペクト比を有
し得る。さらに、フィーチャ孔１０５は、開口付近の寸法として、約１０ｎｍ～５００ｎ
ｍの間の、例えば約２５ｎｍ～３００ｎｍの間の、例えば開口径またはライン幅を有し得
る。フィーチャ孔１０５は、未充填フィーチャ、または単にフィーチャと呼ぶことができ
る。このようなフィーチャ１０１、および任意のフィーチャは、フィーチャの長さにわた
って延びる軸１１８によって部分的に特徴づけることができ、垂直向きのフィーチャは垂
直軸を有し、水平向きのフィーチャは水平軸を有する。
【００４３】
　図１Ｂは、リエントラント型プロファイルを有するフィーチャ１０１の一例を示してい
る。リエントラント型プロファイルは、フィーチャの閉じた底端または内部からフィーチ
ャ開口に向かって窄まるプロファイルである。いくつかの実現形態によれば、プロファイ
ルは、徐々に窄まるもの、および／またはフィーチャ開口にオーバハングを含むものであ
り得る。図１Ｂは、後者の一例を示しており、フィーチャ孔１０５の側壁または内面を下
層１１３によってライニングしている。下層１１３は、例えば、拡散バリア層、接着層、
核形成層、それらの組み合わせ、または他のいずれかの適合材とすることができる。下層
の限定されない例として、誘電体層および導電層を含むことができ、例えば、シリコン酸
化物、シリコン窒化物、シリコン炭化物、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、および
金属の層である。具体的な実現形態では、下層は、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＷＮ、ＴｉＡｌ、Ｗの
うちの１つ以上とすることができる。下層１１３は、オーバハング１１５を形成しており
、これにより、下層１１３は、フィーチャ１０１の開口付近において、フィーチャ１０１
内部よりも厚くなっている。
【００４４】
　一部の実現形態では、フィーチャ内に１つ以上の狭窄部を有するフィーチャに充填する
ことができる。図１Ｃは、狭窄部を有する種々のフィーチャが充填された図の例を示して
いる。図１Ｃの例（ａ）、（ｂ）、（ｃ）のそれぞれは、フィーチャ内の中間点に狭窄部
１０９を含んでいる。狭窄部１０９は、例えば、約１５ｎｍ～２０ｎｍの間の幅であり得
る。従来の手法を用いたフィーチャ内へのタングステン堆積の際に、狭窄部を越えた先の
堆積を、フィーチャのその部分が充填される前に、堆積されたタングステンが阻害するこ
とで、狭窄部はピンチオフの原因となることがあり、その結果、フィーチャ内にボイドが
生じる。例（ｂ）は、さらに、ライナー／バリアのオーバハング１１５を、フィーチャ開
口に含んでいる。このようなオーバハングも、やはりピンチオフ点となる可能性があり得
る。例（ｃ）は、例（ｂ）のオーバハング１１５よりもフィールド領域からさらに離れた
ところに狭窄部１１２を含んでいる。さらなる詳細は後述するように、本明細書に記載の
方法によって、図１Ｃに示すようなボイドフリー充填が可能となる。
【００４５】
　また、３Ｄメモリ構造のような水平フィーチャを充填することもできる。図１Ｄは、狭
窄部１５１を含む水平フィーチャ１５０の一例を示している。例えば、水平フィーチャ１
５０は、ＶＮＡＮＤ構造におけるワードラインであり得る。
【００４６】
　一部の実現形態では、狭窄部は、ＶＮＡＮＤまたは他の構造においてピラーが存在する
ことによるものであり得る。図１Ｅは、例えば、ＶＮＡＮＤまたは垂直集積メモリ（ＶＩ
Ｍ：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍｅｍｏｒｙ）構造１４８におけるピ
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ラー１２５の平面図を示しており、図１Ｆは、ピラー１２５の概略断面図を示している。
図１Ｅにおける矢印は堆積材料を表しており、ピラー１２５は、領域１２７とガス導入口
または他の堆積源との間に配置されているので、隣接するピラーは、結果的に、領域１２
７のボイドフリー充填における課題を提示する狭窄部１５１となり得る。
【００４７】
　構造１４８は、例えば、基板１００上に層間誘電体層１５４と犠牲層（図示せず）とを
交互に重ねたスタックを堆積させて、犠牲層を選択的にエッチングすることにより、形成
することができる。層間誘電体層は、例えば、シリコン酸化物および／またはシリコン窒
化物の層とすることができ、犠牲層は、エッチャントにより選択的にエッチング可能な材
料のものとすることができる。これに、続いて、エッチングおよび堆積プロセスによって
ピラー１２５を形成することができ、これは、完成したメモリデバイスのチャネル領域を
含み得るものである。
【００４８】
　基板１００の主面は、ｘ方向とｙ方向に広がり得るものであり、一方、ピラー１２５は
、ｚ方向に向いたものである。図１Ｅおよび１Ｆの例では、ピラー１２５はオフセット状
に配列されており、これにより、ｘ方向に直接隣接するピラー１２５は、ｙ方向に相互に
オフセットしており、またその逆も同様である。様々な実現形態により、ピラー（ならび
に、隣接するピラーにより対応して形成される狭窄部）は、多くの形式で配置することが
できる。また、ピラー１２５は、円形、方形などを含む任意の形状とすることができる。
ピラー１２５は、環状の半導体材または円形（もしくは方形）の半導体材を含み得る。そ
の半導体材をゲート誘電体で取り囲むことができる。層間誘電体層１２９のそれぞれの間
の領域を、タングステンで充填することができ、このように、構造１４８は、ｘ方向およ
び／またはｙ方向に延在して充填されるべき、スタックされた複数の水平向きフィーチャ
を有する。
【００４９】
　図１Ｇは、例えば、ピラー狭窄部１５１を含むＶＮＡＮＤまたは他の構造の、水平フィ
ーチャの図の別の例を提示している。図１Ｇの例は、オープンエンドであって、矢印で示
すように、堆積される材料が両側から水平方向に流入することが可能である（留意すべき
ことは、図１Ｇの例は、構造の３Ｄフィーチャを２Ｄレンダリングしたものと見ることが
でき、図１Ｇは充填される領域の断面図であって、同図に示すピラー狭窄部は、断面図で
はなく平面図で見られるであろう狭窄部を示しているということである）。一部の実現形
態では、３Ｄ構造は、２次元または３次元（例えば、図１Ｆの例におけるｘ、ｙ方向、ま
たはｘ、ｙ、ｚ方向）に沿って広がる充填領域によって特徴づけることができ、その充填
は、１次元または２次元に沿って広がる孔またはトレンチを充填する場合よりも多くの課
題を提示し得る。例えば、３Ｄ構造の充填を制御することは、堆積ガスが複数の次元から
フィーチャに流入し得るため、難しくなることがある。
【００５０】
　タングステン含有材料によってフィーチャを充填すると、充填されたフィーチャの内部
でボイドおよびシーム（割れ目）が形成される場合がある。ボイドは、充填されないまま
残されたフィーチャ領域である。例えば、堆積された材料がフィーチャ内でピンチ点を形
成して、反応物質の流入および堆積を阻むように、フィーチャ内の未充填の空間を封鎖す
ると、ボイドが形成され得る。
【００５１】
　ボイドおよびシームの形成を引き起こす可能性のある複数の原因がある。１つは、タン
グステン含有材料、または、より一般的に、拡散バリア層もしくは核形成層などの他の材
料の堆積の際に、フィーチャ開口付近に形成されるオーバハングである。一例を図１Ｂに
示している。
【００５２】
　ボイドまたはシームの形成のもう１つの原因は、図１Ｂには示していないものの、シー
ムの形成またはシームの拡大につながり得ることであって、それは、湾曲フィーチャとも
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呼ばれるフィーチャ孔の側壁の曲がり（または湾曲）である。湾曲フィーチャにおいては
、開口付近のキャビティの断面寸法は、フィーチャ内部のそれよりも小さい。湾曲フィー
チャにおいて、このように開口が窄まることの影響は、上記のオーバハングの問題と若干
似ている。図１Ｃ、１Ｄ、１Ｇに示すようなフィーチャ内の狭窄部は、ボイドおよびシー
ムがほとんど、または全く生じないタングステン充填において、同じく課題を提示する。
【００５３】
　ボイドフリー充填が達成された場合であっても、フィーチャ内のタングステンは、ビア
、トレンチ、ライン、または他のフィーチャの軸もしくは中心を通って延びるシーム（割
れ目）を含むことがある。これは、タングステンの成長が、側壁で開始して、その粒子が
、反対の側壁から成長したタングステンと接するまで継続し得るためである。このような
シームは、フッ化水素酸（ＨＦ）などのフッ素含有化合物を含む不純物の捕捉を可能とし
得る。また、化学機械平坦化（ＣＭＰ）の際に、コアリングもシームから伝播し得る。い
くつかの実現形態により、本明細書に記載の方法は、ボイドおよびシームの形成を抑制（
阻害）または解消することができる。また、本明細書に記載の方法は、以下の１つ以上に
対処することができる。
【００５４】
　１）非常に難しいプロファイル：参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願第１
３／３５１９７０号に記載されているような堆積－エッチング－堆積・サイクルを用いて
、ほとんどのリエントラント型フィーチャにおいてボイドフリー充填を達成することがで
きる。ただし、寸法およびジオメトリによっては、ボイドフリー充填を達成するために、
複数の堆積－エッチング・サイクルが必要となることがある。このことは、プロセスの安
定性およびスループットに影響し得る。本明細書に記載の実現形態により、より少ない堆
積－エッチング－堆積・サイクルで、または堆積－エッチング－堆積・サイクルなしで、
フィーチャ充填を提供することができる。
【００５５】
　２）小さいフィーチャと、ライナー／バリアへの影響：フィーチャサイズが極めて小さ
い場合には、下層ライナー／バリアの完全性に影響を及ぼすことなく、エッチングプロセ
スを調整することが非常に難しくなり得る。一部の例では、Ｗの選択的エッチングの際に
、恐らくエッチング中にＴｉＦｘパッシベーション層が形成されることによって、断続的
なＴｉアタックが生じ得る。
【００５６】
　３）Ｗ粒界における散乱：フィーチャ内部に複数のＷ粒子が存在することによって、粒
界散乱により電子損失が生じ得る。その結果、実際のデバイス性能は、理論予測およびブ
ランケットウェハの結果と比較して、低下することになる。
【００５７】
　４）Ｗ充填のためのビア体積の減少：特に、より小さく、より最新のフィーチャでは、
金属コンタクトのかなりの部分が、Ｗバリア（ＴｉＮ、ＷＮなど）によって占められてい
る。このような膜は、一般に、Ｗよりも抵抗率が高く、コンタクト抵抗などのような電気
的特性にマイナスの影響を与える。
【００５８】
　本明細書で提示するのは、ボイドおよびシームの形成を抑制または解消する、タングス
テンによるフィーチャ充填の様々な方法である。それらの方法は、垂直向きおよび水平向
きを含む任意の向きのフィーチャのフィーチャ充填に用いることができる。一部の実現形
態では、それらの方法は、基板の平面に対して斜め向きのフィーチャを充填するために用
いることができる。一部の実現形態では、それらの方法は、複数の方向を有するフィーチ
ャを充填するために用いることができる。そのようなフィーチャの例として、堆積ガスが
フィーチャに垂直方向および横方向に流入し得る３Ｄフィーチャが含まれる。さらに、一
部の実現形態では、それらの方法は、単一の基板上の様々に異なる向きの複数のフィーチ
ャを充填するために用いることができる。
【００５９】
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　水平向きおよび垂直向きのフィーチャの場合のフィーチャ充填の例について、以下で説
明する。なお、それらの例は、多くの場合、水平向きまたは垂直向きのフィーチャのどち
らにも適用可能であるということに留意すべきである。さらに、以下の説明において、「
横方向」という用語は、フィーチャ軸に略垂直な方向を指して使用され、「垂直方向」と
いう用語は、フィーチャ軸に略沿った方向を指して使用され得るということにも留意すべ
きである。
【００６０】
　以下の説明では、タングステンによるフィーチャ充填に焦点を当てているが、本開示の
態様は、他の材料によるフィーチャ充填において実施することもできる。例えば、インサ
イドアウト・フィーチャ充填、エッチング・コンフォーマル性変調、還元剤の転化、未転
化の還元剤をエッチングストップとして用いる還元剤の部分的転化、ハロゲンフリー充填
のうち、１つ以上の上記手法を用いたフィーチャ充填を、他のタングステン含有材料（例
えば、窒化タングステン（ＷＮ）、炭化タングステン（ＷＣ））、チタン含有材料（例え
ば、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、チタンシリサイド（ＴｉＳｉ）、炭化チタ
ン（ＴｉＣ）、チタンアルミナイド（ＴｉＡｌ））、タンタル含有材料（例えば、タンタ
ル（Ｔａ）、窒化タンタル（ＴａＮ））、ニッケル含有材料（例えば、ニッケル（Ｎｉ）
、ニッケルシリサイド（ＮｉＳｉ））など、他の材料によってフィーチャを充填するため
に用いることができる。
【００６１】
　インサイドアウト充填
【００６２】
　リエントラント型フィーチャにおける従来のタングステン堆積は、側壁面から開始して
、フィーチャがピンチオフされるまで横方向に（すなわち、側壁面およびフィーチャ軸に
垂直に）進行する。本明細書に記載のインサイドアウト充填では、タングステン成長は、
フィーチャから垂直方向に（すなわち、フィーチャ軸に沿って）進行する。一部の実現形
態では、フィーチャ側壁からのタングステン成長は、解消または遅延されて、タングステ
ンのインサイドアウト成長が可能となる。その結果、タングステン粒子は大きく、抵抗率
がより低くなることが可能であり、また、フィーチャ軸に沿ったシームはなく、化学機械
平坦化（ＣＭＰ）の際のコアリングが軽減され、フィーチャにおけるボイドは解消および
軽減され得る。
【００６３】
　本明細書に記載の実現形態は、フィーチャ内へのタングステンの堆積を伴って、その後
に続いて、側壁に堆積されたタングステンのすべてまたは一部をエッチングにより除去す
る一方で、それよりさらにフィーチャ内部のタングステン、例えば垂直向きフィーチャの
底部もしくは水平向きフィーチャの閉端部のようなフィーチャ閉端部のタングステン、ま
たは複数の開口を有する水平向きフィーチャの内部のタングステンは、そのまま残すこと
ができる。最初の堆積は、フィーチャのすべてのアクセス可能な表面からタングステンが
均等に成長するコンフォーマルなものであり得る。その後の堆積は、下層または基板構造
上よりも、むしろフィーチャ内に残存するタングステン上で優先的にタングステンが成長
するという点で、「選択的」であり得る。一部の実現形態では、堆積プロセス全体（例え
ば、コンフォーマル堆積－エッチング－選択的堆積）が、コンフォーマルというよりも、
インサイドアウトとして特徴づけられるものであり得る。インサイドアウト充填とは、フ
ィーチャの内部から生じる成長を意味し、図１Ａおよび１Ｂにあるようなクローズエンド
の垂直構造の場合は「ボトムアップ」充填と呼ぶことができる。
【００６４】
　図２は、フィーチャのインサイドアウト充填の方法における、いくつかのオペレーショ
ンを示すプロセスフロー図である。本方法は、ブロック２０１で、フィーチャ内にタング
ステンをコンフォーマルに堆積することにより、開始することができる。一部の実現形態
では、ブロック２０１は、タングステン核形成層の堆積を伴って、その後に続いて、バル
ク堆積が実施され得る。タングステン核形成層の堆積およびバルク堆積の手法のさらなる
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詳細については後述する。一部の実現形態では、例えば、フィーチャがタングステン堆積
をサポートする下層を含む場合に、ブロック２０１は、バルク堆積のみを伴うことがある
。狭窄部を含むフィーチャ、またはそれ以外のピンチオフが生じやすいフィーチャにおい
ては、ブロック２０１は、少なくともフィーチャがピンチオフされるまで実行され得る。
コンフォーマル堆積における堆積は、各表面から開始して、表面に略垂直な成長により進
行する。フィーチャ内でのタングステン成長は、各側壁から開始して、成長によってフィ
ーチャがピンチオフされるまで進行する。一部の実現形態では、ブロック２０１で堆積さ
れるタングステンの量は、最も幅狭のフィーチャ寸法に基づいて決定され得る。例えば、
最も幅狭の寸法が５０ｎｍである場合、ブロック２０１におけるＣＶＤ反応は、各表面に
２５ｎｍを堆積させるのに十分に長く継続することが許可され、その点で堆積されたタン
グステンは、反応物質がさらに先のフィーチャ内に拡散することを阻む。これは、一般に
、反応速度、タングステン核形成層の厚さなどに基づいて、反応の前に決定され得る。一
部の実現形態では、ブロック２０１は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願
第１３／０１６６５６号に記載されているような複数の堆積－エッチング－堆積・サイク
ルを伴い得る。一部の実現形態では、ブロック２０１は、エッチング工程を含まず、少な
くともフィーチャがピンチオフされるまで、単に堆積が実施される。ブロック２０１は、
１つのチェンバで、マルチステーション・チェンバまたはシングルステーション・チェン
バの１つのステーションで、マルチステーション装置の複数のステーションで、または複
数のチェンバで、実施され得る。例えば、ブロック２０１は、あるチェンバの１つのステ
ーションにおけるタングステン核形成層の堆積を伴って、その後に続いて、そのチェンバ
の別のステーションにおいてバルク堆積が実施され得る。
【００６５】
　プロセスは、続いて、ブロック２０３でのタングステンの部分エッチングに進み得る。
一部のタングステンはフィーチャ内にそのまま残される一方で、エッチングによってフィ
ーチャ側壁の少なくとも一部からタングステンが除去される。ブロック２０３は、一般に
化学エッチングを伴い、それは、例えば、フッ素含有種または他のエッチャント種による
ものである。一部の実現形態では、活性種を用いることができる。活性種には、原子種、
ラジカル種、イオン種が含まれ得る。本出願の目的では、活性種は、再結合種と区別され
、また、プラズマ発生器に最初に供給されたガスと区別される。例えば、堆積されたタン
グステンの部分エッチングは、リモートプラズマ発生器またはインサイチュ・プラズマ発
生器で生成されたエッチャント種への暴露を伴い得る。一部の実現形態では、リモート生
成とインサイチュ生成によるプラズマ種の両方を、順次または同時のいずれかで用いるこ
とができる。一部の実現形態では、Ｆ2、ＣＦ3Ｃｌ、または他のエッチャントケミストリ
を用いた非プラズマ化学エッチングを用いることができる。ブロック２０３は、ブロック
２０１と同じチェンバ内で、または異なるチェンバ内で、実施することができる。フィー
チャ内のタングステンをエッチングする方法のさらなる詳細については後述する。フィー
チャアーキテクチャに応じて、エッチングは、コンフォーマルまたは非コンフォーマルと
することができる。また、エッチバックは、一般に、（フィーチャ軸に垂直に）横方向お
よび／または（フィーチャ軸に沿って）垂直方向に進み得る。
【００６６】
　様々な実現形態により、エッチングは、下層に比して優先的または非優先的とすること
ができる。例えば、エッチングは、Ｗに優先的とすることができ、このとき、例えば、Ｔ
ｉまたはＴｉＮの下層がエッチングストップとして機能する。一部の実現形態では、エッ
チングは、ＷおよびＴｉまたはＴｉＮをエッチングし得るものであって、この場合、下の
誘電体がエッチングストップとして機能する。
【００６７】
　次に、プロセスは、ブロック２０５に進み、残りのタングステン上への選択的堆積を実
施する。選択的堆積とは、タングステンが除去された側壁または他の表面に比して、タン
グステン表面への優先的な堆積を意味する。一部の実現形態では、選択的堆積プロセスに
よって、側壁面にはタングステンが略堆積されないことがある。一部の実現形態では、選
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択的堆積プロセスによって、タングステン表面への堆積よりも著しく遅い成長速度ではあ
るものの、側壁面に少量のタングステンが堆積されることがある。例えば、成長速度およ
び堆積厚さは、タングステン表面に比べて、側壁面では半分またはそれ以下であり得る。
それは、一部の実現形態では、１０分の１、または１００分の１でさえあり得る。
【００６８】
　一部の実現形態では、ブロック２０５は、核形成層を堆積させることなく進めることが
できる。これによって、フィーチャ内に残存するタングステンのみへの選択的堆積が可能
となり得る。多くの実現形態では、ブロック２０１は、コンフォーマル堆積を達成するた
めに核形成層の堆積を伴うが、一方、ブロック２０５では、中間核形成層を堆積させるこ
となく、エッチングされたタングステン層への堆積を進める。一部の実現形態では、少な
くとも、さらなる成長が要求されるフィーチャ部分に、核形成層を堆積させることができ
る。ブロック２０５で、その後の堆積が所望されない側壁または他の表面への堆積を含め
て、核形成層が堆積される場合には、そのような表面におけるタングステン核形成を選択
的に抑制することができる。フィーチャ内でのタングステン核形成を抑制する方法は、参
照により本明細書に組み込まれる米国特許出願第１３／７７４３５０号に記載されている
。
【００６９】
　図２Ａは、図２に従ったインサイドアウト充填の一例における、いくつかのオペレーシ
ョン示すプロセスフローである。プロセスは、原子層堆積（ＡＬＤ）プロセスまたはパル
ス核形成層（ＰＮＬ：Ｐｕｌｓｅｄ Ｎｕｃｌｅａｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ）プロセスにより
タングステン核形成層を形成するため、タングステン含有前駆体および１種以上の還元剤
を順次パルス化することによって開始することができる（２０１ａ）。その後のバルク堆
積をサポートすることが可能なコンフォーマル核形成薄層が形成される。核形成層堆積の
さらなる詳細については後述する。次に、フィーチャを収容したチェンバに、タングステ
ン含有前駆体と還元剤が同時に導入される（２０１ｂ）。その結果、ブロック２０１ａで
形成されたタングステン核形成層の上に、化学気相成長（ＣＶＤ）によりタングステンの
バルク層が堆積される。バルクタングステン層は、下のタングステン核形成層の輪郭に沿
ったものとなり、そしてこれは、コンフォーマル堆積の場合、フィーチャの輪郭に沿った
ものである。その後、タングステンは、図２を参照して上述したように部分エッチングさ
れる（２０３）。プロセスは、続いて、再度、タングステン含有前駆体と還元剤を同時に
導入することで、ＣＶＤにより別のバルク層を堆積させる（２０５ａ）。図２Ａの例では
、ブロック２０５ａで堆積されるバルクタングステン層は、新たに核形成層を形成するこ
となく、エッチングされたタングステンの上に直接堆積される。
【００７０】
　一部の実現形態では、フィーチャ充填は、フィーチャを充填するためのコンフォーマル
なタングステン堆積を伴って、この堆積は、フィーチャ内にボイドまたはシームの形成が
あっても進めることが許容され、その後に続いて、フィーチャを開口させるためのエッチ
バックと、フィーチャ内への選択的堆積が実施され得る。様々な実現形態によれば、フィ
ーチャを充填するためのコンフォーマル堆積は、フィーチャの頂部までの充填、または狭
窄部もしくはピンチ点を越えたところまでのみの充填を含み得る。いずれの場合も、エッ
チバックの前には、シームおよび／またはボイドを含むフィーチャの一部へのさらなる堆
積が遮断されている場合がある。
【００７１】
　従来の方式は、最初の堆積工程における部分充填を伴って、ビアまたは他のフィーチャ
が封鎖されることなく開口したままとするものであった。これらの方式では、その後のエ
ッチング工程において、フィールドおよびピンチ点におけるタングステンの除去を対象と
する次のエッチングが、ビアまたは他のフィーチャの内部のタングステンを除去するとい
う望ましくない副次的効果を有することがあった。そして、続く堆積工程では、ビアまた
は他のフィーチャの内部とピンチ点で、同じ速度でタングステンが再成長し得る結果、堆
積のみによるフィーチャ充填の場合と同じキーホール・ボイドが生じた。これに対し、本
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明細書で記載する方法は、フィーチャ内に部分的成長を残すことが可能であり、この部分
的成長の結果、後の堆積工程で選択的堆積が得られる。例えば、プロセスは、ビア内部の
部分的タングステン成長をそのまま残して、フィールドおよびピンチ点からタングステン
を完全に除去するために、ピンチオフされたビアをエッチングすることを伴い得る。その
後のタングステン堆積で、フィールドにおける著しい成長遅延によって最終的なビア充填
におけるピンチオフおよびボイドを防ぎつつ、既存のタングステン層上のビア内部でのタ
ングステン再成長が可能となる。上述のように、著しい成長遅延は、タングステン成長を
サポートする表面の除去に、少なくとも部分的によるものであり得る。一部の実現形態で
は、エッチングは、下層に比してタングステンに優先的とすることができる。例えば、Ｔ
ｉＮ／Ｗ（窒化チタン下層／タングステン層）二重層を含むフィーチャは、タングステン
に優先的なエッチングを施すことができる。優先的エッチング（選択的エッチングとも呼
ばれる）では、フィールドおよびピンチ点においてＴｉＮに及んでエッチングすることな
く、フィールドおよびピンチ点からタングステンを除去することができる。その後の堆積
により、フィールド上またはピンチ点の側壁上は除いて、フィーチャ内でのタングステン
再成長が可能となる。その結果、成長は、コンフォーマルではなく、インサイドアウト（
例えば、ボトムアップ）となる。様々な実現形態について、図３Ａ、３Ｂ、４Ａ、４Ｂに
関連して以下で説明する。
【００７２】
　一部の実現形態では、フィーチャ充填は、１）フィーチャをピンチオフさせる堆積、２
）ピンチ点に至るタングステンを除去するためのエッチバック、３）ピンチ点より下の選
択的堆積による充填、４）フィーチャの残り部分の充填、を伴い得る。一部の実現形態で
は、（２）は、ＴｉＮ、Ｔｉ、または他の下層に比して、タングステンに選択的な（すな
わち、優先的な）エッチング条件を伴う。図３Ａは、そのような方法を用いたフィーチャ
充填の断面模式図の一例を示している。最初に、オペレーション３１０で、コンフォーマ
ル堆積法を用いて、ピンチ点３５１およびＴｉＮ下層３１３を含むフィーチャ３０１に充
填する。堆積は、フィールド領域３１７にタングステンを堆積させるとともに、フィーチ
ャをピンチオフさせて継続することが許容される。このオペレーションでの堆積は、フィ
ーチャに対して概ねコンフォーマルとすることができ、充填されたフィーチャ３０１内に
はボイド３１２が残る。図３Ｃに、コンフォーマル堆積の一例を模式的に示しており、フ
ィーチャ３０１におけるタングステンの成長段階３５０、３６０、３７０を例示している
。段階３５０、３６０、３７０は、例えば、フィーチャ３０１内にタングステンを堆積さ
せるＣＶＤプロセスの進行する段階を表し得る。段階３５０で、タングステン層３０２に
より、フィーチャ３０１をコンフォーマルにライニングする。タングステンの成長は、段
階３６０に示すように、略均一な成長によって、フィーチャ表面から垂直に進行するよう
に継続する。段階３７０で、ピンチ点３５１における側壁面からの成長によって、フィー
チャ３０１は、ボイド３１２を残して封鎖される。図３Ａに戻って、３１０での充填は、
一部の実現形態では、厳密にコンフォーマルとすることができる。他の一部の実現形態で
は、充填は、何らかの非コンフォーマルな側面を有しつつ、概ねコンフォーマルとするこ
とができる。例えば、フィーチャ３０１の封鎖を遅らせるため、ピンチ点３５１における
タングステン核形成を抑制することができる。いずれの場合も、オペレーション３１０の
後には、ボイド３１２が存在する。
【００７３】
　オペレーション３２０で、タングステンに対して選択的なエッチングにより、フィーチ
ャ３０１を開口させる。すなわち、フィーチャ３０１は、下層３１３をほとんどエッチン
グすることなくタングステンをエッチングするエッチングケミストリを用いて、エッチン
グされる。図の３０１の例では、窒化チタンをエッチングすることなく、タングステンが
エッチングされる。ピンチ点３５１のタングステンが除去されるまで、エッチングを進行
させる。エッチングプロセスが終わらないうちは、ピンチ点より下のタングステンが手付
かずのまま、フィーチャ３０１は封鎖されたままであり得る。同時に、フィールドにおけ
るタングステン、およびピンチ点またはそれより上のタングステンがオーバエッチングさ
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れ、これにより下層が露出する。選択的エッチングが用いられるため、フィールド領域お
よびピンチ点３５１の側壁の窒化チタン層３１３は、そのまま残る。その結果、ピンチ点
３５１より下のフィーチャ３０１内にタングステン３０３が存在して、ピンチ点３５１お
よびそれより上の側壁に沿ったタングステンは最小限であるか、または存在しない。存在
する場合の、残ったタングステンは、一般に、側壁からの高品質の一定した成長をサポー
トするには不十分である。例えば、一部の実現形態では、不連続膜であり得る。
【００７４】
　オペレーション３３０で、フィーチャ３０１内に残ったタングステン３０３の上にタン
グステンが選択的に堆積される。タングステンは、ピンチ点３５１より下にのみ存在する
ので、タングステンは、ピンチ点３５１より下に選択的に堆積される。このオペレーショ
ンにおける充填は、ボトムアップと特徴づけることができる。
【００７５】
　一部の実現形態では、オペレーション３３０は、オペレーション３２０の直後に実行す
ることができる。ピンチ点３５１およびそれより上の露出した下層３１３の上での低速の
タングステン成長と比較して、フィーチャ３０１内に存在するタングステン３０３の上で
は、より高速の再成長であることから、この堆積は選択的である。一部の実現形態では、
オペレーション３３０に先立って、ピンチ点３５１におけるタングステン核形成を抑制す
ることができる。図示はしていないが、一部の実現形態では、オペレーション３２０と３
３０を、１回以上繰り返すことができる。例えば、オペレーション３３０を実行した結果
、シームが形成された場合に、シームを除去するためのエッチングを、さらなる選択的堆
積オペレーションの前に実行することができる。シームの除去については、図３Ｂを参照
して後述する。
【００７６】
　その後、フィーチャ３０１を完全に充填するために、充填を継続させることができる。
一部の実現形態では、フィーチャ内での選択的により高速な再成長によって、頂部がピン
チオフする前に充填を完了することが可能となり得る（図示せず）。一部の実現形態では
、完全な充填を達成するために、エッチングおよび選択的充填プロセスを１回以上繰り返
すことができる。オペレーション３２０と３３０の１回以上の繰り返しの後に、フィーチ
ャが完全に充填されていない場合は、一部の実現形態では、フィーチャ３０１の充填を完
了するためにコンフォーマル充填を実施するオペレーション３４０を実行することができ
る。オペレーション３４０は、一部の実現形態では、ピンチ点３５１の側壁へのタングス
テン核形成層の堆積を伴い得る。一部の実現形態では、ピンチ点における以前の選択的抑
制処理（選択的阻害処理）の効果を、オペレーション３４０で低下させて、核形成層を堆
積させることなくコンフォーマル充填を可能にすることができる。
【００７７】
　一部の実現形態では、フィーチャ充填は、１）フィーチャを充填する堆積、２）シーム
形成部に至るタングステンを除去するためのエッチバック、３）選択的堆積による充填、
４）フィーチャの残り部分の充填、を伴い得る。図３Ｂは、そのような方法を用いたフィ
ーチャ充填の断面模式図の一例を示している。最初に、オペレーション３１５で、コンフ
ォーマル堆積法を用いて、窒化チタン下層３１３を含むフィーチャに充填する。本例では
、フィーチャ３０１は、略垂直な側壁を有して、狭窄部は持たず、従って、フィーチャ３
０１内にボイドは形成されない。しかしながら、各側壁からの成長が接するところに、フ
ィーチャ３０１の軸に沿ってシーム３１４が形成される。成長は、フィーチャ３０１の底
からも生じるので、シーム形成は、フィーチャの底より上の点３５２で開始する。堆積は
、シーム形成の開始後のある点で停止され、これは、一般に、フィーチャ内における標準
的なＣＶＤ－Ｗプロセスのコンフォーマル性によって、図３Ｂの例に示すように、オペレ
ーション３１５での完全なフィーチャ充填を伴う。終点は、フィーチャ寸法およびタング
ステン堆積速度に基づいて、堆積前に決定することができる。一部の実現形態では、フィ
ーチャがシーム形成位置において部分的にのみ充填されるようにフィーチャプロファイル
を調整するために、オペレーション３１５で、核形成の抑制および／または１種以上の非
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コンフォーマルエッチングを用いることができる。
【００７８】
　次に、オペレーション３２５で、窒化チタン（または他の下層）３１３がエッチングス
トップとして機能することによる、タングステンに選択的なエッチングにより、フィーチ
ャを開口させる。シーム形成点３５２またはそれより下の層３０３を残して、少なくとも
シーム形成点３５２まで、このエッチングを進行させる。オペレーション３２５で実施さ
れるエッチングは、図３Ａを参照して説明したオペレーション３２０で実施されるものと
は、いくつかの点で異なり得るということに留意すべきである。オペレーション３２５で
は、フィーチャ内のタングステンを、シーム形成点に達するまで均一に除去するために、
コンフォーマルエッチングを実施する。エッチング・コンフォーマル性を制御する方法の
さらなる詳細については後述する。これに対し、オペレーション３２０でのエッチングは
、フィーチャの頂部付近においてのみ、タングステンを除去するものであって、より非コ
ンフォーマルである。ただし、閉じたピンチ点３５１の存在がボイド３１２内へのエッチ
ャントの拡散を阻むので、オペレーション３２０の際に非コンフォーマルエッチング用の
条件は不要となり得るということに留意すべきである。
【００７９】
　図３Ｂに戻って、フィールドのタングステンおよびシーム形成点より上のタングステン
がオーバエッチングされ、これにより下層３１３が露出する。選択的エッチングが用いら
れるため、窒化チタン層３１３は、フィールド領域上およびフィーチャ３０１の側壁上に
そのまま残る。その結果、シーム形成点より下のフィーチャ３０１内にタングステン３０
３が存在し、シーム形成点３５２およびそれより上の側壁に沿ったタングステンは最小限
であるか、または全くない。
【００８０】
　次に、オペレーション３３５で、結果的にボトムアップ充填が得られる選択的堆積が実
施され、このときの選択性は、フィーチャ底部のタングステン層３０３において、より高
速である成長反応速度によって誘発される。図３Ａを参照して説明した例の場合と同様に
、一部の実現形態では、選択性は、さらに、エッチングオペレーション３２５後かつ堆積
オペレーション３３５前にフィーチャ３０１内でのタングステン核形成を選択的に抑制す
ることによって誘発され得る。選択的抑制を用いたボトムアップ充填法は、参照により本
明細書に組み込まれる米国特許出願第１３／７７４３５０号で解説されている。一部の実
現形態では、オペレーション３３５は、フィーチャ頂部までフィーチャが充填されるまで
実行することができる。他の一部の実現形態では、フィーチャ頂部に達する前のある点で
、具体的には、いくらかの側壁成長が生じて新たにシームが形成されたら、フィーチャ充
填を停止することができる。図３Ｂに示す例では、フィーチャ３０１を完全または部分的
に充填した後に、再び側壁からタングステンを除去するために、第２のエッチングオペレ
ーション３２６が実施される。このエッチングにおいてシームが除去される。その後、フ
ィーチャを充填するために、選択的堆積３３６が実施される。フィーチャを充填するため
に、これらの選択的エッチングと堆積のオペレーションを１回以上繰り返すことができる
。
【００８１】
　様々な実現形態により、上記の方法は、水平向きフィーチャのインサイドアウト充填に
用いることもできる。また、図３Ａおよび３Ｂに関して上述した方法では、下層はそのま
ま残してタングステンを除去する選択的エッチングを用いているが、一部の実現形態では
、エッチングにおいてバリア層または他の下層を除去することができる。
【００８２】
　図４Ａは、インサイドアウト充填の別の例を示しており、この場合、狭窄部４５１を含
むワードライン（ＷＬ）のような水平向きフィーチャ４０１を充填する。フィーチャ４０
１は、誘電体４１９と窒化チタン４１３の下層を含んでいる。（一部の実現形態では、イ
メージ４１０が側面図であるとすると、狭窄部４５１は、例えば３Ｄ構造でピラーの配置
によって生じる、紙面に入る方向に広がる平面における狭窄領域を表し得るということに
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留意すべきである。）一番上のイメージ４１０は、標準的なＣＶＤを用いたＷＬ充填を示
しており、この場合、タングステン核形成層が、フィーチャ内で窒化チタン層４１３の上
にコンフォーマルに堆積され、その後に続いて、タングステン核形成層上へのＣＶＤ堆積
が実施される。タングステン４０２によってフィーチャを充填し、このとき、狭窄部４５
１を越えた先のＷＬ内にかなりのボイド４１２が現れる。さらに、このタングステン充填
では、狭窄部４５１を通ってフィーチャ４０１の開口に達するシーム４１４が現れる。
【００８３】
　本明細書で記載する方法では、充填は、オペレーション４２０で、ボイド４１２をピン
チオフさせることを含んで、フィーチャを部分的に充填するためのコンフォーマル堆積に
よって開始することができる。オペレーション４２０は、窒化チタン４１３上へのコンフ
ォーマルなタングステン核形成層の堆積を含むことができ、その後に続いて、狭窄部が充
填されるまでＣＶＤ堆積が実施され、これによりボイド４１２がピンチオフされる。上述
のように、堆積の終点は、狭窄部４５１の寸法およびタングステンの堆積速度に基づいて
決定することができる。
【００８４】
　オペレーション４３０で、フィーチャ４０１の狭窄部４５１と開口との間に堆積された
タングステンおよび窒化チタンを除去するため、タングステンおよび窒化チタンのコンフ
ォーマルエッチングが実施される。一部の実現形態では、エッチング非選択性を高めるた
めに、エッチング温度を比較的高くすることができる。誘電体層４１９が、エッチングス
トップとして機能し得る。このエッチングは、「横方向」、またはフィーチャ軸に垂直な
方向であると考えることができる。エッチングは、オペレーション４４０で継続されるこ
とができ、狭窄部４５１を越えた先のエッチングにより、タングステンの底層４０３のみ
を残して、ボイドが除去されるまで、タングステンおよび窒化チタンを除去する。このと
きのエッチングは、「垂直方向」、またはフィーチャ軸に平行な方向と考えることができ
る。（留意すべきことは、エッチング条件は、オペレーション４３０から４４０で必ずし
も変更されるとは限らず、エッチング方向は、除去対象のタングステンの堆積された厚さ
および位置によって変化し得るということである。）層４０３は、その後の選択的堆積の
ための底部タングステンシード層として機能し得る。次に、オペレーション４５０で、選
択的インサイドアウト充填が実施される。誘電体４１９上には堆積させることなく、存在
するタングステンシード層４０３の上にのみタングステンを選択的に堆積させる。上記の
方法と同様に、一部の実現形態では、エッチングと選択的堆積のオペレーションを１回以
上繰り返すことができる。その結果、従来のＣＶＤで充填された４１０に示す層４０２よ
りも、粒子が大きく、粒界が少ない、ボイドフリーかつシームフリーの層４０４が得られ
る。また、ＴｉＮ下層４１３は、フィーチャの底にのみ存在する。タングステン層４０４
と誘電体層４１９との間のバリア層は不要な場合があり、タングステンと窒化チタンの非
選択的エッチングによって、タングステン層４０４が占めるＷＬ体積をより多くすること
が可能となり得る。
【００８５】
　一部の実現形態では、インサイドアウト充填されたタングステンの、基板への接着性を
向上させるため、選択的堆積の際にフィーチャ内に接着層を堆積させることができ、さら
に／またはフィーチャのインサイドアウト充填の前、最中、または後にフィールド領域に
接着層を堆積させることができる。例えば、図４Ａにおいて、オペレーション４５０での
インサイドアウト成長を、ある点で停止させることができ、その後に続いて、接着層を堆
積させ、その後、タングステン堆積を継続する。一例を、以下で図４Ｂに示している。
【００８６】
　一部の実現形態において、これらの方法は、フィーチャを充填するための、適切な余剰
厚さでのタングステン堆積を含み得る。一部の例では、ボイドフリー充填を達成するため
に、上記で参照した米国特許出願第１３／０１６６５６号に記載されているような堆積－
エッチング－堆積・シーケンスを用いることができる。フィーチャが充填された後に、そ
れを、フィーチャ内のタングステンにリセスを形成すると同時に、例えばＴｉＮ、Ｔｉ、
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ＷＮ、またはフッ素フリータングステン（ＦＦＷ）のうちの１つ以上であるフィールドの
下層、およびリセス深さ平面までの側壁に沿った下層を除去する条件で、エッチングする
ことができる。様々な実現形態により、下層誘電体を、除去することができ、または除去
しなくてもよい。リセスエッチングの後に続いて、フィーチャの軸に沿ったインサイドア
ウト（ボトムアップ）成長によるバルクタングステン堆積を実施することができる。一部
の実現形態では、ライナー層、バリア層、もしくは接着層、または他の下層が除去される
場合に、フィールドへのタングステン堆積およびＣＭＰの前に、別の下層を、フィールド
内に、さらに／またはフィーチャ側壁に沿って堆積させることができる。
【００８７】
　リセスエッチング後のインサイドアウト充填の方法の一例におけるフィーチャ４０１の
断面図を、図４Ｂに提示している。最初に、４６０で、タングステン４０２によってフィ
ーチャ４０１を充填する。フィーチャ４０１は、下層４６１および４６３を含み、これら
は、例えば、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＷＮ、ＴｉＡｌなどのいずれかとすることができる。フィー
チャ４０１内にはシーム４１４が存在する。４６２では、エッチングされたタングステン
層４０３を残して、タングステン４０２および下層４６１、４６３を、リセス深さ平面ま
で除去するリセスエッチングを実施することができる。別の実現形態では、選択的エッチ
ングによって、下層４６１、または下層４６１および４６３を残すことができる。リセス
エッチングによって、フィーチャ４０１のリセス体積内のシーム４１４が除去され、これ
は、後のＣＭＰ工程中のコアリングの防止に役立つ。従って、リセス深さは、シーム４１
４がＣＭＰに影響を及ぼさないようにフィーチャ開口から十分に離れた距離に少なくとも
部分的に基づいて、選択することができる。リセスエッチングを実施する方法のさらなる
詳細については後述する。次に、４６４でのインサイドアウト充填オペレーションにおい
て、フィーチャは、タングステンによって充填される。上述のように、インサイドアウト
充填は、フィーチャ４０１内に残存するエッチングされたタングステン４０３上での選択
的堆積を伴う。その結果、大きな垂直方向の粒成長によるインサイドアウト充填タングス
テン層４０４が得られる。４６６で、インサイドアウト成長を停止させ、フィーチャ４０
１の上に１つ以上の層４６５を堆積させる。層４６５は、例えば、接着層またはバリア層
とすることができる。例として、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ｔｉ／ＴｉＮ、ＷＮが含まれる。そして
、上記１つ以上の層４６５の露出面でタングステンがどれほどよく成長するのかに応じて
、タングステン核形成層を、上記１つ以上の層４６５の上に堆積させることができる。一
部の実現形態では、層４６５は、タングステン核形成層である。次に、４６８で、余剰タ
ングステン層４０５を堆積させる。余剰層４０５は、ボトムアップ成長によって堆積され
ない場合があるものの、それはＣＭＰの際に除去されるものであるため、コアリングに関
する懸念を提示し得るものではない。ＣＭＰ後のフィーチャ４０１を、４７０に示してい
る。タングステン層４０４は、ＣＭＰの際にコアリングのリスクを提示しないことに加え
て、その粒子が大きいことと、層４０４によって充填される体積がより大きいことにより
、向上した電気的特性を提供する。
【００８８】
　図２、２Ａ、３Ａ、３Ｂ、４Ａ、４Ｂを参照して説明した方法には、様々な利点がある
。例えば、上記で参照した米国特許出願第１３／３５１９７０号に記載されているような
部分的堆積－エッチング－堆積・サイクルを用いて、ほとんどのリエントラント型フィー
チャにおいてボイドフリー充填を達成することができるが、寸法およびジオメトリによっ
ては、ボイドフリー充填を達成するために、複数の堆積－エッチング・サイクルが必要と
なることがある。このことは、プロセスの安定性およびスループットに影響し得る。図３
Ａなどに関して本明細書で記載した実現形態により、より少ないサイクルで、リエントラ
ント型フィーチャのフィーチャ充填を提供することができる。
【００８９】
　ボイドフリー充填が達成された場合であっても、フィーチャ内のタングステンは、ビア
の軸、トレンチの中心、または他のフィーチャ軸を通って延びるシームを含むことがある
。これは、タングステンの成長が、側壁で開始して、その粒子が、反対の側壁から成長し
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たタングステンと接するまで継続するためである。このようなシームは、フッ化水素酸（
ＨＦ）のような不純物の捕捉を可能とし得るとともに、ＣＭＰコアリングも、シームから
伝播し得る。図３Ｂ、４Ａ、４Ｂに示すように、本明細書に記載のインサイドアウト充填
法によって、シームを除去または軽減することができる。典型的な側壁からのタングステ
ン成長とは異なり、インサイドアウト充填法により、底部または内部のタングステンシー
ド層からの垂直なタングステン成長（すなわち、フィーチャの軸に沿った成長）を促進す
ることができる。このようにして、シームの形成を回避することができ、これにより、シ
ームに沿ったＣＭＰスラリーの捕捉がなく、シームにおけるＨＦのようなガス状不純物の
捕捉がなく、デバイス内のシームにおける電子伝達損失が最小限となる、などの効果が得
られる。
【００９０】
　フィーチャ内部に複数のＷ粒子が存在することによって、粒界散乱により電子損失が生
じ得る。実際のデバイス性能は、理論予測およびブランケットウェハの結果と比較して、
低下する。図２、２Ａ、３Ａ、３Ｂ、４Ａ、４Ｂを参照して説明した方法によって、結果
的に粒界をより少なくすることができ、電気抵抗は低くなり、性能が向上する。例えば、
図３Ｂを参照すると、シーム３１４における粒界は解消されている。一部の実現形態では
、層３０３内に存在する垂直配向粒子が、後続の選択的堆積オペレーションにおいて継続
して成長することができ、粒界の数が低減する。
【００９１】
　フィーチャサイズが極めて小さい場合には、下層ライナー／バリアの完全性に影響を及
ぼすことなく、エッチングプロセスを調整することが非常に難しくなり得る。一部の例で
は、Ｗの選択的エッチングの際に、恐らくエッチング中にＴｉＦｘパッシベーション層が
形成されることによって、断続的なチタンアタックが生じ得る。従って、選択的エッチン
グに依存しない方法によれば、断続的なチタンアタック、および小さいフィーチャを選択
的にエッチングするという難題を、回避することができる。図４Ａおよび４Ｂに示す方法
のような一部の実現形態では、タングステンバリアおよびライナーなどの下層が除去され
る。従って、ライナー／バリアの完全性を損なうことを回避するために、タングステンの
エッチング量を厳密に制御する必要はない。このことは、非常に薄いタングステン膜を有
する極めて小さいフィーチャの場合に有用となり得る。例えば、ライナーがチタンである
場合には、エッチングプロセスがチタンまたは窒化チタンのエッチングに対して極めて高
選択性であっても、チタン膜のフッ素アタックが生じ得る。チタンを除去することによっ
て、フッ素によるチタン膜のアタックを回避することができる。
【００９２】
　金属コンタクトのかなりの部分が、タングステンバリアまたは他の下層（ＴｉＮ、ＷＮ
など）によって占められている場合には、抵抗が増加し得る。なぜなら、これらの膜は、
タングステンよりも高い抵抗率を有するからである。このことは、コンタクト抵抗のよう
な電気的特性にマイナスの影響を及ぼし得る。例えば、２ｘおよび１ｘ ｎｍコンタクト
のような極めて小さいフィーチャでは、コンタクトのかなりの部分が、タングステンより
もはるかに高い抵抗率を有するバリア材（ＴｉＮ、ＷＮなど）によって占められているこ
とがある。バリアをエッチングして、その体積をタングステンの成長に用いることにより
、電気的性能の向上が期待できる。
【００９３】
　一部の実現形態では、インサイドアウト充填法は、フィーチャ開口で優先的にエッチン
グする細かい調整によるエッチングプロセスではなく、コンフォーマルなエッチングプロ
セスを用いることができるので、向上したプロセス制御および再現性を伴い得る。特定の
プロセス条件下で、単粒かつシームフリーのインサイドアウト・タングステンを、ビア、
トレンチライン、および他のフィーチャの内部で成長させることができる。インサイドア
ウト充填法のさらなる例および利点については、図１５、１６、１７、１９を参照して後
述する。
【００９４】
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　様々な実現形態により、本明細書に記載の方法は、選択的または非選択的なエッチング
を用いることを伴い得る。それらの方法では、様々な下層に対してＷを優先的または非優
先的にエッチングするように、エッチング選択性を調整する方法を採用することができる
。例えば、それらの方法は、ＴｉＮおよびＴｉに比してＷに優先的な、またはＷに比して
ＴｉＮおよびＴｉに優先的な、または非優先的な、エッチングを採用することができる。
【００９５】
　一部の実現形態では、フィーチャ充填材をエッチングすることは、ダウンストリーム（
リモート生成）Ｆ系プラズマを伴う。図５Ａおよび５Ｂは、三フッ化窒素（ＮＦ3）を２
０ｓｃｃｍでリモートプラズマ源に供給した場合の、タングステン（Ｗ）、窒化チタン（
ＴｉＮ）、チタン（Ｔｉ）のエッチング速度と、Ｗ：ＴｉおよびＷ：ＴｉＮのエッチング
選択性を、温度の関数として示している。これらの図で分かるように、Ｗ：ＴｉＮおよび
Ｗ：Ｔｉのエッチング選択性は、温度を制御することにより調整することが可能であり、
温度を下げるにつれて、エッチングはＷに優先的になる。また、温度を上げることで、Ｗ
に比してＴｉＮおよびＴｉに優先的なエッチングを提供することも可能である。図５Ｃお
よび５Ｄは、５０ｓｃｃｍの場合の温度の効果を示している。これらのグラフは、温度お
よび流量を調整することで、エッチング選択性を調整できることを実証している。さらな
る詳細は、２０１２年７月２８日に出願された米国特許出願第１３／５３６０９５号に記
載されており、この文献は、参照により本明細書に組み込まれる。これに記載されている
ように、０．５：１未満から１００：１を越える範囲の、Ｗ：ＴｉＮおよびＷ：Ｔｉのエ
ッチング選択性を提供するために、温度、エッチャント流量、および他のパラメータを制
御することができる。例えば、１００℃または７５℃未満の温度で、リモート生成された
フッ素ラジカルを用いて、ＴｉＮに比してＷに選択的なエッチングを実施することができ
る。同様に、より高温で、非選択的エッチングを実施することができる。
【００９６】
　リセスエッチングおよびエッチング・ステップカバレッジ変調
【００９７】
　一部の実現形態では、本明細書に記載の方法により、充填されたフィーチャにおいて、
所望の程度のコンフォーマル性の横方向エッチングを、垂直リセスエッチングと組み合わ
せることが可能となる。埋め込みワードライン（ｂＷＬ）およびワンシリンダストレージ
（ＯＣＳ：Ｏｎｅ Ｃｙｌｉｎｄｅｒ Ｓｔｏｒａｇｅ）のような一部の新技術および用途
では、フィーチャの下部のみがタングステンで充填される場合があり、上部は異なる材料
による充填を可能とする開放体積となる。図６は、リセスタングステン層６０３を有する
フィーチャ６０１の一例を示している。リセス層６０３は、開口６０２からのリセスが形
成されており、そのリセス深さＤは、フィーチャ６０１の横方向にわたって略均一である
。標準的なＷ－ＣＶＤはコンフォーマルな堆積プロセスであり、タングステンは側壁から
フィーチャ内へ横方向に成長するので、このようなプロファイルは、標準的なＷ－ＣＶＤ
プロセスを用いて実現することは難しい。開放体積６０５は、一部の実現形態において、
別の材料で充填することに利用できる。フィーチャの下部のみにタングステンが充填され
るｂＷＬおよびＯＣＳとしての用途に加えて、リセスタングステン層は、フィーチャへの
インサイドアウト充填の場合のシードとして用いることができる。一例について、図４Ｂ
に関連して上述した。
【００９８】
　３Ｄ ＮＡＮＤおよび垂直集積メモリ（ＶＩＭ）デバイスのようなケースでは、ピンチ
点の位置およびそれを越えたタングステン充填が予想される。そのような用途では、ピン
チ点位置での、例えばＷＦ6およびＨ2分子または他の反応物質の反応による横方向のタン
グステン成長によって、ピンチ点を越えたより広い領域へのＷＦ6およびＨ2の拡散が阻ま
れ、その結果、ボイドが生じる。本明細書で提示する方法によって、そのようなボイドを
解消することが可能である。一部の実現形態では、２つのアプローチの一方または両方を
、一緒または個別に用いることができる。１つのアプローチは、ボイドの形成を許容する
ことを伴って、その後、エッチングプロセスによって、そこに至る垂直エッチングを実施
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し、ボイドを切開してタングステンで再充填するものであり、そのエッチングプロセスは
、下層に対して選択性を有するものであってもなくてもよい。他方のアプローチは、部分
的なタングステン堆積を伴って、その後に続いて、ピンチ点を越えた先と比較してピンチ
点でより多くのタングステンがエッチングされるように、所望の程度のエッチング・コン
フォーマル性を達成するためのエッチング条件の綿密な調整を実施するものである。入来
する可能性のあるプロファイルと、その結果のタングステン充填のいくつかの例を、図１
Ｃに示している。一方または両方のアプローチを、図２～４Ｂに関して上述したインサイ
ドアウト充填法と共に用いることができる。例えば、図３Ａおよび４Ａは、ボイドを切開
して、タングステンでフィーチャを再充填する方法を示している。別の例として、図３Ｂ
および４Ｂは、部分的堆積－エッチング－堆積・アプローチを用いることができる最初の
ボイドフリー・コンフォーマル充填を示している。また、いずれのインサイドアウト充填
法における選択的堆積も、インサイドアウトのタングステン成長を成形するようにエッチ
ング・コンフォーマル性が調整される堆積－エッチング－堆積法を伴い得る。リセス形成
は、既存のボイド、結晶粒位置、およびフィーチャジオメトリに応じて、フィーチャ内に
おいて、（フィーチャ軸に沿った）垂直方向または（フィーチャ軸に垂直に側壁に向かう
）横方向に、進めることができる。
【００９９】
　上述のように、Ｗ－ＣＶＤ成長は、側壁から横方向に進む。図６に示すような最終的プ
ロファイルを得るために、一部の実現形態では、Ｗ－ＣＶＤによって構造を完全に充填し
、その後に続いて、リセスまたは開放体積を形成するための垂直エッチングを実施する。
一部の実現形態では、エッチング条件は、Ｗのみをエッチングして、下層材のエッチング
は避けるように、選択的とすることができる。図７は、例えば、標準的なＣＶＤ－Ｗプロ
セスを用いてタングステン７０２で充填されたフィーチャ７０１を示している。リセスタ
ングステン層７０３および開放体積７０５を形成するために、リセスエッチングを実施す
る。開放体積７０５は、例えば、ＷＮまたは他の材料によって充填することができる。一
部の実現形態では、リセスエッチングは、１工程、２工程、またはそれ以上のエッチング
工程で実施することができる。例えば、最初の工程で、高速プロセスによってフィールド
領域７２０のタングステンを除去し、続いて、より細かく制御されたプロセスによって、
領域７２２にエッチングを施し、リセス深さを制御する。一例では、より高速のプロセス
は、より高温、より高いエッチャント流量を用いて、さらにプラズマによるエッチングの
場合は、より高いプラズマ電力を用いて、実施することが可能である。より高速のエッチ
ングの場合のエッチング速度の例として、１０Å／秒～５０Å／秒の間とすることができ
る。より低速の、より制御されたプロセスは、より低いエッチャント流量を用いて、さら
にプラズマによるエッチングの場合は、より低いプラズマ電力を用いて、実施することが
できる。温度は、下層に対する所望のエッチング選択性に応じて、より高速のエッチング
時よりも制御されたエッチング時には低くすることができ、またはそうでなくてもよい。
制御されたエッチングの場合のエッチング速度の例として、３Å／秒～２０Å／秒または
３Å／秒～１０Å／秒の間とすることができる。
【０１００】
　いくつかの実現形態において、同様のリセスエッチングが、図１Ｃに示すものに類似し
た構造への充填を達成するのに有用となり得る。図１Ｃのパネル（ａ）におけるケースの
最も単純な場合として、狭窄部１０９が原因となって、フィーチャの下部１１９に深刻な
ボイド形成が生じる。一部の実現形態では、このようなボイド形成を解消することは、ボ
イドが切開されるまでエッチバックすることを伴い、Ｗ－ＣＶＤによるボイドへの再充填
が可能となる。一部のケースでは、エッチバックは、フィーチャ寸法に応じて、構造の上
部１２１では（側壁に向かう）横方向とし、狭窄部１０９では垂直方向（フィーチャ軸方
向）とすることができる。一部の実現形態では、全体を通した完全な充填を達成するため
に、複数の堆積－エッチング・サイクルを用いることができる。図８は、１つの可能性の
ある手順を示している。
【０１０１】
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　図８は、狭窄部８５１を含むフィーチャ８０１を充填する手順を示している。フィーチ
ャ８０１は、（図４Ａのワードラインフィーチャ４０１のような）水平向きフィーチャ、
または垂直向きフィーチャであり得るということに留意すべきである。フィーチャ８０１
は、下層８１３および８１９を含んでいる。標準的なＣＶＤ－Ｗを用いたフィーチャ充填
を、８１０に示している。注目されるのは、これは、図４Ｂに示す標準的なＣＶＤ－Ｗを
用いたフィーチャ４０１の充填と類似しているということであり、タングステン８０２に
よってフィーチャを充填し、このとき、かなりのボイド８１２が、フィーチャ８０１内で
狭窄部８５１を越えたところに現れる。
【０１０２】
　本明細書で記載する方法では、充填は、オペレーション８２０で、ボイド８１２をピン
チオフさせることを含んで、フィーチャを部分的に充填するためのコンフォーマル堆積に
よって開始することができる。オペレーション８２０は、下層８１３上へのコンフォーマ
ルなタングステン核形成層の堆積を含むことができ、その後に続いて、狭窄部８５１が充
填されるまでＣＶＤ堆積が実施され、これによりボイド８１２がピンチオフされる。上述
のように、堆積の終点は、狭窄部８５１の寸法およびタングステンの堆積速度に基づいて
決定することができる。この段階では、本方法は、図４Ａに記載したものと同様である。
次に、オペレーション８３０で、狭窄部８５１とフィーチャ８０１の開口との間に堆積さ
れたタングステンを除去するため、タングステンのエッチングが実施される。図４Ａの例
で示した方法とは異なり、本例におけるエッチングは、下層８１３に比してタングステン
に選択的なものであり、従って、下層８１３は、エッチングストップとして機能する。一
部の実現形態では、８３０で実行されるエッチングは、上述のようなリセスエッチングで
あり、リセス深さを、８４９に示している。エッチングは、オペレーション８４０で継続
されることができ、狭窄部８５１を越えた先のエッチングにより、ボイドが再び開口する
まで、フィーチャの下部８５２のタングステンを除去する。一部の実現形態では、残りの
タングステン層８０３を含むフィーチャ寸法は、その後のコンフォーマル充填をオペレー
ション８５０でボイドを形成することなく実行できるようなものである。例えば、狭窄部
８５１が、フィーチャ８０１の下部８５２における最も幅狭の寸法と略同じであるか、ま
たはそれより幅広であるような寸法であれば、その後のコンフォーマル堆積を、ボイドフ
リー充填に用いることができる。
【０１０３】
　一部の実現形態では、オペレーション８４０で、タングステンは、狭窄部８５１から完
全に除去されて、核形成層が後に堆積されることはなく、これにより、次のオペレーショ
ンでのフィーチャ下部８５２のボイドフリー充填をさらに容易とする。この場合、フィー
チャ下部に残存するタングステン８０３上に、タングステンを選択的堆積させることがで
きる。図４Ｂにおけるオペレーション４５０とは異なり、フィーチャ下部８５２への選択
的堆積の結果として得られるのは、フィーチャ下部８５２へのコンフォーマル充填となり
得る。フィーチャ下部８５２における選択的堆積を容易とするため、狭窄部と、さらに一
部の実現形態ではフィーチャ上部８５４において、タングステン核形成の選択的抑制を実
施することができる。
【０１０４】
　一部の実現形態では、充填を向上させるため、オペレーション８４０の後に、１回以上
の追加の堆積－エッチング・サイクルを実行することができる。実行される場合、１回以
上の追加の堆積－エッチング・サイクルは、オペレーション８２０～８４０を１回以上繰
り返すことを伴い得る。他の一部の実現形態では、後の堆積のためにフィーチャプロファ
イルを調整するため、詳細は後述するように、非コンフォーマルエッチングを実施するこ
とができる。
【０１０５】
　図８の例では、８５０で、ボイドフリーのフィーチャ充填を完了さるためのコンフォー
マル堆積を実施する。これは、タングステン核形成層のコンフォーマル堆積と、その後に
続く、バルクタングステン層のＣＶＤ堆積を伴い得るものであり、上述のように、オペレ
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ーション８２０～８４０の１回の実行の直後に、または１回以上の追加のエッチングおよ
び／または堆積オペレーションの後に、実行することができる。
【０１０６】
　より複雑なジオメトリでは、図１Ｃのパネル（ｂ）および（ｃ）に示す例のように、頂
部のプロファイルがリエントラント型であり得る。様々な理由で、表面／フィールド付近
に（例えば、パネル（ｂ）におけるオーバハング１１５を参照）、またはフィーチャ内部
のより深くに（例えば、パネル（ｃ）における狭窄部１１２を参照）、リエントラント型
セクションがあり得る。このような場合には、図８に示す同じ手順を、最後から２番目の
工程までたどることができる。その後、非コンフォーマルエッチングを実施することがで
き、これにより、ピンチオフ部のみを優先的にエッチングし、それより下のエッチングは
最小限とするか、または全くエッチングしない。
【０１０７】
　非コンフォーマルエッチングの態様については、参照により本明細書に組み込まれる米
国特許出願第１３／３５１９７０号に記載されており、その場合、ビアがタングステンに
よって部分的に充填され、続いて、タングステンのフッ素系エッチングによって、開口付
近において、フィーチャ内のさらに先よりも、多くのタングステンをエッチングする。こ
の後に続いて、タングステン堆積により、フィーチャを充填することができる。（米国特
許出願第１３／３５１９７０号における非コンフォーマルエッチングは、フィーチャの特
定の位置において他の位置よりも多くの材料が除去されることから、所々で「選択的除去
」と呼ばれていることに留意すべきである。そこで記載されている選択的除去は、上述の
、ある材料の別の材料に対する選択的エッチングとは区別される。）また、非コンフォー
マルエッチングは、優先的または低ステップカバレッジのエッチングと呼ぶこともできる
。優先的（または低ステップカバレッジの）エッチングを得るためには、エッチングプロ
セス条件が綿密に設計される。適切なエッチング温度、エッチャント流量、エッチング圧
力の組み合わせは、所望のコンフォーマル性を得るための助けとなり得る。エッチング・
コンフォーマル性が、リエントラント型構造のタイプごとに適切に調整されなければ、堆
積－エッチング－堆積・シーケンス後であっても、結果として得られるのは不十分な充填
となり得る。
【０１０８】
　ステップカバレッジは、（反応に使用できる反応物質種）／（反応速度）に比例する。
これは、主なエッチャントが原子状フッ素である場合の、本明細書に記載のフィーチャエ
ッチングの一部の実現形態では、以下のように簡単化することができる。
【数１】

　従って、ＮＦ3流量（または、他のＦ含有流量）およびエッチング温度は、原子状フッ
素の濃度およびエッチング速度に直接影響するため、ある特定のタングステンエッチング
・ステップカバレッジ（または、所望のエッチング・コンフォーマル性、もしくはエッチ
ング非コンフォーマル性）を達成するための主要パラメータとなる。また、エッチング圧
力およびキャリアガス流量のような他の変数も、何らかの意味を持つ。
【０１０９】
　より高温では、入来するフッ素原子が容易に反応して、フィーチャ入口でエッチングを
施し、その結果、より非コンフォーマルなエッチングとなる。より低温では、入来するフ
ッ素原子が拡散可能で、フィーチャのより内部でエッチングを施し、その結果、よりコン
フォーマルなエッチングとなる。より高いエッチャント流量では、より多くのフッ素原子
が生成されて、より多くのフッ素原子が拡散し、フィーチャのより内部でエッチングを施
し、その結果、よりコンフォーマルなエッチングとなる。より低いエッチャント流量では
、生成されるフッ素原子がより少なく、それらはフィーチャ入口で反応してエッチングを
施す傾向にあり、その結果、より非コンフォーマルなエッチングとなる。より高い圧力で
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は、フッ素ラジカルの再結合がより多く生じて、分子状フッ素を形成する。分子状フッ素
は、フッ素ラジカルよりも低い付着係数を有するので、タングステンをエッチングする前
に、より容易にフィーチャ内に拡散し、よりコンフォーマルなエッチングにつながる。図
９Ａは、異なるプロファイルを有するフィーチャ９０１、９０２における部分的堆積およ
びエッチングの断面模式図を示している。フィーチャ９０１は、フィーチャを中ほどまで
下がったところに狭窄部９５１を有し、一方、フィーチャ９０２は、フィーチャ開口付近
にオーバハング９１５を有する。標準的なＣＶＤ－Ｗによると、その結果、それぞれ狭窄
部９５１とオーバハング９１５によるピンチオフに起因して、フィーチャ内にボイドが生
じる。フィーチャ９０１のエッチングでは、より低温とし、さらに／または本例ではフッ
素ラジカル（Ｆ*）であるエッチャント種をより多くし、これにより、エッチャント種を
フィーチャのより内部に拡散させて、よりコンフォーマルなエッチングとする。フィーチ
ャ９０２のエッチングでは、より高温とし、さらに／またはエッチャント濃度をより低く
し、これにより、より非コンフォーマルなエッチングとする。
【０１１０】
　図９Ｂは、いくつかの異なるＮＦ3流量についての、エッチング温度の関数としてのエ
ッチング速度のプロットである。高いＮＦ3流量による低エッチング速度プロセスを図る
ことで、エッチング・コンフォーマル性を高めることができる。一例では、「高選択性か
つ高いコンフォーマル性のエッチング」として示す領域は、エッチングが（ＴｉまたはＴ
ｉＮに比してＷに）選択的であって、フィーチャ全体にわたって高コンフォーマル性とな
るプロセス条件を示している。試験された最も低いエッチング温度および最も高いＮＦ3

流量は、それぞれ２５℃および１００ｓｃｃｍであったが、反応律速領域を実現するよう
に、エッチング温度を低減し、ＮＦ3流量を増加させること（より多くの原子状Ｆラジカ
ル）で、さらに高いコンフォーマル性を達成することができる。逆に、低いＮＦ3流量（
より少ない原子状Ｆラジカル）で高エッチング速度が達成される物質移動律速領域で作用
させることによって、エッチング非コンフォーマル性を高めることができる。例えば、「
やや選択性かつ高い非コンフォーマル性のエッチング」として示す領域を参照する。物質
移動律速領域および反応律速領域で作用させることの詳細については後述する。
【０１１１】
　一部の実現形態では、コンフォーマルエッチングは、以下のプロセス条件のうちの１つ
以上を伴い得る：約２５℃未満の温度、約５０ｓｃｃｍ超のエッチャント流量、および約
０．５トール超の圧力。一部の実現形態では、非コンフォーマルエッチングは、以下のプ
ロセス条件のうちの１つを伴い得る：約２５℃超の温度、約５０ｓｃｃｍ未満のエッチャ
ント流量、および約２トール未満の圧力。所望のレベルのステップカバレッジ（例えば、
６０％のステップカバレッジ）は、プロセスのコンフォーマル性を増減させるように、こ
れらのプロセス条件のうちの１つ以上を調整することに関わり得る。
【０１１２】
　フィーチャにおけるピンチオフ位置に応じて、所望のエッチング・ステップカバレッジ
を達成するように、エッチングプロセスを調整することができる。詳細は後述する図１０
に示すように、非コンフォーマルエッチングプロセスを、図８の手順に追加することがで
きる。埋め込みワードライン、ワンシリンダストレージ、ＶＮＡＮＤ、および他の３Ｄデ
バイスは、従来のＷ充填プロセスが不十分であり得る適用例であり、また、本明細書に記
載の方法により、所望のタングステンプロファイルを得ることが可能な適用例である。さ
らに、プロセス条件を調整することにより、エッチング・ステップカバレッジを調整可能
であることは、様々に異なるプロファイルにおいて良好な充填を達成するために有用であ
る。ラジカルによるエッチングでは、低温エッチングレジームによって、再結合種（例え
ば、Ｆ2種）の寄与を最小限とし、また、フロー制御によって、ラジカル（例えば、Ｆラ
ジカル）を、非コンフォーマルとコンフォーマルの両方のエッチング条件に用いることが
可能となる。また、ラジカルのみによるエッチングは、ラジカルが小さなシームを通って
拡散することでシームを切開する可能性、またはピンホールに侵入する可能性が、再結合
種と比較して低いという点で、表面律速がより大きくなる。これにより、エッチングのた
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めの一連の新たなアプローチが可能となる：部分充填に頼る代わりに、例えば、エッチバ
ックされる余剰部分によってシームを閉じることができる。別の例では、シームを再び開
口させることなく、埋め込みワードライン（ｂＷＬ）におけるタングステンの最上層をエ
ッチングすることができる。これらの方法により、各種オペレーションのための異なるプ
ロセス条件で、異なるタイプのエッチング能力を提供することができる。
【０１１３】
　エッチング・コンフォーマル性変調について、主にラジカルによるエッチングの文脈に
おいて上記で説明したが、エッチング・コンフォーマル性は、他のタイプのエッチングを
用いて変調することもできる。例えば、温度、圧力、流量、エッチャント種を用いて、非
プラズマの化学エッチングを制御することができる。これらのパラメータ、および基板に
印加されるバイアスを用いて、イオンによるエッチングを制御することができる。一例で
は、垂直向きフィーチャの、より内部でのエッチングのために、より高電力のバイアスを
用いることができる。
【０１１４】
　いくつかの実現形態において、図２～８に関して上述した方法における様々な段階で、
堆積前にタングステンプロファイルを成形するために、非コンフォーマルエッチングを用
いることができる。図１０は、フィーチャ１００１の下部１０５２でボイドフリー充填が
達成された後のフィーチャ１００１の上部１０５４での堆積において、非コンフォーマル
エッチングを用いることができる１つの方法の例である。横方向および垂直方向のエッチ
ング・サイクルに続くタングステン充填後のフィーチャであって、狭窄領域１０５１と、
狭窄領域１０５１より上の上部１０５４と、狭窄領域１０５１より下の下部１０５２と、
を有するフィーチャ１００１を、１０１０に示している。狭窄領域１０５１より下のフィ
ーチャ１００１の下部１０５２は、ボイドフリーであり、例えば、図８で説明したような
プロセスを用いて、タングステンで充填される。一方、上部１０５４には、狭窄部１０５
３があることに起因するボイド１０１２が存在する。
【０１１５】
　一部の実現形態では、１０１０に示すようにフィーチャ１００１を充填するのではなく
、充填は、最初に、オペレーション１０２０で実施される部分充填を伴い得るものであっ
て、堆積は、狭窄部１０５３より下の上部１０５４の領域がピンチオフされる前に停止さ
れる。下部１０５２へのボイドフリー充填は、上述の方法のいずれかによって達成するこ
とができる。上部１０５４は、コンフォーマル堆積プロセスで、タングステンによって部
分的に充填される。次に、１０３０で、非コンフォーマルエッチングが実施され、これに
より、狭窄部１０５３とそれより上のみがエッチングされて、リエントラント型プロファ
イルが解消される。そして、ボイドフリーのフィーチャ充填を完了させるために、コンフ
ォーマル堆積１０４０を用いることができる。
【０１１６】
　よって、異なるフィーチャ深さに２つの狭窄部を有するフィーチャを充填するための１
つの可能な手順は、以下のようになり得る：（１）タングステン核形成＋下側狭窄部のピ
ンチオフおよび下側狭窄部より下のボイド形成までのＣＶＤバルク堆積（例えば、図８の
オペレーション８２０を参照）（２）下側狭窄部より上および下側狭窄部を通るすべての
タングステンを除去して、ボイドを再び開口させるためのコンフォーマルエッチング（例
えば、図８のオペレーション８３０～８４０を参照）（３）タングステン核形成＋下側狭
窄部とそれより下のボイドフリー充填および下側狭窄部より上の部分充填のためのＣＶＤ
バルク堆積（例えば、図１０のオペレーション１０２０を参照）（４）下側狭窄部より上
のタングステンプロファイルを成形するための、下側狭窄部より上の非コンフォーマルエ
ッチング（例えば、図１０のオペレーション１０３０を参照）（５）ボイドフリーのフィ
ーチャ充填を完了させるためのコンフォーマル堆積（例えば、図１０のオペレーション１
０４０を参照）。記載した手順は、ボイドフリー充填を達成するために、フィーチャ充填
中の様々に異なる時点でエッチング・コンフォーマル性変調をどのように用いることがで
きるのかについての一例であり、フィーチャプロファイルに応じて、他の手順が可能であ
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る。堆積プロファイルを制御するとともに、ボイドフリー充填を達成するため、エッチン
グ・コンフォーマル性変調に加えて、選択的堆積およびコンフォーマル堆積を、フィーチ
ャ充填中の様々に異なる時点で用いることもできる。
【０１１７】
　同じく上述のように、一部の実施形態では、フィーチャ充填を制御するために、フィー
チャの選択的パッシベーションを採用することができる。選択的パッシベーションについ
ては、例えば、共に参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願第１３／３５１９７
０号および第１３／７７４３５０号に記載されており、さらに、図１１および図１２を参
照して後述する。
【０１１８】
　ボロンの転化を用いたフィーチャ充填
【０１１９】
　一部の実現形態では、フィーチャ充填は、コンフォーマルなボロン堆積を含んで、その
後に続いて、ボロンによるタングステン含有前駆体（ＷＦ6など）の還元によって、タン
グステンの層を形成することができる。反応の一例は、次の通りである。
　WF6(g)+ 2B(s) → W(s) + BF3(g)
　図１３Ａは、フィーチャを充填するそのような方法における、いくつかのオペレーショ
ンを示すフロー図を示している。最初に、オペレーション１３１０で、フィーチャ１３０
１内の窒化チタン層１３１３上にボロンのコンフォーマル薄層１３２５を堆積させる。オ
ペレーション１３２０で、例えば上記の反応により、ボロンのコンフォーマル薄層１３２
５をタングステン層１３２７に転化させる。ボロンの堆積および転化のオペレーションを
、１３３０および１３４０で繰り返すことで、ボロンの新たなコンフォーマル層１３２５
を形成して、タングステンに転化させ、これにより、タングステン層１３２７を成長させ
る。フィーチャがタングステン１３２７で完全に充填されるまで、堆積と転化反応を繰り
返すことができる。非常にコンフォーマルで、粒子が小さく、平滑なタングステンを堆積
させるため、薄くコンフォーマルなボロン（または他の還元材）とタングステンへの転化
の複数のサイクルを用いることで、そうでなければ大きい粒子または不均一な粒成長とな
るＣＶＤ法を用いて形成され得るシームを、軽減することができる。一部の実現形態では
、各サイクルで、約１０ｎｍまでの厚さのタングステン層を形成することができる。ボロ
ンからタングステンへの転化に伴って体積の増加があり得る。
【０１２０】
　タングステン含有前駆体を還元して元素状タングステンを形成することが可能な層を、
分解または反応により形成し得る任意のボロン含有化合物を、オペレーション１３１０お
よびその後のボロン堆積オペレーションで用いることができる。例として、ＢnＨn+4、Ｂ

nＨn+6、ＢnＨn+8、ＢnＨmなどのボランが含まれ、ただし、ｎは１～１０の整数、ｍはｎ
とは異なる整数である。また、他のボロン含有化合物、例えば、アルキルボラン、アルキ
ルボロン、（ＣＨ3）2ＮＢ（ＣＨ2）2のようなアミノボラン、Ｃ2ＢnＨn+2のようなカル
ボラン、Ｂ2Ｆ4のようなボランハライド、を用いることもできる。
【０１２１】
　いくつかの実現形態において、層１３２５は、シリコンまたはシリコン含有材料、リン
またはリン含有材料、ゲルマニウムまたはゲルマニウム含有材料、および水素などのタン
グステン前駆体を還元することが可能な任意の材料とすることができる。このような層を
形成するために用いることができる前駆体の例として、ＳｉＨ4、Ｓｉ2Ｈ6、ＰＨ3、Ｓｉ
Ｈ2Ｃｌ2、ＧｅＨ4が含まれる。タングステンによるフィーチャ充填においてボロンの転
化を用いる別の例について、図１８を参照して後述する。
【０１２２】
　図１３Ａを参照して説明した方法は、ジボランまたは他の還元剤を用いる従来のＡＬＤ
プロセスとは異なる。なぜなら、堆積されるコンフォーマルなボロン（または他の還元剤
層）および結果的に得られるタングステン層が、従来のＡＬＤ法で堆積されるものよりも
著しく厚いからである。例えば、各ボロン層１３２５の厚さの例は、約１．５ｎｍ～１０
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ｎｍの範囲、または一部の実現形態では、３ｎｍ～１０ｎｍ、もしくは５ｎｍ～１０ｎｍ
の範囲とすることができる。
【０１２３】
　厚さの上限は、様々なプロセス条件でタングステンに転化させることが可能な最大厚さ
によって決定することができる。ＷＦ6を用いて、３００℃～４００℃、４０トールで転
化させる場合、約１０ｎｍの限界が認められた。最大厚さは、温度、圧力、固体還元剤、
タングステン前駆体に応じて変わり得る。例えば、より高い圧力および／または温度を用
いることで、１００ｎｍまでの還元剤層を転化させることが可能となり得る。一部の実現
形態では、各ボロン（または他の還元剤）層の厚さは、約５ｎｍ～５０ｎｍの間、または
１０ｎｍ～５０ｎｍの間とすることができる。
【０１２４】
　一部の実現形態では、タングステンへの転化の際に生じる体積膨張が、充填のために特
に有用である。例えば、還元剤からタングステンに転化された各層は、還元剤層よりも約
５％厚くなり得る。
【０１２５】
　一部の実現形態では、ボロンをエッチングストップとして用いて、タングステン充填を
実施することができる。タングステンへの転化は、一部の実現形態では、約１０ｎｍに制
限される場合があり、これによって、タングステンへの部分的転化を可能とすることがで
き、その後に続いて、フィーチャ充填を調整するため、ボロンに比してタングステンに選
択的なエッチングが実施される。図１３Ｂは、ボロン層がタングステンに部分的に転化さ
れるとともにエッチングストップとして用いられる方法の一例におけるオペレーションを
示すフロー図である。本方法は、フィーチャ内へのコンフォーマルなボロン堆積で開始す
る（１３５２）。様々な実現形態により、コンフォーマルなボロン堆積は、フィーチャ内
への最初のタングステン堆積の前または後に実施することができる。様々な実現形態によ
り、ボロンは、例えば、バリアまたはライナー層の表面、タングステン表面、またはこれ
らの表面の組み合わせの上に形成される。ブロック１３５２は、フィーチャをボロン含有
化合物に暴露することを伴い得る。一部の実現形態では、ボロン含有化合物は、フィーチ
ャ表面上で元素状ボロン（Ｂ）またはボロン含有層を形成するために、熱分解を受ける。
また、ボロン層は、適当な化学反応によって堆積させることもできる。ボロン含有化合物
の例は上記で提示している。
【０１２６】
　熱分解を用いてボロン（または他のコンフォーマル材）を堆積させる場合、ブロック１
３５２での温度は、分解点よりも高い。例えば、Ｂ2Ｈ6の場合、温度は、２５０℃超であ
る。例として、コンフォーマルなボロン堆積のために、Ｂ2Ｈ6を、４５０ｓｃｃｍの流量
で、３００℃、３７５℃、３９５℃、かつ４０トールで用いて成功したが、これらと異な
る流量、温度、および圧力を用いることもできる。ブロック１３５２は、所望の厚さのボ
ロンが形成されるまでの、ボロン含有化合物の連続流またはパルス化を伴い得る。
【０１２７】
　次に、堆積されたボロンを、ボロン膜の一部を残したまま、部分的にタングステンに転
化させる（１３０４）。ブロック１３０４は、一般に、ボロン層をタングステン含有前駆
体蒸気に暴露することを伴い、ボロン層はこれと反応して、元素状タングステンを残す。
六フッ化タングステンガスと固体ボロンとの反応の一例については、上記で提示している
。温度は、自然反応が生じるようなものとする。例えば、タングステンへの転化のために
、六フッ化タングステンを、４００ｓｃｃｍの流量で、４０トール、例えば、３００℃お
よび３９５℃で用いて成功した。転化されるボロンの量は、タングステン含有前駆体流の
流量、圧力、温度、および継続時間に依存し得る。ただし、タングステンへの転化は、約
１０ｎｍに制限される場合がある。従って、いくつかの実現形態において、１０ｎｍを超
えるボロンが、ブロック１３５２で形成される場合には、上部の約１０ｎｍまでのボロン
のみがタングステンに転化されて、ボロン－タングステン二重層が残る。
【０１２８】
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　次に、タングステンは、ボロンに比して選択的にエッチングされる（１３０６）。一部
の実現形態では、ボロンは、エッチングストップとして機能する。このようにして、フィ
ーチャ充填を調整することができる。例えば、ボロン層は、図３Ａ、３Ｂ、８、１０に示
す、フィーチャ充填においてエッチングストップとして機能する下層と同様に、用いるこ
とができる。それらの下層とは異なり、一部の実現形態では、残存するボロンは、エッチ
ングプロセス後にタングステンに転化させることができる（１３０８）。このようにして
、フィーチャのより多くの部分が、より低抵抗率の材料で占められる。一部の実現形態で
は、ブロック１３０２で、ボロンは、それぞれ約１０ｎｍ厚までのボロンの層をタングス
テンに転化させる２回の転化オペレーションで、そのすべてがタングステンに転化され得
るように、約２０ｎｍ以下の厚さに形成される。同様に、他の一部の実現形態では、ボロ
ンは、ｎ×１０ｎｍ以下の厚さに形成することができ、ここで、ｎは、実行されるエッチ
ング工程の数である。図１３Ｂを参照して説明したようなプロセスの一例については、図
１９を参照して後述する。
【０１２９】
　ボロンをエッチングストップとして用いるためのエッチング選択性の制御は、例えば、
Ｗ：ＴｉおよびＷ：ＴｉＮのエッチング選択性に関して上述したように、温度、流量、お
よび他のパラメータを調整することを伴い得る。一例では、化学反応ＮＦ3→ＮＦX＋Ｆ*

を用いる２５℃のＦ系リモートプラズマエッチングを用いて、ボロンは、エッチングスト
ップとして機能する。このような温度では、Ｗは、Ｂよりも高速で選択的にエッチングさ
れ、このことは、Ｂ＋３Ｆ*→ＢＦ3とＷ＋６Ｆ*→ＷＦ6の反応熱力学に関連し得る。他の
タイプのエッチングおよびエッチングケミストリを用いてもよい。
【０１３０】
　図１３Ｂに記載した方法は、ボロンに代えて、または追加して、他の固体層で用いるこ
ともできる。例えば、シリコンまたはシリコン含有材料、リンまたはリン含有材料、ゲル
マニウムまたはゲルマニウム含有材料を堆積させて、図１３Ａに関して上述したようなタ
ングステン含有前駆体との反応によって、タングステンに部分的に転化させることができ
る。留意すべきことは、特定のプロセス条件を用いてＷＦ6について約１０ｎｍの転化限
界が観測されたが、他のタングステン含有化合物および／または他の還元剤については、
実験的または理論的に決定することができるということである。従って、本明細書に記載
の方法は、タングステンへの還元剤の部分的転化に先立って、堆積させる還元剤を増減し
て調整することができる。
【０１３１】
　フッ素フリーのタングステン（ＦＦＷ）および窒化タングステン（ＦＦＷＮ）によるフ
ィーチャ充填
【０１３２】
　図１３Ｃおよび１３Ｄは、フィーチャ充填においてフッ素フリー層を用いる例における
、いくつかのオペレーションを示すフロー図である。タングステンおよびタングステン前
駆体中のフッ素（Ｆ）は、さらなる集積工程において反応して、高反応性のフッ化水素酸
（ＨＦ）を形成することがある。ＨＦは、例えば、酸化物スタック内の酸化物を浸食する
か、またはそれ以外のマイナスの影響を集積に及ぼし得る。
【０１３３】
　図１３Ｃは、フィーチャ内にフッ素フリー窒化タングステン層を堆積させた後にフッ素
フリータングステン層に転化させることが可能な一例を示している。最初に、フィーチャ
内にフッ素フリー窒化タングステン層を堆積させる（１３５２）。一部の実現形態では、
熱ＡＬＤまたはＰＮＬプロセスによって窒化タングステン層を堆積させ、この場合、還元
剤、タングステン含有前駆体、窒素含有反応物質を（様々な順序で）パルス化することで
、コンフォーマルな窒化タングステン層をフィーチャ上に形成する。窒化タングステン膜
を堆積させるためのＡＬＤおよびＰＮＬプロセスの例は、米国特許第７００５３７２号お
よび米国仮特許出願第６１／６７６１２３号に記載されており、これらの文献は共に、参
照により本明細書に組み込まれる。
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【０１３４】
　フッ素フリー層を堆積させるためには、一般に、すべての反応物質をフッ素フリーとす
る。一部の実現形態では、窒素含有化合物が還元剤として作用し、この場合、別の還元剤
を用いても、用いなくてもよい。一部の実現形態では、タングステン含有前駆体は窒素を
含むこともでき、この場合、別の窒素含有化合物を用いても、用いなくてもよい。
【０１３５】
　使用され得るフッ素フリータングステン前駆体の例として、Ｗ（ＣＯ）6と、さらに、
Ｗ2（ＮＭｅ2）6、Ｗ（ＯＥｔ）6、Ｗ（ＯｎＰｒ）6、（ｔＢｕＮ＝）2Ｗ（ＮＭｅ2）2、
（ｔＢｕＮ＝）2Ｗ（ＮＥｔＭｅ）2、Ｗ（Ｃｐ）2Ｈ2、Ｗ（ＮＥｔ2）2（ＮＥｔ）2、Ｗ
（ｉＰｒＣｐ）2Ｈ2、（ｔＢｕＮ＝）2Ｗ（ＨＮＭｅ）2、Ｗ（ＥｔＣｐ）2Ｈ2、およびそ
れらの誘導体などの有機タングステン前駆体が含まれる。さらなる例として、プラクスエ
ア社（Ｐｒａｘａｉｒ）から入手可能なエチルシクロペンタジエニル－ジカルボニルニト
ロシル－タングステン（ＥＤＮＯＷ）、メチルシクロペンタジエニル－ジカルボニルニト
ロシル－タングステン（ＭＤＮＯＷ）、およびエチルシクロペンタジエニル－トリカルボ
ニルヒドリド－タングステン（ＥＴＨＷ）と、さらには、以下の構造を有するタングステ
ン－ビス（アルキルイミノ）ビス（アルキルアミノ）化合物が含まれる。
【化１】

　ここで、それぞれのＲは、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基およびｔｅｒｔ
－ブチル基から独立に選択することができる。これらの基は、置換基または未置換基とす
ることができるが、典型的には未置換基である。例えば、タングステン含有前駆体は、ビ
ス（ｔｅｒｔ－ブチルイミノ）ビス（ジメチルアミノ）タングステン（Ｗ［Ｎ（Ｃ4Ｈ9）
］2［Ｎ（ＣＨ3）2］2）である。
【０１３６】
　還元剤の例として、ボラン、シラン、Ｈ2、ＮＨ3、Ｎ2Ｈ4、Ｎ2Ｈ6、およびそれらの組
み合わせが含まれる。窒素含有化合物の例として、Ｎ2、ＮＨ3、Ｎ2Ｈ4、Ｎ2Ｈ6が含まれ
る。一部の実現形態では、堆積される膜は、比較的少ない炭素を含むＷＮ膜であり、例え
ば、約５原子％未満または約２原子％未満の炭素を含む。一部の実現形態では、ブロック
１３５２において、ＡＬＤまたはＰＮＬ法に加えて、またはその代わりに、窒化タングス
テンを堆積させるＣＶＤ法を採用することができる。一例では、ブロック１３５２におい
て、有機タングステン前駆体またはＷ（ＣＯ）6を用いた熱ＡＬＤを用いて、フィーチャ
をピンチオフさせることなく、ＷＮ層を堆積させることができる。
【０１３７】
　様々な実現形態において、アズデポジッションのＦＦＷＮ膜中のＷ含有量は、約２０％
～８０％（原子）の範囲であり得る一方で、Ｎ含有量は、約１０％～６０％原子の範囲で
ある。上記のように、若干量の炭素が存在し得る。さらに、タングステン膜に関して後述
するように、使用される特定の前駆体およびプロセスに応じて、酸素、ボロン、リン、硫
黄、シリコン、ゲルマニウムなど、他の元素が存在し得る。上記で参照した米国仮特許出
願第６１／６７６１２３号では、例えば、三元ＷＢＮ膜の堆積について解説している。
【０１３８】
　図１３Ｃに戻って、次に、フッ素フリー窒化タングステンを、フッ素フリータングステ
ンに転化させる（１３５４）。これは、一般に、少なくとも約６００℃の温度で、例えば
約５秒～１２０秒の間の時間にわたる、窒化タングステンの熱アニールにより実施され、
これによって、窒化タングステン膜中の窒素は、窒素ガス（Ｎ2）として除かれる。一部
の実現形態では、ブロック１３５２は、揮発するＮ2ガスの流路を確保するために、フィ
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ーチャを封鎖することなく実施される。例えば、ピンチ点または狭窄部に少なくとも約１
～２ｎｍの開口を残すことで、窒化タングステンを略すべてタングステンに転化させるた
めのアニールが可能となり得る。
【０１３９】
　窒化タングステン膜をタングステンに転化させたら、オプションとして、狭窄部を封鎖
するため、および／またはフィーチャ充填を完了させるために、フッ素フリーのタングス
テン膜または窒化タングステン膜をさらに堆積させることができる（１３５８）。フッ素
フリー窒化タングステン膜の堆積については、ブロック１３５２に関して上述した。フッ
素フリータングステン膜の堆積は、熱ＡＬＤまたはＰＮＬプロセスを用いて実施すること
ができ、この場合、還元剤およびフッ素フリータングステン含有前駆体をパルス化するこ
とで、コンフォーマルなタングステン層をフィーチャ上に形成する。様々な実現形態によ
り、インサイドアウト充填、リセスエッチング、エッチング・コンフォーマル性変調、ボ
ロンの転化など、本明細書に記載の１つ以上の他の手法を用いることができ、これにより
、一部の実現形態では、フッ素フリー前駆体および還元剤を用いて、ボイドフリーのフィ
ーチャ充填を完了させる。他の一部の実現形態では、フィーチャ内にボイドを残したまま
、フッ素フリーのＷＮ層またはＷ層によってフィーチャをキャップすることができる。キ
ャップ層は、ブロック１３５２で残されたガス流路を封鎖するために採用することができ
る。ブロック１３５８で、フッ素フリー窒化タングステン層が堆積される場合、それは、
続いて、熱アニールにより元素状タングステンに転化させることができ、または転化され
なくてもよい。一部の実現形態では、例えば、ＷＮ薄層（例えば、５Å）をＷに転化させ
ることは、特に効果的ではない場合がある。図１３Ｃに従ったプロセスの一例について、
図２２を参照して後述する。
【０１４０】
　図１３Ｃは、フッ素含有ガスを用いて堆積されたタングステン層を、フッ素フリータン
グステン含有層を用いて封止することができる方法の一例における、いくつかのオペレー
ションを示すフロー図である。最初に、フッ素含有化合物を用いて堆積されるタングステ
ン層によって、フィーチャを部分的に充填する（１３６２）。ブロック１３６２は、タン
グステン核形成層を堆積させ、その後に続いて、六フッ化タングステンなどの前駆体を用
いてバルクタングステン層を堆積させることを伴い得る。部分充填は、フィーチャの開口
を維持したまま実施される。これによって、ブロック１３６４で、フィーチャからＨＦガ
スを排出させることが可能となり、また、一部の実現形態では、ブロック１３６８におい
て、その層の上に、フッ素フリー層を堆積させることが可能となり得る。
【０１４１】
　次に、反応副生成物として生成されたＨＦ（もしくは、他のフッ素含有ガス）またはそ
の他、フィーチャ内にあるものを、排出させる（１３６４）。一部の実現形態では、若干
のフッ素が、残りのタングステン膜の中に存在し得る。例えば、上述のようなフッ素フリ
ーのタングステンもしくは窒化タングステン層を堆積させるか、またはフッ素フリータン
グステン前駆体によるボロンの転化を用いた、ＨＦフリープロセスを用いてタングステン
膜を封止することができる。様々な実現形態により、狭窄部をフッ素フリー膜で封鎖する
ことができ、さらに／または、ブロック１３６２で堆積されたタングステン膜の露出面を
フッ素フリー膜で覆うことができる。これによって、集積の際に、膜中に存在し得るフッ
素がフッ化水素酸を形成することを防止できる。図１３Ｄに関して説明した方法は、残存
するフッ素が後の集積に影響を及ぼすことの防止を可能としつつ、フィーチャ内のタング
ステンの大部分をフッ素系プロセスによって効率的に堆積させるのに有用となり得る。
【０１４２】
　様々な実現形態により、ブロック１３６８で堆積される膜によって、狭窄部を封鎖する
こと、および／またはフィーチャ充填を完了させることができる。様々な実現形態により
、インサイドアウト充填、リセスエッチング、エッチング・コンフォーマル性変調、ボロ
ンの転化など、本明細書に記載の１つ以上の他の手法を用いることができ、これにより、
一部の実現形態では、フッ素フリー前駆体および還元剤を用いて、ボイドフリーのフィー
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チャ充填を完了させる。
【０１４３】
　図１３Ｃおよび図１３Ｄを参照して上述した方法は、フッ素フリーのタングステンおよ
び窒化タングステンに関するものであるが、ハロゲンフリーのタングステン膜および窒化
タングステン膜に一般化することができる。同様に、ブロック１３６２で堆積されるタン
グステンは、ＷＣｌ6などのハロゲン含有前駆体を用いて堆積させることができる。
【０１４４】
　フィーチャ充填の例
【０１４５】
　以下、本発明の種々の態様について、ＶＮＡＮＤワードライン（ＷＬ）充填の文脈で説
明する。以下の解説は、種々の方法の枠組みを提示するものであるが、これらの方法は、
そのように限定されることなく、ロジックおよびメモリのコンタクト充填、ＤＲＡＭ埋め
込みワードライン充填、垂直集積メモリゲート／ワードライン充填、シリコン貫通ビア（
ＴＳＶ）による３Ｄ集積など、他の応用においても同様に実施することができる。以下で
説明するプロセスは、タングステンビアおよびトレンチ充填など、１つ以上の狭窄部を有
する水平向きまたは垂直向き構造に適用することができる。
【０１４６】
　上述の図１Ｆは、充填されるべきＶＮＡＮＤワードライン構造の一例を提示している。
上述のように、このような構造のフィーチャ充填は、ピラーの配置によって示される狭窄
部など、いくつかの課題を提示し得る。また、高フィーチャ密度に起因して、充填が完了
する前に反応物質が使い果たされるようなローディング効果が生じることがある。ＷＬ（
ワードライン）全体にわたるボイドフリー充填のための種々の方法について、以下で説明
する。一部の実現形態では、低抵抗率のタングステンが堆積される。また、一部の実現形
態では、膜は、ＨＦの捕捉がない低Ｆ含有量のものである。一部の実現形態では、フィー
チャ充填は、フィーチャ開口に充填が達する前に停止されることで、フィーチャが完全に
は充填されない場合がある。一例を、図１７において１７４０に示している。
【０１４７】
　図１４は、フィーチャ内において、コンフォーマル堆積オペレーションと、Ｗ：ＴｉＮ
エッチング選択性が高いエッチングとが、交互に実行される手順を示している。フィーチ
ャ１４０１は、狭窄部１４５１と、両端部１４５５からアクセス可能であり得る内部領域
１４５２と、を有する。図１Ｇに関して上述したように、図１４は、３Ｄフィーチャの２
Ｄレンダリングと見ることができ、同図は充填される領域の断面図を示すものであって、
狭窄部１４５１は、ピラーに起因する狭窄部を、断面図ではなく平面図で見られるであろ
うもので示している。上記の図１Ｅおよび１Ｆは、ピラーがどのように配列され得るのか
についての追加の表示を提供している。フィーチャは、下層１４１３を含み、それは図１
４の例では、ＴｉＮ層であるが、任意の下層とすることができる。手順は、１４１０で、
フィーチャの内部にボイド１４１２を残して、フィーチャを充填するための、タングステ
ンのコンフォーマル堆積によって開始する。
【０１４８】
　次に、例えば、図２、７、または８を参照して上述したように、１４２０で、フィーチ
ャ内にタングステン１４０３を残すように、下層のＴｉＮに比してＷに選択的なエッチン
グを実施する。残ったタングステン１４０３は、フィーチャ内部１４５５において、狭窄
部１４５１の寸法に近いフィーチャ寸法を提供する。これによって、その後のコンフォー
マル堆積におけるボイド形成を、抑制または解消することが可能となる。例えば、１４３
０での別のコンフォーマル堆積において、１４１０で形成されたボイド１４１２よりも小
さく、よりフィーチャ端部１４５５に近い２つのボイド１４１４が形成される。１４４０
で実施される選択的エッチングによって、フィーチャ内にリエントラントがないようにフ
ィーチャプロファイルを再成形して、ボイド１４１４を開口させることができる。１４５
０での最後のコンフォーマル堆積によって、ワードラインのボイドフリー充填を提供する
ことができる。なお、図示の例では、堆積オペレーションはコンフォーマルであって、フ
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ィーチャ内へのコンフォーマル核形成層の堆積を伴い得るということに留意すべきである
。エッチング後に残される残存Ｗの正確なプロファイルは、具体的な実現形態によって異
なり得る。
【０１４９】
　図１５は、図１４と同様の手順を示しているが、ただし、例えば、図３Ａ～４Ｂを参照
して上述したようなインサイドアウト充填を提供するため、コンフォーマル堆積よりも、
むしろ選択的堆積によるものである。プロセスは、１５１０で、例えば、ＰＮＬ核形成層
とＣＶＤ工程により、フィーチャをピンチオフさせるコンフォーマル堆積によって開始す
る。次に、１５２０で、狭窄部を開口させて、エッチングされたタングステン層１５０３
を残すように、Ｗに選択的なエッチングを実施する。続いて、インサイドアウト充填を達
成し、さらに狭窄部を越えるように、（典型的には、新たなコンフォーマル核形成層は用
いることなく）タングステンの選択的堆積を実施する。フィーチャの内部領域１５５５を
充填した後に狭窄部１５５１を越えるように用いられるＣＶＤ工程の進行を、１５３０と
１５４０にそれぞれ示している。図示の例では、１５５０で、充填を完了させるために、
コンフォーマル堆積を用いることができる。このコンフォーマル堆積は、フィーチャの未
充填の両端部へのタングステン核形成層の堆積を伴って、その後に続いて、バルク堆積を
実施することができる。一部の実現形態では、図１５における最初の堆積とエッチングの
オペレーション１５１０、１５２０の結果として得られるプロファイルは、図１４のオペ
レーション１４１０、１４２０におけるものと類似している場合がある（またその逆も同
様である）。また、一部の実現形態では、充填を終えるための堆積１４５０および／また
は１５５０は、上述のような選択的除去工程および／またはパッシベーション工程のうち
の１つ以上を伴い得る。
【０１５０】
　図１６は、図１５に示すインサイドアウト成長プロセスの変形例を示している。図１５
におけるオペレーション１５１０と同様に、本プロセスは、１６１０で、例えば、ＰＮＬ
核形成層とＣＶＤ工程により、フィーチャをピンチオフさせるコンフォーマル堆積によっ
て開始する。次に、１６２０で、狭窄部を開口させて、エッチングされたタングステン層
１６０３を残すように、Ｗに選択的なエッチングを実施する。続いて、１６３０で、イン
サイドアウト充填を達成し、さらに狭窄部を越えるように、（典型的には、新たなコンフ
ォーマル核形成層は用いることなく）タングステンの選択的堆積を実施する。エッチング
されたタングステン層１６０３のプロファイルは、図１５の１５２０で形成されたものと
は異なり、このことは、選択的堆積の進行に影響を及ぼし得る。ただし、どちらの例にお
いても、エッチングされたタングステン層は、後のＣＶＤのためのシード層として機能し
、インサイドアウト充填を促進する。１６４０で、充填を完了させるために、コンフォー
マル堆積を用いることができる。これは、一部の実現形態において、上述のような選択的
除去工程および／またはパッシベーション工程のうちの１つ以上を伴い得る。
【０１５１】
　図１７は、選択的および非選択的なＷ／ＴｉＮエッチングを用いる手順を示している。
最初に、１７１０で、ボイド１７１２を残して、フィーチャ内にコンフォーマルに膜を堆
積させる。１７２０で、最初の選択的エッチングを用いてピンチ点の中までエッチングす
ることができ、続いて、１７３０で、ＷとＴｉＮに対して非選択的なエッチングを実施す
る。残った膜を、１７４０で、Ｗの選択的堆積のためのシード層として用いることができ
る。
【０１５２】
　図１８は、ボロン層をタングステンに転化させる手順を示している。本方法は、１８１
０で、例えば、ジボランまたは他のボロン含有前駆体を用いて、ボロンを基板上に吸着さ
せることによって開始することができる。その厚さは、ピンチオフ点付近で、例えば１０
ｎｍの厚さとすることができる。上述のように、一部の実現形態では、１０ｎｍは、妥当
な時間内でタングステンに転化される限界に近い場合がある。次に、１８２０で、元素状
タングステンを形成するため、六フッ化タングステンまたは他のタングステン含有前駆体
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を、ボロン層で還元することができる。転化に伴う厚さ膨張があり得る（原子体積ベース
で３．６％）。様々な実現形態により、転化によって、狭窄部より下のフィーチャを封鎖
することができ、または封鎖しなくてもよい。一部の実現形態では、フィーチャ内にＨＦ
が捕捉されないように、転化の際に水素は全く使用されない。ボロン転化によるタングス
テンの中のＦ濃度は低い。いくつかの実現形態により、フィーチャは、タングステン核形
成層を形成することなく、タングステンで充填することができる。また、一部の実現形態
では、例えば図１３Ａに示すように、ボロンの堆積と転化のオペレーションを繰り返すこ
とができる。さらに、一部の実現形態では、タングステンへの転化の後に続いて、フィー
チャ充填を完了させるために、１つ以上のコンフォーマルもしくは選択的なタングステン
堆積オペレーション、または堆積－エッチング－堆積・オペレーションを実施することが
できる。
【０１５３】
　図１９は、タングステンへのボロンの転化に関わる別の手順を示している。図示の例で
は、ボロンは、タングステンのエッチングのためのエッチングストップとして用いられる
ことと、タングステンに転化されることが、交互に繰り返される。インサイドアウト充填
のための開始層を残すように、タングステンをエッチングすることができる。充填を完了
するために、１つ以上のコンフォーマル堆積もしくは選択的堆積またはそれらの組合せを
用いることができる。転化は、約１０ｎｍまでに自己制御され得るので、フィーチャのよ
り深くのボロンは未転化のまま残されて、エッチングストップとして用いることができる
。図１９の例では、プロセスは、１９１０で、フィーチャ内への初期ボロン層１９２５の
コンフォーマル堆積によって開始し、これにより、ボイド１９１２を残して、ピンチ点を
封鎖する。ボロンを堆積させるために用いることができる化合物の例については上述した
。次に、１９２０で、ボロン層１９２５の一部が、タングステン層１９２７ａに転化され
る。上述のように、一部の実現形態では、ある限界（例えば、１０ｎｍ）までのボロンが
転化される。この部分的転化によって、残存ボロン層１９２５ａが残される。次に、１９
３０で、ボロン層１９２５ａを残して、タングステン層１９２７ａは選択的に除去される
。ボロン層１９２５ａは、その後、１９４０で、タングステンに部分的に転化されて、タ
ングステン層１９２７ｂと残存ボロン層１９２５ｂを形成する。本例では、後のＷの選択
的エッチングにおいてフィーチャが切開されるように、ボロンは、まさにピンチ点を通る
部分が転化される。他の一部の実現形態では、転化の自己制御性によってフィーチャを開
口させるため、１回以上の追加の部分的転化／選択的エッチングを実施することができる
。タングステン層１９２７ｂは選択的に除去され、その後のオペレーションで、残存ボロ
ン層１９２５ｂは、タングステン層１９２７ｃに転化される。その後、タングステン層１
９２７ｃは、（例えば、図１６にあるような）フィーチャを充填するコンフォーマル堆積
のため、または（例えば、図１４にあるような）フィーチャを充填する選択的堆積のため
の、基礎となり得る。
【０１５４】
　図２０は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願第１３／７７４３５０号に
記載されている手順を示しており、この場合、非コンフォーマルな選択的抑制（選択的阻
害）を用いて、ピンチオフに至らないうちにフィーチャ内部に充填する。解説されている
選択的抑制法は、本明細書で記載する手法のうちの１つ以上と共に用いることができる。
図２０において、２０１０で、下層２０１３の上にタングステン核形成層２００４をコン
フォーマルに堆積させる。上述のようなＰＮＬプロセスを用いることができる。なお、一
部の実現形態では、コンフォーマル核形成層を堆積させる該オペレーションを省略しても
よいということに留意すべきである。次に、２０２０で、部分２００６の選択的抑制のた
め、フィーチャは抑制ケミストリ（抑制剤又は阻害剤）に暴露される。本例では、ピラー
狭窄部２０５１を通る部分２００８が、選択的抑制を受ける。抑制（阻害）は、例えば、
Ｎ2、Ｈ2、フォーミングガス、ＮＨ3、Ｏ2、ＣＨ4などのガスから発生させたダイレクト
（インサイチュ）プラズマへの暴露を伴い得る。フィーチャを抑制種に暴露する他の方法
の詳細については後述する。次に、２０３０で、抑制プロファイルに従ってタングステン
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を選択的に堆積させるためにＣＶＤプロセスを実施し、狭窄部の背後にある充填が難しい
領域が充填されるように、核形成層２００４の非抑制部分に優先的にバルクタングステン
２００８を堆積させる。次に、２０４０で、フィーチャの残り部分をバルクタングステン
２００９で充填する。タングステンの選択的堆積に用いたのと同じＣＶＤプロセスを、フ
ィーチャの残り部分に用いることができ、または、異なるケミストリもしくはプロセス条
件を用いる異なるＣＶＤプロセスであって、さらに／もしくは核形成層の堆積後に実行さ
れるＣＶＤプロセスを用いることもできる。
【０１５５】
　いくつかの実現形態により、上記の例のいずれかにおいて、様々な実現形態に応じてフ
ィーチャ充填を調整するため、コンフォーマルまたは非コンフォーマルなエッチングを採
用することができる。図２１は、非コンフォーマルエッチングを用いたフィーチャ充填の
一例を示している。図２１の例では、２１１０で、ＰＮＬ核形成とＷのＣＶＤを用いて、
フィーチャ内にタングステンのコンフォーマル薄層２１０２を堆積させることができる。
これに続いて、２１２０で、下層２１１３を保護するために高選択性の、非コンフォーマ
ルエッチングが実施される。例えば、ＴｉＮの下層の場合に、図９Ｂを参照して説明した
ようなＷ：ＴｉＮ選択性が高い非コンフォーマルエッチングを実施することができる。こ
れによって、フィーチャの内部２１５３にタングステン層２００２を残して、フィーチャ
端部２１５５付近のそれは除去される。２１３０での別のタングステン薄層２１０３のＣ
ＶＤによるＷ堆積に続いて、別の非コンフォーマルなＷの選択的エッチングが実施される
。これらの堆積－エッチング－堆積・オペレーションを、２１４０で、フィーチャを充填
するために繰り返すことができる。様々な実現形態により、その後の堆積オペレーション
のそれぞれは、コンフォーマル堆積または選択的堆積のための核形成層の堆積を含むもの
であっても、そうでなくてもよい。一部の実現形態では、ＷのＣＶＤにおいて、開口付近
での成長を抑制するために、例えば、高電力での核形成遅延（パッシベーション）を利用
することができる。
【０１５６】
　一部の実現形態では、タングステンによるフィーチャ充填におけるフッ素系処理および
フッ素含有副生成物を軽減するために、フッ素フリーのタングステン膜および窒化タング
ステン膜を用いることができる。図２２は、フィーチャの充填において、熱ＡＬＤによる
フッ素フリー窒化タングステン（ＦＦＷＮ）膜を、フッ素フリータングステン（ＦＦＷ）
に転化させることができる手順の一例を示している。この手順は、２２１０で、図１３Ｃ
および１３Ｄを参照して上述したような熱ＡＬＤまたはＰＮＬによるＦＦＷＮ層の堆積に
よって開始する。窒素ガスの逃がしを確保するため、ＦＦＷＮ層は、構造の内部を完全に
はピンチオフすることなく、堆積される。その後、２２２０で、ＦＦＷＮは、熱アニール
においてＮ2ガスを出してＦＦＷに転化される。図示の例では、その後、フィーチャ内部
２２５３を封鎖するように、ＦＦＷＮまたはＦＦＷのキャップ層２２０８を堆積させる。
キャップ層２２０８の厚さに応じて、ＦＦＷＮキャップ層２２０８をＦＦＷに転化させる
ように、熱アニールを実施することができる。一部の実現形態では、キャップ層２２０８
が十分に薄く、タングステンで充填されたフィーチャ内に存在する窒素がごく少量となる
場合があり、アニールは実施されない。なお、一部の実現形態では、フィーチャ内への層
の堆積の前に、キャップ層２２０８によって内部２２５３が封鎖され得るということに留
意すべきである。これは、図２３を参照して後述する手順とは異なり、本プロセスではフ
ッ素は使用されないので、フッ素制御的観点から許容される。図２２に示す手順ではボイ
ド２２１２が残るものの、代替的実現形態において、ボイドの軽減または解消のために、
上記の１つ以上の手法を採用することができる。
【０１５７】
　図２３は、タングステンによるフィーチャ充填において、フッ素を用いて堆積させた層
を封止するために、熱ＡＬＤによるフッ素フリー窒化タングステン（ＦＦＷＮ）膜または
フッ素フリータングステン（ＦＦＷ）膜を用いることができる手順の一例を示している。
この手順は、２３１０で、フッ素（または他のハロゲン）含有化合物を用いたタングステ
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ン層２３０２のコンフォーマル堆積によって開始する。コンフォーマル堆積は、例えば、
タングステン核形成層の堆積を伴って、その後に続いて、六フッ化タングステンまたは六
塩化タングステンを用いてバルク堆積を実施することができる。堆積は、一部の実現形態
では、ピンチ点２３５１において接近している側壁間に少なくとも５～１０ｎｍを残して
、ピンチする前に停止される。次に、２３２０で、ＨＦなどのフッ素含有副生成物をすべ
て除去するために、ポンプダウン・オペレーションを実施する。次に、タングステン層２
３０２を覆うように、ＦＦＷＮまたはＦＦＷ層２３０８を堆積させる。これは、一部の実
現形態では、タングステン層２３０２中に存在するフッ素の放出を防ぐ助けとするために
、フィーチャ内部２３５３に層２３０８を堆積させることを含む。図２３に示す手順では
ボイド２３１２が残るものの、代替的実現形態において、ボイドの軽減または解消のため
に、上記の１つ以上の手法を採用することができる。
【０１５８】
　様々な実現形態により、上記のプロセスシーケンスにおいて記載されたエッチングは、
図９Ａおよび９Ｂに関して上述したように、所望のエッチングプロファイルに応じて、コ
ンフォーマル性、やや非コンフォーマル性、または高い非コンフォーマル性とすることが
できる。例えば、ピンチオフしたフィーチャを切開するために用いられるエッチングでは
、コンフォーマルエッチングが発生するプロセス条件を用いることができる。
【０１５９】
　核形成層の堆積
【０１６０】
　一部の実現形態において、本明細書で記載する方法は、バルク層の堆積に先立って、タ
ングステン核形成層の堆積を伴う。核形成層は、一般的には、その上へのバルクタングス
テン含有材のその後の堆積を促すコンフォーマル薄層である。様々な実現形態により、フ
ィーチャの充填において、フィーチャの何らかの充填前に、さらに／または次の点におい
て、核形成層を堆積させることができる。例えば、一部の実現形態では、フィーチャ内の
タングステンのエッチングの後に続いて、核形成層を堆積させることができる。
【０１６１】
　一部の実現形態では、核形成層は、パルス核形成層（ＰＮＬ）法を用いて堆積される。
ＰＮＬ法では、還元剤、オプションのパージ用ガス、タングステン含有前駆体のパルスを
、反応チェンバに順次注入し、そして反応チェンバからパージさせる。このプロセスは、
所望の厚さが得られるまで、周期的に繰り返される。ＰＮＬは、原子層堆積（ＡＬＤ）法
など、半導体基板上での反応のための反応物質を順次加える任意の周期的プロセスを、広
く具現化する。タングステン核形成層を堆積させるためのＰＮＬ法は、米国特許第６６３
５９６５号、第７００５３７２号、第７１４１４９４号、第７５８９０１７号、第７７７
２１１４号、第７９５５９７２号、第８０５８１７０号、および米国特許出願公開第２０
１０／０２６７２３５号に記載されており、これらの文献はすべて、その全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。核形成層の厚さは、核形成層堆積法、ならびにバルク堆積の
所望の品質に依存し得る。一般的には、核形成層は、高品質で均一なバルク堆積をサポー
トするのに十分な厚さである。例として、１０Å～１００Åの範囲とすることができる。
【０１６２】
　ＰＮＬによる堆積の例については上記で提示しているが、本明細書で記載する方法は、
タングステン核形成層の堆積の特定の方法に限定されるものではなく、ＰＮＬ、ＡＬＤ、
ＣＶＤ、物理気相成長（ＰＶＤ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）
などの任意の方法で形成されたタングステン核形成層の上での、バルクタングステン膜の
堆積が含まれる。また、一部の実現形態では、核形成層を用いることなく、バルクタング
ステンをフィーチャ内に直接堆積させることができる。例えば、一部の実現形態では、フ
ィーチャ表面および／または堆積済みの下層によって、バルクタングステンの堆積をサポ
ートする。一部の実現形態では、核形成層を用いないバルクタングステン堆積プロセスを
実施することができる。例えば、２０１２年７月２７日に出願された、参照により本明細
書に組み込まれる米国特許出願第１３／５６０６８８号では、核形成層を用いないバルク
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タングステン層の堆積について記載している。
【０１６３】
　様々な実現形態において、タングステン核形成層の堆積は、六フッ化タングステン（Ｗ
Ｆ6）、六塩化タングステン（ＷＣｌ6）、タングステンヘキサカルボニル（Ｗ（ＣＯ）6

）などのタングステン含有前駆体への暴露を伴い得る。一部の実現形態では、タングステ
ン含有前駆体は、ＷＦ6のようなハロゲン含有化合物である。有機金属前駆体、ならびに
ＭＤＮＯＷ（メチルシクロペンタジエニル－ジカルボニルニトロシル－タングステン）お
よびＥＤＮＯＷ（エチルシクロペンタジエニル－ジカルボニルニトロシル－タングステン
）などのフッ素フリー前駆体、を用いることもできる。
【０１６４】
　還元剤の例として、ジボラン（Ｂ2Ｈ6）および他のボランなどのボロン含有還元剤、シ
ラン（ＳｉＨ4）および他のシランなどのシリコン含有還元剤、ヒドラジン、およびゲル
マンを含むことができる。一部の実現形態では、タングステン含有前駆体のパルスと、１
種以上の還元剤のパルスを、例えばＳ／Ｗ／Ｓ／Ｗ／Ｂ／Ｗなど、交互に繰り返すことが
でき、ここで、Ｗはタングステン含有前駆体を表し、Ｓはシリコン含有前駆体を表し、Ｂ
はボロン含有前駆体を表す。一部の実現形態では、別個の還元剤を用いなくてもよく、例
えば、タングステン含有前駆体に熱分解またはプラズマアシスト分解を施すことができる
。
【０１６５】
　様々な実現形態により、バックグラウンド水素はあってもなくてもよい。また、一部の
実現形態では、タングステン核形成層の堆積の後に続いて、バルクタングステン堆積の前
に、１つ以上の処理オペレーションが実施されてもよい。堆積されたタングステン核形成
層を、より低抵抗率に処理することが、例えば、参照により本明細書に組み込まれる米国
特許第７７７２１１４号、第８０５８１７０号、および米国特許出願公開第２０１０／０
２６７２３５号に記載されている。
【０１６６】
　バルク堆積
　多くの実現形態において、バルクタングステン堆積はＣＶＤプロセスによって実施され
、この場合、還元剤およびタングステン含有前駆体を成長チェンバ内に流入させて、フィ
ーチャ内にバルク充填層を堆積させる。不活性キャリアガスを用いて、１種以上の反応物
流を供給することができ、それらは予混合されても、されなくてもよい。ＰＮＬまたはＡ
ＬＤプロセスとは異なり、このオペレーションは、一般的に、所望の量が堆積されるまで
、反応物質を連続的に流入させることを伴う。一部の実現形態では、ＣＶＤ工程を多段階
で実行することができ、この場合、連続的かつ同時の反応物流の複数の期間が、１種以上
の反応物流が逸らされる期間によって区切られる。
【０１６７】
　種々のタングステン含有ガスを、タングステン含有前駆体として用いることができ、そ
れには、ＷＦ6、ＷＣｌ6、Ｗ（ＣＯ）6が含まれるが、これらに限定されない。一部の実
現形態では、タングステン含有前駆体は、ＷＦ6のようなハロゲン含有化合物である。一
部の実現形態では、還元剤は水素ガスであるが、シラン（ＳｉＨ4）、ジシラン（Ｓｉ2Ｈ

6）、ヒドラジン（Ｎ2Ｈ4）、ジボラン（Ｂ2Ｈ6）、ゲルマン（ＧｅＨ4）など、他の還元
剤を用いることもできる。多くの実現形態では、ＣＶＤプロセスにおいて水素ガスが還元
剤として用いられる。他の一部の実現形態では、分解してバルクタングステン層を形成す
ることが可能なタングステン前駆体を用いることができる。また、バルク堆積は、ＡＬＤ
プロセスなど、他のタイプのプロセスを用いて実施することもできる。
【０１６８】
　温度の例は、２００℃～５００℃の範囲とすることができる。様々な実現形態により、
本明細書に記載のＷのＣＶＤ工程のいずれかで、低温ＣＶＤによるＷ充填を、例えば、約
２５０℃～３５０℃、または約３００℃で採用することができる。
【０１６９】
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　堆積は、様々な実現形態により、特定のフィーチャプロファイルが得られるまで、さら
に／または特定の量のタングステンが堆積されるまで、進めることができる。一部の実現
形態では、堆積時間および他の関連パラメータは、モデル化および／または試行錯誤によ
って決定することができる。例えば、ピンチオフされるまでフィーチャ内にタングステン
がコンフォーマルに堆積され得るインサイドアウト充填プロセスの最初の堆積の場合、ピ
ンチオフが達成されるタングステンの厚さおよび対応する堆積時間をフィーチャ寸法に基
づいて決定することは、単純であり得る。いくつかの実現形態において、堆積工程の終点
検出のためのインサイチュ計測測定を実施するため、処理チェンバは各種センサを備える
ことができる。インサイチュ計測の例として、堆積された膜の厚さを測定するための光学
顕微鏡法および蛍光Ｘ線（ＸＲＦ：Ｘ－Ｒａｙ Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ）が含まれる
。
【０１７０】
　理解されるべきことは、本明細書に記載のタングステン膜は、使用される特定の前駆体
およびプロセスに応じて、窒素、炭素、酸素、ボロン、リン、硫黄、シリコン、ゲルマニ
ウムなど、若干量の他の化合物、ドーパント、および／または不純物を含み得るというこ
とである。膜中のタングステン含有量は、２０％～１００％（原子）タングステンの範囲
とすることができる。多くの実現形態において、膜はタングステンリッチであって、少な
くとも５０％（原子）タングステン、またはさらに少なくとも約６０％、７５％、９０％
、もしくは９９％（原子）タングステンを有する。一部の実現形態では、膜は、金属また
は元素タングステン（Ｗ）、および炭化タングステン（ＷＣ）、窒化タングステン（ＷＮ
）などの他のタングステン含有化合物の混合であり得る。
【０１７１】
　これらの材料のＣＶＤおよびＡＬＤによる堆積は、任意の適切な前駆体を使用すること
を含み得る。例えば、ＣＶＤおよびＡＬＤによる窒化タングステンの堆積は、さらなる詳
細は後述するように、ハロゲン含有化合物、およびハロゲンフリータングステン含有化合
物、および窒素含有化合物を使用することを含み得る。ＣＶＤおよびＡＬＤによるチタン
含有層の堆積は、チタン含有前駆体の使用を含むことができ、例として、テトラキス（ジ
メチルアミノ）チタン（ＴＤＭＡＴ）および塩化チタン（ＴｉＣｌ4）と、さらに適切で
あれば、１つ以上の共反応物が含まれる。ＣＶＤおよびＡＬＤによるタンタル含有層の堆
積は、ペンタキスジメチルアミノタンタル（ＰＤＭＡＴ）およびＴａＦ5などの前駆体と
、さらに適切であれば、１つ以上の共反応物の使用を含むことができる。ＣＶＤおよびＡ
ＬＤによるコバルト含有層の堆積は、トリス（２，２，６，６－テトラメチル－３，５－
ヘプタンジオナト）コバルト、ビス（シクロペンタジエニル）コバルト、ジコバルトヘキ
サカルボニルブチルアセチレンなどの前駆体と、さらに１つ以上の共反応物の使用を含む
ことができる。ＣＶＤおよびＡＬＤによるニッケル含有層の堆積は、シクロペンタジエニ
ルアリルニッケル（ＣｐＡｌｌｙｌＮｉ）およびＭｅＣｐ2Ｎｉなどの前駆体の使用を含
むことができる。共反応物の例として、Ｎ2、ＮＨ3、Ｎ2Ｈ4、Ｎ2Ｈ6、ＳｉＨ4、Ｓｉ3Ｈ

6、Ｂ2Ｈ6、Ｈ2、ＡｌＣｌ3を含むことができる。
【０１７２】
　タングステンエッチング
【０１７３】
　タングステンのエッチングは、タングステンと反応し得る１種以上のエッチャント種に
タングステンを暴露することにより実行することができる。エッチャント種の例として、
ハロゲン種およびハロゲン含有種が含まれる。タングステン含有材料を除去するために用
いることができる初期エッチャント材の例として、三フッ化窒素（ＮＦ3）、テトラフル
オロメタン（ＣＦ4）、テトラフルオロエチレン（Ｃ2Ｆ4）、ヘキサフルオロエタン（Ｃ2

Ｆ6）、オクタフルオロプロパン（Ｃ3Ｆ8）トリフルオロメタン（ＣＨＦ3）、クロロトリ
フルオロメタン（ＣＦ3Ｃｌ）、六フッ化硫黄（ＳＦ6）、および分子状フッ素（Ｆ2）が
含まれる。一部の実現形態では、これらの種は、活性化されて、ラジカルおよび／または
イオンを含み得る。例えば、初期エッチャント材を、リモートプラズマ発生器を通して流
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入させるか、さらにまたはインサイチュ・プラズマに曝すことができる。一部の実現形態
では、タングステンを、非プラズマエッチャント蒸気に暴露することができる。
【０１７４】
　上記の例に加えて、任意の周知のエッチャントケミストリを、タングステン非含有膜な
らびにタングステン含有膜のエッチングに用いることができる。例えば、ＮＦ3などのフ
ッ素含有化合物を、ＴｉＮおよびＴｉＣなどのチタン含有化合物に対して用いることがで
きる。Ｃｌ2およびＢＣｌ3などの塩素含有化合物を、一部の実現形態では、例えば、Ｔｉ
Ａｌ、ＴｉＡｌＮ、ニッケル含有化合物、およびコバルト含有化合物をエッチングするた
めに用いることができる。また、下記のエッチングは、主にプラズマおよび／または非プ
ラズマ気相エッチングに言及しているが、一部の実現形態では、それらの方法は、ウェッ
トエッチング法を用いて実施することもできる。
【０１７５】
　一部の実現形態では、リモート生成プラズマを用いることができる。初期エッチャント
材と、さらに一部の実現形態では、アルゴン、ヘリウムなどの不活性ガスを、任意の適切
なリモートプラズマ発生器に供給することができる。例えば、ＡＳＴＲＯＮ（登録商標）
ｉ型ＡＸ７６７０、ＡＳＴＲＯＮ（登録商標）ｅ型ＡＸ７６８０、ＡＳＴＲＯＮ（登録商
標）ｅｘ型ＡＸ７６８５、ＡＳＴＲＯＮ（登録商標）ｈｆ－ｓ型ＡＸ７６４５などのリモ
ートプラズマユニットを用いることができ、これらはすべて、マサチューセッツ州アンド
ーヴァーのＭＫＳインスツルメンツ（ＭＫＳ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）から入手可能で
ある。リモートプラズマユニットは、典型的には、供給されたエッチャントを用いて弱電
離プラズマを生成する自己完結型のデバイスである。一部の実現形態では、高電力高周波
（ＲＦ）発生器によって、プラズマ中の電子にエネルギーを与える。このエネルギーは、
その後、中性エッチャント分子に伝達されて、これが２０００Ｋのオーダの温度につなが
ることで、これらの分子の熱解離が生じる。リモートプラズマユニットは、その高ＲＦエ
ネルギーと、該エネルギーの大部分をエッチャントに吸着させる特別なチャネル形状とに
よって、入来するエッチャント分子の６０％超を解離させることができる。
【０１７６】
　一部の実現形態では、エッチングが実施されるチェンバ内にリモートプラズマユニット
から供給される活性種は、ラジカルであって、イオン種は略含んでいない。エッチングに
寄与しない少数のイオン種が存在し得ることは、当業者であれば理解できるであろう。こ
の量は、検出できないほど十分に小さいものであり得る。一部の実現形態では、リモート
プラズマユニットからチェンバ内に供給される活性種は、ラジカル種に加えて、相当数の
イオン種を含むことがある。
【０１７７】
　一部の実現形態では、エッチング工程において、リモート生成プラズマに加えて、また
はその代わりに、基板を収容しているチェンバ内でインサイチュで生成されるプラズマを
用いることができ、これにより、タングステンを、ダイレクトプラズマに暴露する。一部
の実現形態では、高周波（ＲＦ）プラズマ発生器を用いて、チェンバ内で２つの電極間に
プラズマを発生させることができる。電極の例として、例えば、シャワーヘッドとペデス
タルが含まれる。一例では、約１ＭＨｚ～１００ＭＨｚの間の周波数で、約０Ｗ～１００
００Ｗを供給することが可能な高周波数（ＨＦ）発生器を用いることができる。より具体
的な一実現形態では、ＨＦ発生器は、約１３．５６ＭＨｚで、約０Ｗ～５０００Ｗを供給
し得る。一部の実現形態では、約１００ｋＨｚ～２ＭＨｚの間の、または約１００ｋＨｚ
～１ＭＨｚの間の、例えば４００ｋＨｚの周波数で、約０Ｗ～１００００Ｗを供給するこ
とが可能な低周波数（ＬＦ）発生器を用いることができる。
【０１７８】
　プラズマ発生器は、容量結合プラズマ（ＣＣＰ）発生器、誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）
発生器、トランス結合プラズマ（ＴＣＰ）発生器、電子サイクロトロン共鳴（ＥＣＲ）発
生器、またはヘリコンプラズマ発生器とすることができる。ＲＦ源の他に、マイクロ波源
を用いることができる。
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【０１７９】
　様々な実現形態により、エッチングオペレーションの一部またはすべてを、堆積および
／または処理オペレーションなどの他のオペレーションが実施されるのと同じチェンバ内
で、または専用のエッチングチェンバ内で、実施することができる。専用のエッチングチ
ェンバが使用される場合、それは、他の１つ以上の処理チェンバと同じ真空環境に接続さ
れるか、または別個の真空環境の一部とすることができる。例えば、ラムリサーチ社（Ｌ
ａｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）から入手可能なＫｉｙｏ（登録商標）
導体エッチングモジュールのようなＴＣＰエッチングモジュールを、一部の実現形態にお
いて使用することができる。そのようなモジュールで用いることができるエッチャントの
例として、ＮＦ3、ＣＦ4、ＳＦ6、ＣＨ3Ｆ、ＣＨ2Ｆ2、ＣＦ4が含まれる。動作圧力の例
は、３０ミリトール～１００ミリトールの範囲とすることができる。温度の例は、３０℃
～１２０℃の範囲とすることができる。
【０１８０】
　様々な実現形態において、エッチングは、堆積されたタングステンの特定の特徴が除去
されるまで、または特定のプロファイルが得られるまで、行われる。例えば、上述のイン
サイドアウト充填法では、ピンチオフしたタングステンが除去されるまで、またはシーム
が除去されるまで、エッチングを進めることができる。いくつかの実現形態において、具
体的なエッチングプロセスパラメータに対して、エッチング終点は、具体的なフィーチャ
ジオメトリならびにエッチング対象の堆積済みタングステンのプロファイルおよび量につ
いてのモデル化および／または試行錯誤によって決定することができる。いくつかの実現
形態において、除去の程度を確認するインサイチュ計測測定を実施するため、処理チェン
バは各種センサを備えることができる。インサイチュ計測の例として、膜の厚さを測定す
るための光学顕微鏡法およびＸＲＦが含まれる。さらに、フッ化タングステン（ＷＦｘ）
またはエッチング中に生成される他の副生成物の量を検出するために、赤外（ＩＲ）分光
法を用いることができる。一部の実現形態では、下層をエッチングストップ層として用い
ることができる。また、エッチングを監視するために、発光分光法（ＯＥＳ：Ｏｐｔｉｃ
ａｌ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）を用いることもできる。様々な実現
形態により、タングステンのエッチングは、程度の差はあるものの、下層に比して優先的
（または非優先的）とすることができる。例えば、エッチングは、エッチングストップと
して機能する例えばＴｉまたはＴｉＮの下層を有するＷに対して優先的であり得る。一部
の実現形態では、エッチングは、下の誘電体がエッチングストップとして機能して、Ｗお
よびＴｉまたＴｉＮをエッチングするものであり得る。下層に対するエッチング選択性を
調整する方法については上述した。
【０１８１】
　また、様々な実現形態により、エッチングオペレーションのコンフォーマル性を変調す
ることもできる。コンフォーマルエッチングは、フィーチャ全体にわたって材料が均一に
除去されるエッチングである。エッチング・コンフォーマル性を変調する方法については
上述した。一部の実現形態では、エッチング・コンフォーマル性を変調することは、物質
移動律速領域で作用させること、または物質移動律速領域では作用させないこと、を含み
得る。そのような領域では、フィーチャ内での除去速度は、フィーチャ内に拡散する様々
なエッチング材成分（例えば、初期エッチャント材、活性エッチャント種、および再結合
エッチャント種）の量および／または相対組成によって制限される。一部の例では、エッ
チング速度は、フィーチャ内部の様々な位置における様々なエッチャント成分の濃度に依
存する。なお、「エッチング」と「除去」という用語は、区別なく使用されるということ
に留意すべきである。
【０１８２】
　参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願第１３／０１６６５６号に記載されて
いるように、物質移動律速条件は、全体的なエッチャント濃度バリエーションによって、
部分的に特徴づけることができる。一部の実施形態において、その濃度は、フィーチャの
内部では、その開口付近よりも低く、その結果、エッチング速度は、内部よりも開口付近



(43) JP 6273257 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

で高くなる。これが、ひいては、選択的除去につながる。いくらかのエッチャントがフィ
ーチャ内に拡散するときに消費されるように、比較的高いエッチング速度を維持しつつ、
制限された量のエッチャントを処理チェンバに供給する（例えば、キャビティのプロファ
イルおよび寸法に対して相対的に低いエッチャント流量を用いる）ことによって、物質移
動律速プロセス条件が達成され得る。一部の実施形態では、濃度勾配がかなりのものであ
り、それは、比較的高いエッチング反応速度と、比較的低いエッチャント供給に起因し得
る。一部の実施形態では、開口付近のエッチング速度も、物質移動律速となることがある
ものの、このような条件は、選択的除去を達成するために必要ではない。
【０１８３】
　エッチング・コンフォーマル性は、高アスペクト比フィーチャの内部の全体的なエッチ
ャント濃度バリエーションの他に、フィーチャ全体にわたる様々なエッチャント成分の相
対濃度による影響を受ける場合がある。そして、これらの相対濃度は、エッチング種の解
離および再結合のプロセスの相対力学に依存する。初期エッチャント材は、典型的には、
リモートプラズマ発生器を通して供給されること、および／またはインサイチュ・プラズ
マに曝されることで、活性エッチャント種（例えば、フッ素原子、ラジカル）を生成する
。一方、活性種は、再結合して、より活性の低い再結合エッチング種（例えば、フッ素分
子）になる傾向があり、さらに／または、それらの拡散経路に沿ったタングステン含有材
と反応する傾向がある。このようにして、堆積されたタングステン含有層の様々に異なる
部分が、様々に異なる濃度の様々に異なるエッチャント材である例えば初期エッチャント
、活性エッチャント種、および再結合エッチャント種に、暴露され得る。これによって、
エッチング・コンフォーマル性を制御するための追加の機会が与えられる。
【０１８４】
　例えば、活性フッ素種は、一般に、タングステン含有材との反応性が、初期エッチング
材および再結合エッチング材よりも高い。さらに、活性フッ素種は、一般に、再結合フッ
素種よりも温度変化の影響を受けにくい可能性がある。そこで、いくつかの実現形態にお
いて、除去が主として活性フッ素種によるものとなるように、主として再結合種によるも
のとなるように、またはフッ素と再結合種の両方を含むように、プロセス条件を制御する
ことができる。また、特定のプロセス条件によって、結果的に、活性フッ素種が、フィー
チャ内部よりもフィーチャ開口付近において、より高濃度で存在することになり得る。例
えば、一部の活性種は、消費される（例えば、堆積済み材料と反応する、および／もしく
はその表面に吸着される）ことがあり、さらに／または、特に小さい高アスペクト比フィ
ーチャにおいて、より深くフィーチャ内に拡散する間に再結合することがある。なお、留
意すべきことは、活性種の再結合は、高アスペクト比フィーチャの外でも、例えば処理チ
ェンバのシャワーヘッドにおいて生じ、それはチェンバ圧力に依存するということである
。そこで、チェンバおよびフィーチャの様々な点における活性エッチング種の濃度を調整
するように、チェンバ圧力を制御することができる。
【０１８５】
　エッチャントの流量は、一般に、チェンバのサイズ、エッチング速度、エッチング均一
性、および他のパラメータに依存する。例えば、流量は、フィーチャ内部よりも開口付近
でより多くのタングステン含有材が除去されるように、またはフィーチャもしくはフィー
チャの一部にわたってタングステン含有材が均一に除去されるように、選択することがで
きる。例えば、ステーションごとに１９５リットルのチェンバの場合の流量は、約２５ｓ
ｃｃｍ～１００００ｓｃｃｍの間、または、より具体的な実施形態では、約５０ｓｃｃｍ
～１０００ｓｃｃｍの間とすることができる。一部の実施形態では、流量は、約２０００
ｓｃｃｍ未満、約１０００ｓｃｃｍ未満、または、より具体的には、約５００ｓｃｃｍ未
満である。これらの値は、３００ｍｍウェハの処理用に構成された個々の１つのステーシ
ョンについて提示されたものであるということに留意すべきである。これらの流量は、基
板サイズ、装置内のステーション数（例えば、４ステーション装置の場合は４倍にする）
、処理チェンバの容積、および他の因子に応じて、増減させるようにスケーリングするこ
とが可能である。
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【０１８６】
　基板温度は、堆積層と各種エッチャント種との間の化学反応を誘起するとともに、それ
らの間の反応速度を制御するように、選択することができる。例えば、フィーチャ内部よ
りも開口付近でより多くの材料が除去されるような高除去速度となるように、または材料
がフィーチャ内から除去されるような低除去速度となるように、温度を選択することがで
きる。また、活性種の再結合（例えば、原子状フッ素が分子状フッ素となる再結合）を制
御するように、さらに／または、どの種（例えば、活性種または再結合種）が主としてエ
ッチングに寄与するのかを制御するように、温度を選択することもできる。基板温度は、
エッチャントの化学組成、所望のエッチング速度、活性種の望ましい濃度分布、様々な種
による選択的除去への望ましい寄与度、および他の材料パラメータおよびプロセスパラメ
ータに基づいて選択することができる。一部の実施形態では、基板は、約３００℃未満に
、または、より具体的には、約２５０℃未満に、または約１５０℃未満に、または約１０
０℃よりさらに低く、維持される。他の実施形態では、基板は、約３００℃～４５０℃の
間に、または、より具体的な実施形態では、約３５０℃～４００℃の間に、加熱される。
これらの温度範囲は、Ｆ系エッチングの場合について提示するものであるが、異なる種類
のエッチャントの場合には、他の温度範囲を用いることができる。
【０１８７】
　活性フッ素種の活性化エネルギーは、再結合フッ素のそれよりも、はるかに小さい。従
って、基板温度を低くすることで、結果的に、活性種による除去への寄与がより大きくな
り得る。一部の特定の温度（および、例えば、流量およびチェンバ圧力など、他のプロセ
ス条件）では、活性種の相対的な除去寄与度は、再結合種のそれを上回ることがある。
【０１８８】
　また、フィーチャ内の材料の分布を、そのステップカバレッジによって特徴づけること
もできる。本説明の目的では、「ステップカバレッジ」は、２つの厚さの比として、すな
わち、フィーチャ内部の材料の厚さを開口付近の材料の厚さで除算したものとして定義さ
れる。本明細書の目的では、「フィーチャ内部」という表現は、フィーチャ軸に沿ったフ
ィーチャの中間点あたりに位置するフィーチャの中間部分を表し、例えば距離の約２５％
～７５％の間の領域、または一部の実施形態では、フィーチャの開口から測定したフィー
チャの深さに沿った距離の約４０％～６０％の間の領域、または開口から測定したフィー
チャ軸に沿った距離の約７５％～９５％の間に位置するフィーチャの端部、を表す。「フ
ィーチャの開口付近」または「フィーチャ開口付近」という表現は、開口のエッジまたは
開口のエッジを表す他の要素から２５％以内、または、より具体的には１０％以内に位置
するフィーチャの頂部を表す。例えば、フィーチャ開口におけるよりも、フィーチャの中
間部または底部付近において、より幅広にフィーチャを充填することにより、１００％を
超えるステップカバレッジを達成することができる。
【０１８９】
　上述のように、エッチング後の層が、フィーチャの具体的なアーキテクチャに応じた目
標ステップカバレッジを有するように、エッチング・コンフォーマル性を変調することが
できる。いくつかの実施形態において、エッチング層の目標とされるステップカバレッジ
は、少なくとも約６０％、７５％、１００％、または１２５％のようなスーパーコンフォ
ーマル（１００％超）である。一部の実施形態では、約５０％未満、２５％未満、または
さらに低いステップカバレッジが目標とされることがある。
【０１９０】
　タングステン核形成の選択的抑制
【０１９１】
　参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願第１３／７７４３５０号に記載されて
いるように、選択的抑制は、フィーチャ表面をパッシベートする活性種への暴露を伴い得
る。例えば、一部の実現形態では、タングステン（Ｗ）表面を、窒素系または水素系プラ
ズマへの暴露によってパッシベートすることができる。一部の実現形態では、抑制は、窒
化タングステン（ＷＮ）または炭化タングステン（ＷＣ）などの化合物材料の薄層を形成
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するための、活性種とフィーチャ表面との間の化学反応を伴い得る。一部の実現形態では
、抑制は、化合物材料の層を形成することなく表面をパッシベートする吸着などの表面効
果を伴い得る。活性種は、プラズマ生成、および／または紫外線（ＵＶ）放射への暴露に
よるなど、いずれかの適切な方法により形成することができる。一部の実現形態では、フ
ィーチャを含む基板は、基板が載置されたチェンバ内に供給される１種以上のガスから発
生させたプラズマに暴露される。一部の実現形態では、１種以上のガスをリモートプラズ
マ発生器に供給することができ、リモートプラズマ発生器内で形成された活性種は、基板
が載置されたチェンバ内に供給される。プラズマ源は、高周波（ＲＦ）プラズマ源または
マイクロ波源など、任意の種類のプラズマ源とすることができる。プラズマは、誘導結合
および／または容量結合によるものとすることができる。活性種には、原子種、ラジカル
種、イオン種を含むことができる。一部の実現形態では、リモート生成プラズマへの暴露
には、ラジカル種および原子種への暴露が含まれ、このとき、抑制プロセスがイオン媒介
によるものとならないように、プラズマ中にイオン種は略存在しない。他の実現形態では
、リモート生成プラズマ中にイオン種が存在し得る。一部の実現形態では、インサイチュ
・プラズマへの暴露は、イオン媒介による抑制を伴う。
【０１９２】
　タングステン（Ｗ）表面の場合は、窒素系および／または水素系プラズマへの暴露によ
って、その後のＷ表面へのタングステン堆積が抑制される。タングステン表面での抑制の
ために用いることができる他のケミストリには、酸素系プラズマおよび炭化水素系プラズ
マが含まれる。例えば、分子状酸素またはメタンを、プラズマ発生器に導入することがで
きる。本明細書で使用される場合の窒素系プラズマとは、主な非不活性成分が窒素である
プラズマである。アルゴン、キセノン、またはクリプトンなどの不活性成分を、キャリア
ガスとして用いることができる。一部の実現形態では、他の非不活性成分は、微量の場合
を除き、プラズマを生成するガス中に存在しない。一部の実現形態では、抑制ケミストリ
（抑制剤又は阻害剤）は、プラズマ中に１種以上の追加反応種が存在する、窒素含有、水
素含有、酸素含有、および／または炭素含有のものとすることができる。
【０１９３】
　例えば、米国特許出願第１３／３５１９７０号では、表面を選択的にパッシベートする
ための、フィーチャ表面の窒化について記載している。例えば、ＮＦ3プラズマを用いる
と、この場合、フィーチャ開口で、活性フッ素ラジカルがタングステンと反応してこれを
除去し、ＮＦ3プラズマから生成される窒素がタングステン表面の窒化を引き起こし得る
ことで、窒化タングステンを形成する。その後のタングステンの堆積は、窒化表面上では
、通常のバルクタングステン膜上と比較して、著しく遅れる。遅延が大きいほど、フィー
チャは、ピンチオフする前に、より長い間、開口したままとなることが可能となり、より
多くのＷＦ6分子がフィーチャ内部に到達してタングステンを堆積させ得ることで、充填
の向上が促される。これを図１１に例示しており、同図は、オーバハング１１１５を有す
る部分充填されたフィーチャ１１０１を示している。ＮＦ3プラズマエッチングの際に、
フィーチャの頂部付近の１１０３には、フィーチャ内のさらに奥の１１０５よりも、多く
の窒素種（例えば、窒素ラジカル）が存在する。その結果、フィーチャ頂部の、ただしフ
ィーチャ内部に、ＷＮが形成される。充填を完了させる際に、フィーチャ内のタングステ
ン（Ｗ）表面上には、フィーチャ頂部のＷＮ表面上よりも、容易にタングステンが堆積す
る。これによって、フィーチャ１１０１は、より長い間、１１０７において開口したまま
となることが可能であり、充填の向上が促される。
【０１９４】
　ＮＦ3の他に、ＣＦ4またはＣ2Ｆ8などのフルオロカーボンを用いることもできる。一方
、一部の実現形態では、抑制種は、選択的抑制の際のエッチングを防ぐためにフッ素フリ
ーのものである。
【０１９５】
　一部の実現形態では、活性種を提供するために、プラズマ発生器の代わりに、またはそ
れに加えて、ＵＶ放射および／または熱エネルギーを用いることができる。タングステン
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表面の他に、ＴｉＮおよび／またはＷＮの表面など、ライナー／バリア層の表面での核形
成を抑制することができる。これらの表面をパッシベートする任意のケミストリを用いる
ことができる。ＴｉＮおよびＷＮの場合、これには、窒素系または窒素含有のケミストリ
への暴露が含まれ得る。一部の実現形態では、Ｗについて上述したケミストリを、ＴｉＮ
、ＷＮ、または他のライナー層の表面にも採用することができる。
【０１９６】
　抑制プロファイルを調整することは、抑制ケミストリ、基板バイアス電力、プラズマ電
力、処理圧力、暴露時間、および他のプロセスパラメータを適切に制御することを伴い得
る。インサイチュ・プラズマプロセス（またはイオン種が存在する他のプロセス）におけ
る場合には、基板にバイアスを印加することができる。基板バイアスは、一部の実現形態
では、バイアス電力の増加に伴って活性種がフィーチャ内でより深くに及ぶことにより、
抑制プロファイルに顕著に影響し得る。横方向の選択性が要求される（構造の内側でのタ
ングステン堆積が望ましい）が、垂直方向には要求されない３Ｄ構造の場合には、上下の
堆積均一性を向上させるために、バイアス電力を高くして用いることができる。
【０１９７】
　一部の実現形態では、バイアス電力を、イオン種の場合に抑制プロファイルを調整する
ための主たる、または唯一のノブ（調整手段）として用いることができるが、一方、状況
によっては、選択的抑制の実施において、バイアス電力に追加して、またはその代わりに
、他のパラメータが用いられる。これらには、リモート生成非イオンプラズマプロセスお
よび非プラズマプロセスが含まれる。また、多くのシステムでは、選択性を、横方向にで
はなく垂直方向に調整するために、基板バイアスを印加することが容易に可能である。従
って、横方向の選択性が要求される３Ｄ構造の場合には、上述のように、バイアス以外の
パラメータを制御することができる。
【０１９８】
　また、抑制ケミストリは、異なる比率の活性抑制種を用いて、抑制プロファイルを調整
するように用いることもできる。例えば、Ｗ表面の抑制の場合、窒素は、水素よりも強い
抑制効果を持つ場合があり、フォーミングガス系プラズマにおけるＮ2とＨ2ガスの比率の
調整を用いて、プロファイルを調整することができる。また、プラズマ電力を用いて、プ
ラズマ電力により調整される活性種の異なる比率によって、抑制プロファイルを調整する
こともできる。例えば、本明細書に記載の一部の実現形態では、プラズマ電力を変化させ
ることによって、窒素ラジカルの形成と、その結果得られるＷＮ形成ならびに関連するパ
ッシベーション効果を、変調することができる。また、プラズマ電力を変化させることに
よって、最終的なＷ膜の抵抗率の制御も可能となり得る。図１２は、エッチングパワーを
変化させることにより、その後の堆積の遅延時間制御が可能であることを示すグラフであ
る。「高」と「低」の間の任意のパワーを用いて、要求通りに遅延を制御できることが分
かる。図１２において、低パワーで、ＮＦ3を用いたリモート生成プラズマによるエッチ
ングの結果、より高パワーのリモート生成プラズマによるエッチングの場合よりも、その
後の堆積における核形成遅延が低減した（より高速の核形成）。これは、高パワーのプラ
ズマエッチングでは、より多くの窒素種が存在して、ＷＮの形成ならびにその後の遅延が
増加することに起因し得る。
【０１９９】
　圧力によって、より多くの再結合（活性種の不活性化）が生じ得るとともに、活性種が
より一層フィーチャ内に押し込まれ得るので、処理圧力を用いてプロファイルを調整する
ことができる。また、処理時間を用いて抑制プロファイルを調整することもでき、処理時
間を増やすことで、抑制はフィーチャ内のより深くに及ぶ。
【０２００】
　一部の実現形態では、選択的抑制は、物質移動律速領域で達成することができる。この
領域では、フィーチャ内部での抑制速度が、フィーチャ内に拡散する様々な抑制材成分（
例えば、初期抑制種、活性抑制種、および再結合抑制種）の量および／または相対組成に
よって制限される。一部の例では、抑制速度は、フィーチャ内部の様々な位置における様
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々な成分の濃度に依存する。
【０２０１】
　物質移動律速条件は、全体的な抑制濃度バリエーションによって、部分的に特徴づける
ことができる。一部の実現形態において、濃度は、フィーチャの内部では、その開口付近
よりも低く、その結果、抑制速度は、内部よりも開口付近で高くなる。これが、ひいては
、フィーチャ開口付近での選択的抑制につながる。いくらかの活性種がフィーチャ内に拡
散するときに消費されるように、フィーチャ開口付近で比較的高い抑制速度を維持しつつ
、制限された量の抑制種を処理チェンバに供給する（例えば、キャビティのプロファイル
および寸法に対して相対的に低い抑制ガス流量を用いる）ことによって、物質移動律速プ
ロセス条件が達成され得る。一部の実現形態では、濃度勾配がかなりのものであり、それ
は、比較的高い抑制反応速度と、比較的低い抑制供給に起因し得る。一部の実現形態では
、開口付近の抑制速度も、物質移動律速となることがあるものの、このような条件は、選
択的抑制を達成するために必要ではない。
【０２０２】
　選択的抑制は、フィーチャ内部の全体的な抑制濃度バリエーションの他に、フィーチャ
全体にわたる様々な抑制種の相対濃度による影響を受ける場合がある。そして、これらの
相対濃度は、抑制種の解離および再結合のプロセスの相対力学に依存し得る。上述のよう
に、分子状窒素などの初期抑制材は、リモートプラズマ発生器を通して供給されること、
および／またはインサイチュ・プラズマに曝されることで、活性種（例えば、原子状窒素
、窒素イオン）を生成することができる。一方、活性種は、再結合して、より活性の低い
再結合種（例えば、窒素分子）になることがあり、さらに／または、それらの拡散経路に
沿ったＷ、ＷＮ、ＴｉＮ、もしくは他のフィーチャ表面と反応し得る。このようにして、
フィーチャの様々に異なる部分が、様々に異なる濃度の様々に異なる抑制材である例えば
初期抑制ガス、活性抑制種、および再結合抑制種に、暴露され得る。これによって、選択
的抑制を制御するための追加の機会が与えられる。例えば、活性種は、一般に、初期抑制
ガスおよび再結合抑制種よりも反応性が高い。さらに、場合によって、活性種は、再結合
種よりも温度変化の影響を受けにくい可能性がある。そこで、除去が主として活性種によ
るものとなるように、プロセス条件を制御することができる。上記のように、一部の種は
、他のものよりも反応性が高い場合がある。また、特定のプロセス条件によって、結果的
に、活性種が、フィーチャ内部よりもフィーチャ開口付近において、より高濃度で存在す
ることになり得る。例えば、一部の活性種は、消費される（例えば、フィーチャ表面材と
反応する、および／もしくは表面に吸着される）ことがあり、さらに／または、特に小さ
い高アスペクト比フィーチャにおいて、より深くフィーチャ内に拡散する間に再結合する
ことがある。また、活性種の再結合は、フィーチャの外でも、例えばシャワーヘッドまた
は処理チェンバ内において生じる可能性があり、それはチェンバ圧力に依存し得る。そこ
で、チェンバおよびフィーチャの様々な点における活性種の濃度を調整するように、チェ
ンバ圧力を具体的に制御することができる。
【０２０３】
　抑制ガスの流量は、チェンバのサイズ、反応速度、および他のパラメータに依存し得る
。流量は、より多くの抑制材がフィーチャ内部よりも開口付近に集中するように、選択す
ることができる。一部の実現形態では、そのような流量によって、物質移動律速による選
択的抑制を発生させる。例えば、ステーションごとに１９５リットルのチェンバの場合の
流量は、約２５ｓｃｃｍ～１００００ｓｃｃｍの間、または、より具体的な実現形態では
、約５０ｓｃｃｍ～１０００ｓｃｃｍの間とすることができる。一部の実現形態では、流
量は、約２０００ｓｃｃｍ未満、約１０００ｓｃｃｍ未満、または、より具体的には、約
５００ｓｃｃｍ未満である。これらの値は、３００ｍｍ基板の処理用に構成された個々の
１つのステーションについて提示されたものであるということに留意すべきである。これ
らの流量は、基板サイズ、装置内のステーション数（例えば、４ステーション装置の場合
は４倍にする）、処理チェンバの容積、および他の因子に応じて、増減させるようにスケ
ーリングすることが可能である。
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【０２０４】
　一部の実現形態では、選択的抑制の前に、基板を加熱または冷却することができる。基
板の所定温度は、フィーチャ表面と抑制種との間の化学反応を誘起し、さらに／または抑
制種の吸着を促進するように、さらには反応または吸着の速度を制御するように、選択す
ることができる。例えば、フィーチャ内部よりも開口付近で抑制がより多く生じるような
高反応速度となるように、温度を選択することができる。また、活性種の再結合（例えば
、原子状窒素が分子状窒素となる再結合）を制御するように、さらに／または、どの種（
例えば、活性種または再結合種）が主として抑制に寄与するのかを制御するように、温度
を選択することもできる。一部の実現形態では、基板は、約３００℃未満に、または、よ
り具体的には、約２５０℃未満に、または約１５０℃未満に、または約１００℃よりさら
に低く、維持される。他の実現形態では、基板は、約３００℃～４５０℃の間に、または
、より具体的な実現形態では、約３５０℃～４００℃の間に、加熱される。異なる種類の
抑制ケミストリの場合には、他の温度範囲を用いることができる。また、暴露時間も、選
択的抑制を発生させるように選択することができる。暴露時間の例は、所望の選択性およ
びフィーチャ深さに応じて、約１０ｓ～５００ｓの範囲とすることができる。
【０２０５】
　［装置］
　新規の本方法を実施するために、任意の適切なチェンバを使用することができる。堆積
装置の例として様々なシステムが含まれ、例えば、カリフォルニア州サンノゼのノベラス
・システムズ社（Ｎｏｖｅｌｌｕｓ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｉｎｃ．）から入手可能なＡＬＴＵ
ＳおよびＡＬＴＵＳ Ｍａｘ、または他の様々な市販の処理システムのいずれかである。
【０２０６】
　図２４は、いくつかの実施形態により半製品の半導体基板を処理するための装置２４０
０の模式図を示している。装置２４００は、ペデスタル２４２０を有するチェンバ２４１
８と、シャワーヘッド２４１４と、インサイチュ・プラズマ発生器２４１６と、を備える
。装置２４００は、さらにシステムコントローラ２４２２を備え、これは、入力を受け取
り、さらに／または制御信号を各種デバイスに供給するためのものである。
【０２０７】
　エッチャントと、さらに一部の実施形態では、アルゴン、ヘリウムなどの不活性ガスが
、貯蔵タンクであり得る供給源２４０２からリモートプラズマ発生器２４０６に供給され
る。エッチャントをチェンバ２４１８内に導入する前にそれを活性化するため、任意の適
切なリモートプラズマ発生器を用いることができる。例えば、ＡＳＴＲＯＮ（登録商標）
ｉ型ＡＸ７６７０、ＡＳＴＲＯＮ（登録商標）ｅ型ＡＸ７６８０、ＡＳＴＲＯＮ（登録商
標）ｅｘ型ＡＸ７６８５、ＡＳＴＲＯＮ（登録商標）ｈｆ－ｓ型ＡＸ７６４５などのリモ
ートプラズマクリーニング（ＲＰＣ）ユニットを用いることができ、これらはすべて、マ
サチューセッツ州アンドーヴァーのＭＫＳインスツルメンツ（ＭＫＳ Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔｓ）から入手可能である。ＲＰＣユニットは、典型的には、供給されたエッチャント
を用いて弱電離プラズマを生成する自己完結型のデバイスである。ＲＰＣユニットに組み
込まれた高電力ＲＦ発生器によって、プラズマ中の電子にエネルギーを与える。このエネ
ルギーは、その後、中性エッチャント分子に伝達されて、これが２０００Ｋのオーダの温
度につながることで、これらの分子の熱解離が生じる。ＲＰＣユニットは、その高ＲＦエ
ネルギーと、該エネルギーの大部分をエッチャントに吸着させる特別なチャネル形状とに
よって、入来するエッチャント分子の６０％超を解離させることができる。
【０２０８】
　一部の実施形態では、エッチャントは、リモートプラズマ発生器２４０６から接続ライ
ン２４０８を介してチェンバ２４１８内に流入し、そこで混合されたものが、シャワーヘ
ッド２４１４を介して分配される。他の実施形態では、エッチャントは、リモートプラズ
マ発生器２４０６を全く通ることなく（例えば、システム２４００が、そのような発生器
を備えていない）、チェンバ２４１８内に直接流入する。あるいは、エッチャントをチェ
ンバ２４１８内に流入させる際に、例えば、エッチャントの活性化が不要であるという理
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由で、リモートプラズマ発生器２４０６がオフにされる場合がある。
【０２０９】
　シャワーヘッド２４１４またはペデスタル２４２０は、一般に、それに接続された内部
プラズマ発生器２４１６を有し得る。一例では、発生器２４１６は、約１ＭＨｚ～１００
ＭＨｚの間の周波数で、約０Ｗ～１００００Ｗを供給することが可能な高周波数（ＨＦ）
発生器である。より具体的な一実施形態では、ＨＦ発生器は、約１３．５６ＭＨｚで、約
０Ｗ～５０００Ｗを供給し得る。ＲＦ発生器２４１６は、初期タングステン層の除去を促
進するためのインサイチュ・プラズマを生成することができる。一部の実施形態では、プ
ロセスの除去オペレーションにおいて、ＲＦ発生器２４１６は使用されない。
【０２１０】
　チェンバ２４１８は、堆積およびエッチングの程度、濃度、圧力、温度など、各種プロ
セスパラメータを検知するためのセンサ２４２４を含み得る。センサ２４２４は、プロセ
ス中のチェンバ条件に関する情報を、システムコントローラ２４２２に提供することがで
きる。センサ２４２４の例として、マスフローコントローラ、圧力センサ、熱電対などが
含まれる。センサ２４２４は、さらに、チェンバ内のガスの存在の監視および制御対策の
ための赤外線検出器または光検出器を含み得る。
【０２１１】
　堆積および選択的除去オペレーションによって様々な揮発性種が生成され、これらはチ
ェンバ２４１８から排出される。また、処理は、チェンバ２４１８において、いくつかの
所定の圧力レベルで実施される。これらの機能は共に、真空ポンプとすることができる真
空排出２４２６を用いて達成される。
【０２１２】
　いくつかの実施形態において、システムコントローラ２４２２は、プロセスパラメータ
を制御するために採用される。システムコントローラ２４２２は、一般に、１つ以上のメ
モリデバイスと、１つ以上のプロセッサと、を備える。プロセッサは、ＣＰＵまたはコン
ピュータ、アナログおよび／またはデジタル入力／出力接続、ステッピングモータ・コン
トローラボードなどを含むことができる。一般的には、システムコントローラ２４２２に
関連付けられたユーザインタフェースが設けられる。ユーザインタフェースとして、ディ
スプレイ画面と、装置および／またはプロセス条件のグラフィックソフトウェア表示と、
さらに、ポインティングデバイス、キーボード、タッチスクリーン、マイクロフォンなど
のユーザ入力装置を含むことができる。
【０２１３】
　いくつかの実施形態において、システムコントローラ２４２２は、基板温度、エッチャ
ント流量、リモートプラズマ発生器２４０６の電力出力、チェンバ２４１８内の圧力、お
よび他のプロセスパラメータを制御する。システムコントローラ２４２２は、特定のプロ
セスのタイミング、ガスの混合、チェンバ圧力、チェンバ温度、および他のパラメータを
制御するための命令の集まりを含むシステム制御ソフトウェアを実行する。コントローラ
に関連付けられたメモリデバイスに格納された他のコンピュータプログラムを、一部の実
施形態において採用することができる。
【０２１４】
　プロセスシーケンスにおけるプロセスを制御するためのコンピュータプログラムコード
は、例えば、アセンブリ言語、Ｃ、Ｃ＋＋、パスカル、フォートランなど、通常のコンピ
ュータ可読プログラミング言語のいずれかでコーディングすることができる。コンパイル
されたオブジェクトコードまたはスクリプトをプロセッサにより実行することで、プログ
ラムで示されるタスクが実行される。システムソフトウェアは、多くの異なる方法で設計
または構成することができる。例えば、記載したプロセスを実施するために必要なチェン
バ構成要素の動作を制御するための、各種チェンバ構成要素サブルーチンまたは制御オブ
ジェクトを作成することができる。本目的のためのプログラムまたはプログラム部分の例
には、処理ガス制御コード、圧力制御コード、およびプラズマ制御コードが含まれる。
【０２１５】
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　コントローラパラメータは、例えば、各オペレーションのタイミング、チェンバ内の圧
力、基板温度、エッチャント流量など、プロセス条件に関するものである。これらのパラ
メータは、レシピの形でユーザに提供され、ユーザインタフェースを利用して入力するこ
とができる。プロセスを監視するための信号を、システムコントローラ２４２２のアナロ
グおよび／またはデジタル入力接続によって供給することができる。プロセスを制御する
ための信号は、装置２４００のアナログおよびデジタル出力接続に出力される。
【０２１６】
　マルチステーション装置
　図２５Ａは、マルチステーション装置２５００の一例を示している。装置２５００は、
処理チェンバ２５０１と、処理される基板および処理が完了した基板を保持するための１
つ以上のカセット２５０３（例えば、正面開口一体型ポッド）と、を備える。チェンバ２
５０１は、いくつかのステーションを有することができ、例えば、２ステーション、３ス
テーション、４ステーション、５ステーション、６ステーション、７ステーション、８ス
テーション、１０ステーション、または他の任意の数のステーションを有することができ
る。ステーションの数は、通常、処理オペレーションの複雑さと、共有環境で実行され得
るそれらのオペレーションの数によって決定される。図２５Ａは、２５１１～２５１６で
示す６ステーションを有する処理チェンバ２５０１を示している。単一の処理チェンバ２
５０３を有するマルチステーション装置２５００内のすべてのステーションは、同じ圧力
環境に曝される。ただし、各ステーションは、所定の反応物質分配システムを備えること
ができ、また、図２４に示すもののような専用のプラズマ発生器とペデスタルによって達
成される局所プラズマ条件および加熱条件を備えることができる。
【０２１７】
　被処理基板は、カセット２５０３の１つからロードロック２５０５を介してステーショ
ン２５１１にロードされる。基板をカセット２５０３からロードロック２５０５に移送す
るために、外部ロボット２５０７を使用することができる。図示の実施形態では、２つの
別個のロードロック２５０５が設けられている。これらは、一般に基板搬送装置を装備し
ており、これにより基板を、ロードロック２５０５から（圧力を、処理チェンバ２５０３
の内部環境に相当するレベルに平衡化してから）ステーション２５１１に移動させ、さら
に処理チェンバ２５０３から取り出すために、ステーション２５１６からロードロック２
５０５へ戻すように移動させる。処理ステーション２５１１～５１６の間で基板を移送す
るため、およびそれらの基板のいくつかを後述のようにプロセス中に支持するために、メ
カニズム２５０９が用いられる。
【０２１８】
　一部の実施形態では、１つ以上のステーションを、基板の加熱用に確保することができ
る。そのようなステーションは、基板の上方に配置される加熱ランプ（図示せず）、およ
び／または図２４に示すものと同様に基板を支持する加熱ペデスタルを有し得る。例えば
、ステーション２５１１は、ロードロックから基板を受け取って、その基板をさらなる処
理の前に予熱するために使用され得る。他のステーションは、堆積およびエッチングオペ
レーションを含む高アスペクト比フィーチャの充填のために使用され得る。
【０２１９】
　ステーション２５１１において加熱または他の処理を基板に施した後に、基板は、処理
ステーション２５１２、２５１３、２５１４、２５１５、２５１６に次々と移動させられ
るが、これらの処理ステーションは、順に配置されていても、そうでなくてもよい。マル
チステーション装置２５００は、すべてのステーションが同じ圧力環境に曝されるように
構成されている。そうすることで、ロードロックのような搬送ポートを必要とすることな
く、基板は、ステーション２５１１からチェンバ２５０１内の他のステーションへ移送さ
れる。
【０２２０】
　一部の実施形態では、１つ以上のステーションを、タングステン含有材料によるフィー
チャ充填のために使用することができる。例えば、ステーション２５１２を、初期堆積オ
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ペレーションに使用することができ、ステーション２５１３を、対応する選択的除去オペ
レーションに使用することができる。堆積－除去サイクルが繰り返される実施形態では、
ステーション２５１４を、別の堆積オペレーションに使用することができ、ステーション
２５１５を、別の部分的除去オペレーションに使用することができる。セクション２５１
６を、最終的な充填オペレーションに使用することができる。理解されるべきことは、ス
テーションに特定のプロセス（加熱、充填、および除去）を割り当てる任意の構成を用い
ることができるということである。
【０２２１】
　上記のマルチステーション装置に代えて、単一基板用チェンバにおいて、または個々の
処理ステーションで基板（複数の場合もある）をバッチモードで（すなわち、順次的では
なく）処理するマルチステーション・チェンバにおいて、本方法を実施することができる
。本発明の本態様では、基板は、チェンバ内にロードされて、（処理ステーションを１つ
のみ有する装置であるか、またはバッチモードで動作するマルチステーションを有する装
置であるかに関わりなく）１つの処理ステーションのペデスタルの上に配置される。そし
て、基板を加熱することができ、堆積オペレーションを実施することができる。次に、チ
ェンバ内のプロセス条件を調整することができ、そして堆積された層の選択的除去が実行
される。プロセスは、続いて、１回以上の堆積－除去サイクルと、そして最終的な充填オ
ペレーションに進むことができ、これらはすべて同じステーションで実行される。あるい
は、シングルステーション装置を用いて、最初に、新規の本方法のオペレーション（例え
ば、堆積、選択的除去、最終充填）のうちいずれか１つのみを、複数のウェハ上で実行す
ることができ、その後、それらの基板を、同じステーションに戻すか、または（例えば、
別の装置の）異なるステーションに移動させて、残りのオペレーションのうち１つ以上を
実行することができる。
【０２２２】
　マルチチェンバ装置
　図２５Ｂは、いくつかの実施形態により使用することができるマルチチェンバ装置２５
２０の模式図である。図示のように、装置２５２０は、３つの独立したチェンバ２５２１
、２５２３、２５２５を備える。これらのチェンバのそれぞれは、２つのペデスタルを有
するものとして図示されている。理解されるべきことは、装置は、任意の数（例えば、１
つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つなど）のチェンバを備えることができ、各チェンバは
、任意の数（例えば、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つなど）のチェンバを有するこ
とができるということである。各チェンバ２５２１～５２５は、チェンバ間で共有されて
いない独自の圧力環境を有する。各チェンバは、対応する１つ以上の搬送ポート（例えば
、ロードロック）を有し得る。装置は、さらに、搬送ポートと１つ以上のカセット２５２
９との間で基板を移送するための共用の基板ハンドリングロボット２５２７を有し得る。
【０２２３】
　上述のように、タングステン含有材料を堆積させるためと、それらの堆積された材料に
後のオペレーションで選択的除去を施すために、別個のチェンバを使用することができる
。これら２つのオペレーションを異なるチェンバに分けることは、それぞれのチェンバに
おいて同じ環境条件が維持されることによって、処理速度を大きく向上させる助けとなり
得る。すなわち、チェンバでは、その環境を、堆積に用いられる条件から、選択的除去に
用いられる条件に変更したり、さらに戻したりする必要がなく、そのような変更は、異な
る前駆体、異なる温度、圧力、および他のプロセスパラメータに関わり得る。一部の実施
形態では、半製品の半導体基板を２つ以上の異なるチェンバ間で移送するほうが、これら
のチェンバの環境条件を変更するよりも速い。
【０２２４】
　パターニング方法／装置
【０２２５】
　上記の装置／プロセスは、例えば、半導体デバイス、ディスプレイ、ＬＥＤ、太陽電池
パネルなどの作製または製造のために、リソグラフィパターニング・ツールまたはプロセ
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スとともに用いることができる。一般に、そのようなツール／プロセスは、必ずしもそう
ではないが、共通の製造設備で一緒に使用または実施される。リソグラフィによる膜のパ
ターニングは、通常、以下の工程の一部またはすべてを含み、各工程は、いくつかの考え
得るツールによって実施可能となる。（１）ワークピースすなわち基板の上に、スピン式
またはスプレー式のツールを用いて、フォトレジストを塗布する；（２）ホットプレート
または炉またはＵＶ硬化ツールを用いて、フォトレジストを硬化させる；（３）ウェハス
テッパなどのツールによって、可視光線または紫外線またはＸ線でフォトレジストを露光
する；（４）ウェットベンチなどのツールを用いて、選択的にレジストを除去するように
レジストを現像し、これによりパターンを形成する；（５）ドライまたはプラズマアシス
ト・エッチングツールを用いて、レジストパターンを下の膜またはワークピースに転写す
る；（６）ＲＦまたはマイクロ波プラズマ・レジストストリッパなどのツールを用いて、
レジストを剥離する。
　本発明は、以下の適用例としても実現可能である。
［適用例１］
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　前記フィーチャを第１のバルクタングステン層によって充填するために、前記フィーチ
ャ内にタングステンをコンフォーマルに堆積させることと、
　エッチングされたタングステン層を前記フィーチャ内に残すように、１つ以上の側壁か
らタングステンを除去することを含んで、前記第１のバルクタングステン層の一部を除去
することと、
　前記エッチングされたタングステン層の上に第２のバルクタングステン層を選択的に堆
積させることと、を含む方法。
［適用例２］
　適用例１に記載の方法であって、
　前記タングステンをコンフォーマルに堆積させることは、前記第１のバルクタングステ
ン層内にボイドが形成されることを許容することを含む、方法。
［適用例３］
　適用例２に記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記ボイドを開口させるこ
とを含む、方法。
［適用例４］
　適用例１ないし３のいずれかに記載の方法であって、
　前記タングステンをコンフォーマルに堆積させることは、前記フィーチャの軸に沿って
前記第１のバルクタングステン層内にシームが形成されることを許容することを含む、方
法。
［適用例５］
　適用例４に記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層の一部を除去することは、シーム形成点まで前記第１
のバルクタングステン層をエッチングすることを含む、方法。
［適用例６］
　適用例１ないし５のいずれかに記載の方法であって、
　前記エッチングされたタングステン層の上に第２のバルクタングステン層を選択的に堆
積させることは、中間核形成層を形成することなく、前記エッチングされたタングステン
層の上に前記第２のバルクタングステン層を堆積させることを含む、方法。
［適用例７］
　適用例１ないし６のいずれかに記載の方法であって、
　前記フィーチャは、前記基板の平面に対して垂直向きである、方法。
［適用例８］
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　適用例１ないし６のいずれかに記載の方法であって、
　前記フィーチャは、前記基板の平面に対して水平向きである、方法。
［適用例９］
　適用例１ないし８のいずれかに記載の方法であって、
　前記第1のバルクタングステン層の一部を除去することは、イオン種が略存在しないラ
ジカル種に前記第１のバルクタングステン層を暴露することを含む、方法。
［適用例１０］
　適用例１ないし９のいずれかに記載の方法であって、
　前記第1のバルクタングステン層の一部を除去することは、リモート生成プラズマに前
記第１のバルクタングステン層を暴露することを含む、方法。
［適用例１１］
　適用例１ないし８のいずれかに記載の方法であって、
　前記第1のバルクタングステン層の一部を除去することは、インサイチュ・プラズマに
前記第１のバルクタングステン層を暴露することを含む、方法。
［適用例１２］
　適用例１ないし８のいずれかに記載の方法であって、
　前記第1のバルクタングステン層の一部を除去することは、容量結合プラズマ（ＣＣＰ
）発生器、誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）発生器、トランス結合プラズマ（ＴＣＰ）発生器
、電子サイクロトロン共鳴（ＥＣＲ）発生器、またはヘリコンプラズマ発生器を用いて発
生させたプラズマに、前記第１のバルクタングステン層を暴露することを含む、方法。
［適用例１３］
　適用例１ないし１２のいずれかに記載の方法であって、
　前記第1のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記第１のバルクタングス
テン層の非コンフォーマルエッチングを含む、方法。
［適用例１４］
　適用例１ないし１２のいずれかに記載の方法であって、
　前記第1のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記第１のバルクタングス
テン層のコンフォーマルエッチングを含む、方法。
［適用例１５］
　適用例１ないし１４のいずれかに記載の方法であって、
　前記第1のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記フィーチャをライニン
グしている下層であってその上に前記第１のバルクタングステン層が堆積された下層に対
して、タングステンを選択的にエッチングすることを含む、方法。
［適用例１６］
　適用例１ないし１４のいずれかに記載の方法であって、
　前記第1のバルクタングステン層の一部を除去することは、前記フィーチャをライニン
グしている下層であってその上に前記第１のバルクタングステン層が堆積された下層に対
して、タングステンを非選択的にエッチングすることを含む、方法。
［適用例１７］
　適用例１ないし１６のいずれかに記載の方法であって、
　接着層、ライナー層、およびバリア層から選択された薄層を、前記第２のバルクタング
ステン層の上に堆積させることを含む、方法。
［適用例１８］
　適用例１７に記載の方法であって、
　第３のバルクタングステン層を前記薄層の上に堆積させることを含む、方法。
［適用例１９］
　適用例１ないし１８のいずれかに記載の方法であって、
　前記第２のバルクタングステン層は、前記フィーチャに対して非コンフォーマルである
、方法。
［適用例２０］
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　適用例１ないし１８のいずれかに記載の方法であって、
　前記フィーチャは、１００％を超えるステップカバレッジを有するタングステンによっ
て充填される、方法。
［適用例２１］
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャであって、該フィーチャの長さに沿って延びるフィーチャ軸を有するフィーチャ、を含
む基板を準備することと、
　前記フィーチャを第１のバルクタングステン層によって充填するために、前記フィーチ
ャ軸に対して略垂直な粒成長によって、前記フィーチャ内にタングステンを堆積させるこ
とと、
　エッチングされたタングステン層を前記フィーチャ内に残すように、前記第１のバルク
タングステン層の一部を除去することと、
　前記エッチングされたタングステン層の上に、前記フィーチャ軸に対して略平行な粒成
長によって、第２のバルクタングステン層を選択的に堆積させることと、を含む方法。
［適用例２２］
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　前記フィーチャを第１のバルクタングステン層によって充填するために、前記フィーチ
ャ内にタングステンをコンフォーマルに堆積させることと、
　前記タングステンの一部が除去された後の、エッチングされたタングステン層を前記フ
ィーチャが含む前記基板を受け取ることと、
　前記エッチングされたタングステン層の上に、前記フィーチャに対して非コンフォーマ
ルな第２のバルクタングステン層を選択的に堆積させることと、を含む方法。
［適用例２３］
　方法であって、
　フィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ閉端部とを有するフィーチャであっ
て、コンフォーマルなバルクタングステン層で充填されて、該コンフォーマルなバルクタ
ングステン層に形成されたボイドおよび／またはシームを含むフィーチャ、を含む基板を
受け取ることと、
　タングステンが実質的に前記フィーチャ閉端部にのみ残るように前記フィーチャ側壁か
らタングステンを除去することを含んで、前記コンフォーマルなバルクタングステン層の
一部をエッチングすることと、を含む方法。
［適用例２４］
　方法であって、
　２つのフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチャで
あって、コンフォーマルなバルクタングステン層で充填されて、該コンフォーマルなバル
クタングステン層に形成されたボイドおよび／またはシームを含むフィーチャ、を含む基
板を受け取ることと、
　タングステンが実質的に前記フィーチャ内部にのみ残るように前記フィーチャ開口付近
の前記フィーチャ側壁からタングステンを除去することを含んで、前記コンフォーマルな
バルクタングステン層の一部をエッチングすることと、を含む方法。
［適用例２５］
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　前記フィーチャ内に第１のバルクタングステン層を堆積させることと、
　エッチングされたタングステン層を形成するように、前記第１のバルクタングステン層
をエッチングすることであって、前記１つ以上のフィーチャ開口からリセス深さまで及ぶ
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前記フィーチャ内の略全てのタングステンを除去することを含んで、前記第１のバルクタ
ングステン層をエッチングすることと、
　前記フィーチャ内に第２のバルクタングステン層を堆積させることと、を含む方法。
［適用例２６］
　適用例２５に記載の方法であって、
　前記第１のバルク層は、前記フィーチャを部分的にのみ充填する、方法。
［適用例２７］
　適用例２６に記載の方法であって、
　前記第１のバルク層をエッチングすることは、前記第１のバルク層の少なくとも一領域
の横方向のエッチングを含む、方法。
［適用例２８］
　適用例２５ないし２７のいずれかに記載の方法であって、
　前記第２のバルクタングステン層は、前記エッチングされたタングステン層の上に選択
的に堆積される、方法。
［適用例２９］
　適用例２５ないし２７のいずれかに記載の方法であって、
　前記第２のバルクタングステン層は、前記フィーチャ内にコンフォーマルに堆積される
、方法。
［適用例３０］
　方法であって、
　前記フィーチャは狭窄部を含み、前記リセス深さは前記狭窄部を越えたところまで及ぶ
、適用例２５ないし２９のいずれかに記載の方法。
［適用例３１］
　適用例２５ないし３０のいずれかに記載の方法であって、
　エッチングされたタングステン層を形成するように前記第１のバルクタングステン層を
エッチングすることは、前記フィーチャ内に形成されたボイドを開口させることを含む、
方法。
［適用例３２］
　適用例２５ないし３１のいずれかに記載の方法であって、
　前記エッチングと前記堆積のオペレーションを１回以上繰り返すことをさらに含む、方
法。
［適用例３３］
　適用例２５ないし３２のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層は、前記フィーチャをライニングしている下層であっ
てその上に前記第１のバルクタングステン層が堆積された下層に対して、選択的にエッチ
ングされる、方法。
［適用例３４］
　適用例２５ないし３２のいずれかに記載の方法であって、
　前記第１のバルクタングステン層は、前記フィーチャをライニングしている下層であっ
てその上に前記第１のバルクタングステン層が堆積された下層に対して、非選択的にエッ
チングされる、方法。
［適用例３５］
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　前記フィーチャ内にボロン層をコンフォーマルに堆積させることと、
　前記フィーチャ内の前記ボロン層の一部を、残りのボロン層は前記フィーチャ内に残し
て、タングステンに転化させることと、
　前記残りのボロン層はエッチングすることなく、前記タングステンを選択的にエッチン
グすることと、
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　前記残りのボロン層をタングステンに転化させることと、を含む方法。
［適用例３６］
　適用例３５に記載の方法であって、
　前記ボロン層は、１０ｎｍ以上の厚さに堆積される、方法。
［適用例３７］
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　少なくとも約５ｎｍの厚さを有するボロン層を、前記フィーチャ内にコンフォーマルに
堆積させることと、
　前記フィーチャの充填された部分が体積膨張を受けるように、前記フィーチャ内の前記
ボロン層の前記厚さ全体をタングステンに転化させることと、
　前記フィーチャを部分的または全体的にタングステンで充填するために、前記コンフォ
ーマル堆積と前記転化のオペレーションを１回以上繰り返すことと、を含む方法。
［適用例３８］
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　前記フィーチャ内にフッ素フリー窒化タングステン層をコンフォーマルに堆積させるこ
とと、
　前記フッ素窒化タングステン層をフッ素フリータングステン層に転化させることと、を
含む方法。
［適用例３９］
　方法であって、
　１つ以上のフィーチャ開口と、フィーチャ側壁と、フィーチャ内部とを有するフィーチ
ャを含む基板を準備することと、
　ハロゲン含有還元剤を用いて、前記フィーチャ内にタングステン層をコンフォーマルに
堆積させることと、
　ハロゲン含有副生成物を排出させることと、
　前記コンフォーマルなタングステン層の上に、フッ素フリータングステン含有部を堆積
させることと、を含む方法。
［適用例４０］
　装置であって、
　基板を支持するように構成された１つまたは複数のチェンバと、
　前記チェンバのうち１つ以上の内部またはリモートで、プラズマを発生させるように構
成されたプラズマ発生器と、
　前記１つまたは複数のチェンバのそれぞれにガスを誘導するように構成されたガス導入
口と、
　コントローラであって、
　　　　前記１つまたは複数のチェンバに１種以上のガスを導入して、１種以上のエッチ
ャントプラズマを発生させることで、適用例１ないし３９の方法のいずれかを実施する、
ためのプログラム命令を含むコントローラと、を備える装置。
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