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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に絶縁膜が形成された基板を処理室内に搬入する工程と、
　前記処理室内に少なくともシリコン系ガスを導入し、前記基板の表面に形成された前記
絶縁膜上にシリコングレインを形成する処理を行う工程と、
処理後の前記基板を前記処理室内から搬出する工程と、
を有し、
前記処理を行う工程では、シリコン系ガスを単独で導入した場合にシリコン系ガスが熱分
解しない程度の温度、圧力に設定した前記処理室内に、シリコン系ガスとドーパントガス
とをドーパントガスの流量がシリコン系ガスの流量と同等若しくはそれ以上となるように
して導入する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　表面に絶縁膜が形成された基板を処理室内に搬入する工程と、
　前記処理室内に少なくともシリコン系ガスを導入し、前記基板の表面に形成された前記
絶縁膜上にシリコングレインを形成する処理を行う工程と、
　処理後の前記基板を前記処理室内から搬出する工程と、を有し、
　前記処理を行う工程では、シリコン系ガスを単独で導入した場合にシリコン系ガスが熱
分解しない程度の温度、圧力に設定した前記処理室内に、シリコン系ガスとドーパントガ
スとを導入し、ドーパントガスの作用をトリガーとしてシリコン系ガスの熱分解が生じる
ようにする半導体装置の製造方法。
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【請求項３】
　表面に絶縁膜が形成された基板を処理する処理室と、
　前記処理室内にシリコン系ガスを供給するシリコン系ガス供給系と、
　前記処理室内にドーパントガスを供給するドーパントガス供給系と、
　前記処理室内を排気する排気系と、
　前記処理室内の前記基板を加熱するヒータと、
　前記処理室内の温度と圧力を、シリコン系ガスを単独で導入した場合にシリコン系ガス
が熱分解しない程度の温度と圧力に設定し、そのように温度と圧力が設定された前記処理
室内に、シリコン系ガスとドーパントガスとを、ドーパントガスの流量がシリコン系ガス
の流量と同等もしくはそれ以上となるようにして導入し、前記基板の表面に形成された絶
縁膜上にシリコングレインを形成する処理を行うように、前記シリコン系ガス供給系、前
記ドーパントガス供給系、前記排気系、及び前記ヒータを制御するコントローラと、
を有する基板処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ナノスケールでのシリコンの微細なアイランド状のグレイン（粒）を形成
する工程や微細なグレインサイズのポリシリコンを形成する工程を含む半導体装置の製造
方法及び基板処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　フラッシュメモリの微細化並びに低消費電力化に対する動作電力の低減に伴い、トンネ
ル酸化膜が薄膜化する傾向がある。しかしながら薄膜化していく一方で、絶縁破壊やスト
レス誘起性リーク電流によるデバイスの信頼性低下が懸念される。そのため浮遊ゲート型
や絶縁トラップ型と異なり、メモリー構造としては中間的な構造を有するシリコン微結晶
メモリーが注目されている。
【０００３】
　また、ＤＲＡＭの高集積化に伴いゲート電極の占有面積が小さくなる傾向にある中、ゲ
ート電極におけるポリシリコンの結晶粒の加工ばらつきが電気特性へのばらつきとして起
こり得ることが懸念されている。そのためポリシリコンのグレインサイズを小さくするこ
とにより、各ゲート電極のばらつきを緩和させるような検討を行っている。
【０００４】
　このようなシリコン微結晶メモリー技術や微細なポリシリコンの形成技術など、絶縁膜
上のシリコン成膜初期過程の制御により様々なプロセスへの展開が望まれているが、シリ
コン成膜初期過程で重要な絶縁膜表面の影響を把握できていなかったため、微細なグレイ
ンの形成が困難であった。
【０００５】
　また、微細なグレインの形成にはシリコン微結晶の形成条件を最適化する必要があるが
、シリコングレインの密度は絶縁膜表面の状態の影響を大きく受けるため、再現性良く微
細なグレインを形成するには表面の状態を管理することが重要であった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記シリコン微結晶メモリー技術や微細なポリシリコンの形成技術において、ウエハ表
面のグレイン形成過程で核密度を多くしなければならない。しかしながら、従来の核形成
では、プロセス条件の調整のみで核密度の制御を行うのが一般的であり、この方法ではナ
ノスケールオーダーに見合う核密度が得られ難いという問題点が生じており、その原因と
対策が望まれていた。
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決し、高い核密度形成に大き
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く寄与することができる半導体装置の製造方法及び基板処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の特徴とするところは、表面に絶縁膜が形成された基板を処理室内に搬入
する工程と、前記処理室内に少なくともシリコン系ガスを導入し、前記基板の表面に形成
された前記絶縁膜上にシリコングレインを形成する処理を行う工程と、処理後の前記基板
を前記処理室内から搬出する工程と、を有し、前記処理を行う工程では、シリコン系ガス
を単独で導入した場合にシリコン系ガスが熱分解しない程度の温度、圧力に設定した前記
処理室内に、シリコン系ガスとドーパントガスとをドーパントガスの流量がシリコン系ガ
スの流量と同等若しくはそれ以上となるようにして導入する半導体装置の製造方法にある
。
【０００９】
　好適には、前記処理を行う工程では、ドーパントガスの作用をトリガーとしてシリコン
系ガスの熱分解が生じるようにする。
【００１０】
　また、好適には、前記処理を行う工程では、前記処理室内の温度を２００～４００℃、
前記処理室内の圧力を１３０～１３３０Pa、シリコン系ガスの流量を１００～２０００ｓ
ｃｃｍ、ドーパントガスの流量を１００～２０００ｓｃｃｍとする。
【００１１】
　また、好適には、前記基板を搬入する工程の前に、前記基板の表面に形成された前記絶
縁膜の表面を洗浄する工程をさらに有する。
【００１２】
　また、好適には、前記基板を搬入する工程の前に、前記基板の表面に形成された前記絶
縁膜の表面を、希釈フッ酸水溶液で洗浄する工程をさらに有する。
【００１３】
　また、好適には、前記処理を行う工程では、前記シリコン系ガスを導入する前、及び／
又は前記シリコン系ガスを導入するときに、前記ドーパントガスを導入する。
【００１４】
　また、好適には、前記処理を行う工程では、複数のシリコングレインが互いに接触する
前にシリコングレインの成長を停止させることで、アイランド状のシリコングレイン、す
なわちシリコン量子ドットを形成する。
【００１５】
　また、好適には、前記処理を行う工程では、複数のシリコングレインが互いに接触する
ようにシリコングレインを成長させ、連続したシリコングレイン、すなわちシリコン膜を
形成する。
【００１６】
　また、好適には、前記処理を行う工程では、シリコン系ガスとしてSｉＨ４又はＳｉ２

Ｈ６が導入され、ドーパントガスとしてＰＨ３、Ｂ２Ｈ６、ＢＣｌ３、又はＡｓＨ３が導
入される。
【００１７】
　また、本発明の第２の特徴とするところは、表面に絶縁膜が形成された基板を処理室内
に搬入する工程と、前記処理室内に少なくともシリコン系ガスを導入し、前記基板の表面
に形成された前記絶縁膜上にシリコングレインを形成する処理を行う工程と、処理後の前
記基板を前記処理室内から搬出する工程と、を有し、前記処理を行う工程では、シリコン
系ガスを単独で導入した場合にシリコン系ガスが熱分解しない程度の温度、圧力に設定し
た前記処理室内に、シリコン系ガスとドーパントガスとを導入し、ドーパントガスの作用
をトリガーとしてシリコン系ガスの熱分解が生じるようにする半導体装置の製造方法にあ
る。
【００１８】
　また、本発明の第３の特徴とするところは、表面に絶縁膜が形成された基板を処理する
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処理室と、前記処理室内にシリコン系ガスを供給するシリコン系ガス供給系と、前記処理
室内にドーパントガスを供給するドーパントガス供給系と、前記処理室内を排気する排気
系と、前記処理室内の前記基板を加熱するヒータと、前記処理室内の温度と圧力をシリコ
ン系ガスを単独で導入した場合にシリコン系ガスが熱分解しない程度の温度と圧力に設定
し、そのように温度と圧力が設定された前記処理室内に、シリコン系ガスとドーパントガ
スとを、ドーパントガスの流量がシリコン系ガスの流量と同等もしくはそれ以上となるよ
うにして導入し、前記基板の表面に形成された絶縁膜上にシリコングレインを形成する処
理を行うように、前記シリコン系ガス供給系、前記ドーパントガス供給系、前記排気系、
及び前記ヒータを制御するコントローラと、を有する基板処理装置にある。
【００１９】
　好適には、前記コントローラは、ドーパントガスの作用をトリガーとしてシリコン系ガ
スの熱分解が生じるように前記ドーパントガス供給系を制御する。
【００２０】
　また、好適には、前記コントローラは、前記処理室内の温度が２００～４００℃、前記
処理室内の圧力が１３０～１３３０Ｐａ、シリコン系ガスの流量が１００～２０００ｓｃ
ｃｍ、ドーパントガスの流量が１００～２０００ｓｃｃｍとなるように、前記ヒータ、前
記排気系、前記シリコン系ガス供給系、及び前記ドーパントガス供給系を制御する。
【００２１】
　また、好適には、前記コントローラは、シリコンガス系を供給する前、及び／又はシリ
コン系ガスを供給するときに、ドーパントガスを供給するように前記シリコンガス供給系
及び前記ドーパントガス供給系を制御する。
【００２２】
　また、好適には、前記コントローラは、複数のシリコングレインが互いに接触する前に
シリコングレインの成長が停止するように、前記シリコンガス供給系及び前記ドーパント
ガス供給系を制御する。
【００２３】
　また、好適には、前記コントローラは、複数のグレインが互いに接触するまでシリコン
グレインが成長するように、前記シリコンガス供給系及び前記ドーパントガス供給系を制
御する。
【００２４】
　また、好適には、前記シリコンガス供給系はSｉＨ４又はＳｉ２Ｈ６を供給し、前記ド
ーパントガス供給系は、ＰＨ３、Ｂ２Ｈ６、ＢＣｌ３、又はＡｓＨ３を供給する。
【００２５】
　また、本発明の第４の特徴とするところは、表面に絶縁膜が形成された基板を処理する
処理室と、前記処理室内にシリコン系ガスを供給するシリコンガス供給系と、前記処理室
内にドーパントガスを供給するドーパントガス供給系と、前記処理室内を排気する排気系
と、前記処理室内の前記基板を加熱するヒータと、前記処理室内の温度と圧力を、シリコ
ン系ガスを単独で導入した場合にシリコン系ガスが熱分解しない程度の温度と圧力に設定
し、そのように温度と圧力が設定された処理室内に、シリコン系ガスとドーパントガスを
導入し、ドーパントガスの作用をトリガーとしてシリコン系ガスの熱分解が生じるように
して、前記基板の表面に形成された前記絶縁膜上にシリコングレインを形成する処理を行
うように制御するコントローラと、を有する基板処理装置にある。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、シリコンの高密度なグレイン（粒）を形成する核を制御よく形成でき
、安定した性能を確保できる半導体装置の製造方法及び基板処理装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　従来、シリコン量子ドット等からなるシリコン微結晶メモリーを形成する場合、まず、
基板を収容した処理室内にシリコン系ガスを導入して基板上にアイランド状のシリコン粒
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、すなわちシリコン量子ドットをノンドープで形成し、その後処理室内から基板を取り出
した後に、イオン注入法等により形成されたシリコン量子ドットに対してドープを行うの
が一般的であった。しかしながら本発明者は、シリコン量子ドット形成時にドーパントガ
スを混入することで、不純物をドープしながらシリコン量子ドットを形成するこができる
ことを見出した。更に、シリコン系ガスを単独で流した場合にシリコン系ガスが熱分解し
ない温度及び圧力に設定された処理室に、シリコン系ガス、及び流量がシリコン系ガスと
同等又はシリコン系ガス以上のドーパントガスを導入することで、ドーパントガスの作用
をトリガーとしてシリコン系ガスの熱分解が生じ、シリコン粒の核密度を高くすることが
できるという従来にない予期せぬ効果があることを見出した。
【００２８】
　本発明は、本発明者が見出した上記知見に基づくものであり、例えば半導体チップの所
定の絶縁膜表面に、シリコン量子ドット等からなるシリコン微結晶メモリーやゲート電極
を形成するための微細なシリコン粒を形成する処理をする際に、シリコン系ガスを単独で
流した場合にシリコン系ガスが熱分解しない程度の温度と圧力に設定した処理室に、シリ
コン系ガスとドーパントガスとを、ドーパントガスの流量がシリコン系ガスの流量と同等
もしくはそれ以上となるようにして導入することで、Sｉ核密度を高くするものである。
【００２９】
以下に本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００３０】
〔本発明が適用される実施形態〕
　まず、図１及び図２において、本発明が適用される基板処理装置１０の概要を説明する
。尚、本発明が適用される基板処理装置１０においては、ウエハなどの基板を搬送するキ
ャリアとしてはＦＯＵＰ(front opening unified pod。以下ポッドという）が使用されて
いる。また、以下の説明において、前後左右は図１を基準とする。すなわち、図１が示さ
れている紙面に対して、前は紙面の下、後ろは紙面の上、左右は紙面の左右とする。
【００３１】
　図１及び図２に示されているように、基板処理装置１０は真空状態などの大気圧未満の
圧力（負圧）に耐え得るロードロックチャンバ構造に構成された第１の搬送室１０３を備
えており、第１の搬送室１０３の筐体１０１は平面視が六角形で上下両端が閉塞した箱形
状に形成されている。第１の搬送室１０３には負圧下で二枚のウエハ２００を同時に搬送
する第１のウエハ移載機１１２が設置されている。第１のウエハ移載機１１２は、エレベ
ータ１１５によって、第１の搬送室１０３の気密性を維持しつつ昇降できるように構成さ
れている。
【００３２】
　筐体１０１の六枚の側壁のうち前側に位置する二枚の側壁には、搬入用の予備室１２２
と搬出用の予備室１２３とがそれぞれゲートバルブ１３０，１２７を介して連結されてお
り、それぞれ負圧に耐え得るロードロックチャンバ構造に構成されている。更に、予備室
１２２には搬入室用の基板置き台１４０が設置され、予備室１２３には搬出用の基板置き
台１４１が設置されている。
【００３３】
　予備室１２２及び予備室１２３の前側には、略大気圧下で用いられる第２の搬送室１２
１がゲートバルブ１２８，１２９を介して連結されている。第２の搬送室１２１にはウエ
ハ２００を移載する第２のウエハ移載機１２４が設置されている。第２のウエハ移載機１
２４は第２の搬送室１２１に設置されたエレベータ１２６によって昇降されるように構成
されているとともに、リニアアクチュエータ１３２によって左右方向に往復移動されるよ
うに構成されている。
【００３４】
　図１に示されているように、第２の搬送室１２１の左側にはノッチ、又はオリフラ合わ
せ装置１０６が設置されている。また、図２に示されているように、第２の搬送室１２１
の上部にはクリーンエアを供給するクリーンユニット１１８が設置されている。
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【００３５】
　図１及び図２に示されているように、第２の搬送室１２１の筐体１２５の前側には、ウ
エハ２００を第２の搬送室１２１に対して搬入搬出するためのウエハ搬入搬出口１３４と
、ポッドオープナ１０８が設置されている。ウエハ搬入搬出口１３４を挟んでポッドオー
プナ１０８と反対側、すなわち筐体１２５の外側にはＩＯステージ１０５が設置されてい
る。ポッドオープナ１０８は、ポッド１００のキャップ１００ａを開閉するとともにウエ
ハ搬入搬出口１３４を閉塞可能なクロージャ１４２と、クロージャ１４２を駆動する駆動
機構１３６とを備えており、ＩＯステージ１０５に載置されたポッド１００のキャップ１
００ａを開閉することにより、ポッド１００に対するウエハ２００の出し入れを可能にす
る。また、ポッド１００は図示しない工程内搬送装置（ＲＧＶ）によって、ＩＯステージ
１０５に対して、供給及び排出されるようになっている。
【００３６】
　図１に示されているように、筐体１０１の六枚の側壁のうち後ろ側（背面側）に位置す
る二枚の側壁には、ウエハに所望の処理を行う第１の処理炉２０２と第２の処理炉１３７
とがゲートバルブ２４４，１３１を介してそれぞれが隣接して連結されている。第１の処
理炉２０２及び第２の処理炉１３７はいずれもホットウォール式の処理炉によって構成さ
れている。また、筐体１０１における六枚の側壁のうちの残りの互いに対向する二枚の側
壁には、第１のクーリングユニット１３８と、第２のクーリングユニット１３９とがそれ
ぞれ連結されており、第１のクーリングユニット１３８及び第２のクーリングユニット１
３９はいずれも処理済みのウエハ２００を冷却するように構成されている。
【００３７】
　次に、図３を参照して、本発明の実施の形態に係る基板処理装置１０の第１の処理炉２
０２の概略を説明する。図３は、本発明の実施の形態に係る基板処理装置１０の第１の処
理炉２０２の概略縦断面図である。
【００３８】
　石英製、炭化珪素製、又はアルミナ製の反応容器としての反応管２０３は、水平方向に
扁平な空間を有しており、内部に処理室を形成し、基板としてのウエハ２００を収容する
。反応管２０３の内部にはウエハ２００を支持する支持具としてのウエハ支持台２１７が
設けられ、反応管２０３の両端には気密にマニホールドとしてのガス導入フランジ２０９
ａ、ガス排気フランジ２０９ｂが設けられ、ガス導入フランジ２０９ａには更に仕切弁と
してのゲートバルブ２４４を介して第１の搬送室１０３が連接されている。
【００３９】
　ガス導入フランジ２０９ａには供給管としての第１ガス導入ライン２３２ａ、第２ガス
導入ライン２３２ｂが接続されている。第１ガス導入ライン２３２ａ、第２ガス導入ライ
ン２３２ｂには、それぞれ第１ガス源２４３ａ、第２ガス源２４３ｂが接続されている。
第１ガス導入ライン２３２ａ、第２ガス導入ライン２３２ｂの途中には第１ガス源２４３
ａ、第２ガス源２４３ｂから反応管２０３内に導入する第１ガス、第２ガスの流量をそれ
ぞれ制御する流量制御装置（流量制御手段）としての第１マスフローコントローラ２４１
ａ、第２マスフローコントローラ２４１ｂと、その上流側と下流側に設けられた第１バル
ブ２４２ａ、２４０ａ、第２バルブ２４２ｂ、２４０ｂのそれぞれが設けられている。
【００４０】
　また、第１ガス導入ライン２３２ａ及び第２ガス導入ライン２３２ｂには、第３ガス導
入ライン２３２ｃが接続されている。第３ガス導入ライン２３２ｃには第３ガス源２４３
ｃが接続されており、第３ガス導入ライン２３２ｃの途中には第３ガス源から反応管２０
３内に導入する第３ガスの流量を制御する第３マスフローコントローラ２４１ｃと、その
上流側に設けられた第３バルブ２４２ｃが設けられている。第３ガス導入ライン２３２ｃ
は、第３マスフローコントローラ２４１ｃよりも下流側で２つのラインに分岐し、それぞ
れが第１ガス導入ライン２３２ａの第１バルブ２４０ａより下流側、第２ガス導入ライン
２３２ｂの第２バルブ２４０ｂより下流側に接続されており、各ラインに第３ガスを供給
可能となっている。また、第３ガス導入ライン２３２ｃの分岐した各ラインには第４バル



(7) JP 4854591 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

ブ２４０ｃ、第５バルブ２４０ｄがそれぞれ設けられている。尚、本実施形態においては
、第３ガス源２４３には、第３ガスとして不活性ガス、例えばＮ２、Ａｒ又はＨｅ等が収
容される。
【００４１】
　ガス排気フランジ２０９ｂには排気管としての排気ライン２３１が接続されている。ま
た、排気ライン２３１には、反応管２０３内を排気する真空排気装置（排気手段）として
の真空ポンプ２５０が接続されており、その途中には反応管２０３内の圧力を制御する圧
力制御部（圧力制御手段）としての圧力コントローラ２４８が設けられている。
【００４２】
　反応管２０３の上下にはそれぞれ加熱機構（加熱手段）としての上ヒータ２０７ａ、下
ヒータ２０７ｂが設けられ、反応管２０３内部を均一にもしくは所定の温度勾配を生じさ
せて加熱するようになっている。また、上ヒータ２０７ａ、下ヒータ２０７ｂには、それ
ぞれのヒータ温度を制御する温度制御部（温度制御手段）としての温度コントローラ２４
７ａ、２４７ｂがそれぞれ接続されている。また上ヒータ２０７ａ、下ヒータ２０７ｂ及
び反応管２０３を覆うように断熱部材としての断熱材２０８が設けられている。
【００４３】
　反応管２０３内の温度、反応管２０３内の圧力、反応管２０３内に供給するガスの流量
は、それぞれ温度コントローラ２４７ａ、２４７ｂ、圧力コントローラ２４８、マスフロ
ーコントローラ２４１ａ、２４１ｂ、２４１ｃにより、所定の温度、圧力、流量となるよ
うにそれぞれ制御される。また、温度コントローラ２４７ａ、２４７ｂ、圧力コントロー
ラ２４８、マスフローコントローラ２４１ａ、２４１ｂ、２４１ｃは、主制御部（主制御
手段）としてのメインコントローラ２４９により制御される。尚、メインコントローラ２
４９はバルブ２４２ａ、２４０ａ、２４２ｂ、２４０ｂ、２４２ｃ、２４０ｃ、２４０ｄ
の開閉も制御し、ガス供給のタイミングも制御するように構成されている。更には、メイ
ンコントローラ２４９は、基板処理装置１０を構成する各部の動作を制御するように構成
されている。
【００４４】
　次に、上述した基板処理装置１０の第１の処理炉２０２を用いて、半導体デバイスの製
造工程の一工程として基板としてのウエハを処理する方法について説明する。尚、以下の
説明において、基板処理装置１０を構成する各部の動作はメインコントローラ２４９によ
り制御される。
【００４５】
　半導体チップを有している基板としてのウエハ２００には、本プロセスの処理を行う前
の工程では、シリコン酸化膜などの薄膜の絶縁膜が形成される。この絶縁膜の膜厚は電気
特性として性能が左右されるため、薄膜の膜厚の制御・管理は大変重要である。そのため
、従来、薄膜の絶縁膜形成後、本プロセス、すなわちシリコン粒（シリコングレイン）を
形成する処理を行う前に洗浄を行うことはなかった。
【００４６】
　これに対して、本実施形態においては、半導体チップを有しているウエハを本基板処理
装置に搬入する前に、自然酸化膜や有機汚染などの表面汚染を、予め例えば希釈フッ酸水
溶液（ＤＨＦ）で洗浄し除去した後、スピンドライ乾燥機などで乾燥処理を行い、素早く
清浄なまま基板処理装置内の予備室などに搬送する。素早く清浄なまま処理するのはクリ
ーンルーム内の雰囲気の汚染による悪影響を防ぐためであり、基板を基板処理装置に搬送
するまでの間の汚染を管理・制御する必要がある。この時点でウエハ表面に汚染などが多
く付着・形成していると、絶縁膜表面の状態と例えば有機汚染表面の状態ではシリコンな
どの結合手密度が異なるため、目標とするサイズや密度のシリコン粒が形成できないこと
もあり、半導体装置の歩留り低下の原因となる。
【００４７】
　本実施形態によれば、基板表面に形成された絶縁膜の表面を洗浄してクリーン化した後
、素早く基板を基板処理装置に投入して、清浄なまま処理を行うので、シリコン粒の形成
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を基板の保存状態による表面状態に依存しないようにすることができ、それによりシリコ
ン粒を安定に形成させることができる。
【００４８】
　上述のように表面洗浄が終了した未処理のウエハ２００は２５枚がポッド１００に収納
された状態で、処理工程を実施する基板処理装置へ工程内搬送装置によって搬送されてく
る。図１及び図２に示されているように、搬送されてきたポッド１００はＩＯステージ１
０５の上に工程内搬送装置から受け渡されて載置される。ポッド１００のキャップ１００
ａがポッドオープナ１０８によって取り外され、ポッド１００のウエハ出し入れ口が開放
される。
【００４９】
　ポッド１００がポッドオープナ１０８により開放されると、第２の搬送室１２１に設置
された第２のウエハ移載機１２４は、ポッド１００からウエハ２００をピックアップして
予備室１２２に搬入し、ウエハ２００を基板置き台１４０に移載する。この移載作業中に
は、予備室１２２の第1の搬送室１０３側のゲートバルブ１３０は閉じられており、第１
の搬送室１０３内の負圧は維持されている。ポッド１００に収納された所定枚数、例えば
２５枚のウエハ２００の基板置き台１４０への移載が完了すると、ゲートバルブ１２８が
閉じられ、予備室１２２内が排気装置（図示せず）によって負圧に排気される。
【００５０】
　予備室１２２内が予め設定された圧力値となると、ゲートバルブ１３０が開かれ、予備
室１２２と第１の搬送室１０３とが連通される。続いて、第１の搬送室１０３の第１のウ
エハ移載機１１２は基板置き台１４０からウエハ２００を二枚ずつピックアップして第１
の搬送室１０３に搬入する。ゲートバルブ１３０が閉じられた後、第１の搬送室１０３と
第１の処理炉２０２とが連通される。すなわち、反応管２０３内の温度がヒータ２０７ａ
、２０７ｂにより処理温度に維持された状態で、ゲートバルブ２４４が開かれ、第１のウ
エハ移載機１１２により反応管２０３内にウエハ２００が搬入され、ウエハ支持台２１７
に載置される。本例では、ウエハ支持台２１７には２枚のウエハ２００が載置され、２枚
のウエハ２００が同時に処理される。尚、同時に処理する２枚のウエハ２００の熱履歴を
等しくするためにウエハ２００は２枚同時に反応管２０３内に搬送される。ウエハ２００
が反応管２０３内に搬入されると同時にウエハ２００の処理温度まで昇温（プレヒート）
が開始される。尚、ウエハ支持台２１７にはウエハ２００を１枚だけ載置することも可能
であり、一度に１枚のウエハ２００を処理するようにしてもよい。その場合、ウエハ支持
台２１７のウエハ２００を支持しない支持部にはダミーウエハを載置するのがよい。
【００５１】
　第１のウエハ移載機１１２が後退してゲートバルブ２４４が閉じられた後、反応管２０
３内の圧力は処理圧力となるように圧力コントローラ２４８により制御され（圧力安定化
）、反応管２０３内の温度はウエハ温度が処理温度となるように温度コントローラ２４７
ａ、２４７ｂにより制御される（温度安定化）。この反応管２０３内の圧力安定化、ウエ
ハ２００の温度安定化の際、反応管２０３内には、第３ガス源２４３ｃから第３ガス導入
ライン２３２ｃを介して、第１ガス導入ライン２３２ａ、第２ガス導入ライン２３２ｂの
うちの少なくともいずれかより不活性ガスが導入されることで、反応管２０３内は不活性
ガス雰囲気とされる。
【００５２】
　反応管２０３内の圧力が処理圧力に安定化し、ウエハ２００の温度が処理温度に安定化
した後、反応管２０３内に処理ガスが導入されることにより、ウエハ２００に処理が施さ
れる。すなわち、ウエハ２００に形成された絶縁膜上にシリコン粒が形成される。
【００５３】
　このとき、反応管２０３内にＳｉＨ４やＳｉ２Ｈ６などのシリコン系ガスを導入するこ
とでシリコン粒を形成するが、従来、シリコン粒の密度は１０１０個／ｃｍ２ないし１０
１１個／ｃｍ２レベルである。デバイスの高集積化に伴いゲート電極長さが小さくなると
、そのばらつきを緩和させるために小さな粒の高い密度でのシリコン粒形成が望まれる。
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しかし従来の方法では、目標である１０１２個／ｃｍ２レベルのシリコン粒を形成するこ
とは困難であった。
【００５４】
　そこで、本発明のプロセスでは、ＰＨ３、Ｂ２Ｈ６、ＢＣｌ３、ＡｓＨ３などのドーパ
ントガスを利用してシリコン粒の核形成サイトを多く形成するような条件で処理を実施す
ることによりシリコン粒の形成密度を高くするようにした。
【００５５】
　すなわち、本実施形態においては、第１ガス源２４３ａには第１ガスとしてＳｉＨ４や
Ｓｉ２Ｈ６などのシリコン系ガスを収容し、第２ガス源２４３ｂには第２ガスとしてのＰ
Ｈ３、Ｂ２Ｈ６、ＢＣｌ３、ＡｓＨ３などのドーパントガスを収容し、反応管２０３内の
圧力が処理圧力に安定化し、ウエハ２００の温度が処理温度に安定化した後、反応管２０
３内に第１ガス源２４３ａ、第２ガス源２４３ｂより第１ガス導入ライン２３２ａ、第２
ガス導入ライン２３２ｂを介して第１ガスとしてのシリコン系ガス、第２ガスとしてのド
ーパントガスを、後述するタイミングで導入することで、ウエハ２００に形成された絶縁
膜上にシリコン粒が形成される。
【００５６】
　具体的には、反応管２０３内に、（１）先行してドーパントガスを導入し、ドーパント
ガスの導入を停止した後、シリコン系ガスを導入してシリコン粒を形成する、または、（
２）ドーパントガスとシリコン系ガスを同時に導入してシリコン粒を形成する、または、
（３）先行してドーパントガスを導入し、ドーパントガスの導入を維持したままシリコン
系ガスを導入してシリコン粒を形成するようにした。
【００５７】
　シリコングレインを形成する処理中は、処理室内の温度、圧力を、シリコン系ガスを単
独で流した場合に、シリコン系ガスが熱分解しない程度の温度、圧力に設定し、ドーパン
トガスの流量をシリコンガス系ガスの流量と同等、若しくはそれ以上となるようにした。
【００５８】
　すなわち、（１）シリコン粒を形成する処理の前、または、（２）シリコン粒を形成す
る処理中、または、（３）シリコン粒を形成する処理前及び処理中に、処理室内にドーパ
ントガスを流すようにするとともに、処理室内の温度、圧力をシリコン系ガスを単独で流
した場合に、シリコン系ガスが熱分解しない程度の温度、圧力に設定し、ドーパントガス
の流量をシリコンガス系ガスの流量と同等、若しくはそれ以上となるようにした。このよ
うにすれば、後述するように、１０１２個／ｃｍ２レベルのシリコン粒を形成させること
ができる。
【００５９】
　尚、本実施形態の処理炉にてウエハを処理する際、すなわちウエハ表面に形成された絶
縁膜上にシリコン粒を形成する際の処理条件としては、例えば、処理温度２００～４００
℃、処理圧力１３０～１３３０Ｐａ、シリコン系ガス（ＳｉＨ４）流量１００～２０００
ｓｃｃｍ、ドーパントガス（Ｂ２Ｈ６）流量１００～２０００ｓｃｃｍが例示され、それ
ぞれの処理条件をそれぞれの範囲内の所定の値に一定に維持することで、シリコン粒の核
形成サイトを多くしつつシリコン粒を形成することができる。
【００６０】
　次に、図４に基づいて核形成から連続膜形成までの工程を説明する。図４（ａ）に示す
ように、シリコン系ガスを供給すると基板表面の絶縁膜上に核が形成され、その後、図４
（ｂ）に示すように、この核を中心として結晶が成長する。この成長した結晶を粒（グレ
イン）という。また、図４（ｃ）に示すように、粒が更に成長すると粒同士が互いに接し
、図４（ｄ）に示すように、粒同士の隙間がなくなると連続膜であるポリシリコン膜とな
る。尚、粒同士が互いに接する前の粒が独立した状態で成長を停止することで、アイラン
ド状の粒、すなわちシリコン量子ドットを形成することができる。
【００６１】
　本発明では、粒を形成する処理の前及び／または処理中、すなわちシリコン系ガスの供
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給前及び／またはシリコン系ガスの供給時に、ドーパントガスを流すと共に、グレインを
形成する処理を、上述のような核形成サイトが多くなるような処理温度、処理圧力、ガス
流量にて行うことで核密度を高くするようにしている。これにより、シリコン量子ドット
を形成する場合にはシリコン粒の密度を高くすることができ、またポリシリコン膜を形成
する際には、ポリシリコン膜の粒サイズを微細なものとすることができる。
【００６２】
　ウエハ２００の処理が完了すると、反応管２０３内の残留ガスを除去するために、反応
管２０３内には、第３ガス源２４３ｃから第３ガス導入ライン２３２ｃを介してガス導入
ライン２３２ａ、２３２ｂのうちの少なくともいずれかより第３ガスとしての不活性ガス
が導入されつつ、排気ライン２３１より排気され、反応管２０３内がパージされる。
【００６３】
　反応管２０３内のパージ後、反応管２０３内の圧力を圧力コントローラ２４８により、
ウエハ搬送圧力となるように調整する。反応管２０３内の圧力が搬送圧力となった後、処
理済ウエハ２００は、第１のウエハ移載機１１２により反応管２０３より第１の搬送室１
０３へ搬出される。すなわち、第１の処理炉２０２でウエハ２００に対する処理が完了し
、パージが終了すると、ゲートバルブ２４４が開かれ、処理済みの二枚のウエハ２００は
第１のウエハ移載機１１２によって第１の搬送室１０３に搬送される。搬出後、ゲートバ
ルブ２４４は閉じられる。
【００６４】
　第１のウエハ移載機１１２は第１の処理炉２０２から搬出した二枚のウエハ２００を第
１のクーリングユニット１３８へ搬送し、二枚の処理済みのウエハ２００は冷却される。
【００６５】
　第１のクーリングユニット１３８に処理済みウエハ２００を搬送すると、第１のウエハ
移載機１１２は予備室１２２の基板置き台１４０に予め準備されたウエハ２００を前述し
た動作と同様に、二枚同時にピックアップして第１の処理炉２０２に搬送し、第１の処理
炉２０２内で二枚のウエハ２００に対して同時に所望の処理が施される。
【００６６】
　第１のクーリングユニット１３８において予め設定された冷却時間が経過すると、冷却
済みの二枚のウエハ２００は第１のウエハ移載機１１２によって第１のクーリングユニッ
ト１３８から第１の搬送室１０３に搬出される。
【００６７】
　冷却済みの二枚のウエハ２００が第１のクーリングユニット１３８から第１の搬送室１
０３に搬出されたのち、ゲートバルブ１２７が開かれる。第１のウエハ移載機１１２は、
第１のクーリングユニット１３８から搬出した二枚のウエハ２００を予備室１２３へ搬送
し、基板置き台１４１に移載した後、予備室１２３はゲートバルブ１２７によって閉じら
れる。
【００６８】
　以上の作動が繰り返されることにより、予備室１２２内に搬入された所定枚数、例えば
２５枚のウエハ２００が二枚ずつ順次処理されていく。
【００６９】
　予備室１２２内に搬入された全てのウエハ２００に対する処理が終了し、全ての処理済
みウエハ２００が予備室１２３に収納され、予備室１２３がゲートバルブ１２７によって
閉じられると、予備室１２３内が不活性ガスにより略大気圧に戻される。予備室１２３内
が略大気圧に戻されると、ゲートバルブ１２９が開かれ、ＩＯステージ１０５に載置され
た空のポッド１００のキャップ１００ａがポッドオープナ１０８によって開かれる。続い
て、第２の搬送室１２１の第２のウエハ移載機１２４は基板置き台１４１からウエハ２０
０をピックアップして第２の搬送室１２１に搬出し、第２の搬送室１２１のウエハ搬入搬
出口１３４を通じてポッド１００に収納していく。２５枚の処理済みのウエハ２００のポ
ッド１００への収納が完了すると、ポッド１００のキャップ１００ａがポッドオープナ１
０８によって閉じられる。閉じられたポッド１００はＩＯステージ１０５の上から次の工
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程へ工程内搬送装置によって搬送されていく。
【００７０】
　以上の作動は第１の処理炉２０２及び第１のクーリングユニット１３８が使用される場
合を例にして説明したが、第２の処理炉１３７及び第２のクーリングユニット１３９が使
用される場合についても同様の作動が実施される。また、上述の基板処理装置１０では、
予備室１２２を搬入用、予備室１２３を搬出用としたが、予備室１２３を搬入用、予備室
１２２を搬出用としてもよい。
【００７１】
　また、第１の処理炉２０２と第２の処理炉１３７は、それぞれ同じ処理を行ってもよい
し、別の処理を行ってもよい。第１の処理炉２０２と第２の処理炉１３７で別の処理を行
う場合、例えば第１の処理炉２０２でウエハ２００にある処理、例えば基板表面に形成さ
れた絶縁膜の洗浄処理を行った後、続けて第２の処理炉１３７で別の処理、例えば本実施
形態におけるシリコン粒の形成処理を行わせてもよい。また、第１の処理炉２０２でウエ
ハ２００に所定の処理を行った後、第２の処理炉１３７で別の処理を行わせる場合、第１
のクーリングユニット１３８又は第２のクーリングユニット１３９を経由するようにして
もよい。
【００７２】
　次に、実施例１を図５及び図６に基づいて説明する。
【００７３】
　[実施例１]
　図５は上述した基板処理装置１０を用い、ウエハを処理した場合に、ウエハを処理する
前にウエハ表面（絶縁膜表面）の洗浄を行った場合と、ウエハを処理する前にウエハ表面
の洗浄を行わなかった場合とでは、処理時間の経過と共にウエハ表面に形成されるシリコ
ン膜の膜厚がどのように増加する傾向があるかを表している。図中横軸は処理時間（分）
、すなわちシリコン系ガスの供給時間を示しており、縦軸はウエハ表面の絶縁膜上に形成
されるシリコン膜の膜厚（ｎｍ）を示している。また、前洗浄なしとはウエハを処理する
前にウエハ表面の洗浄を行わなかった場合、前洗浄有りとはウエハを処理する前にウエハ
表面の洗浄を行った場合をそれぞれ示している。尚、いずれの場合もウエハを処理する際
の処理条件は同一とした。具体的には、ウエハの処理は、処理温度を２００～８００℃、
処理圧力を１３～１３３０Ｐａ、シリコン系ガス（ＳｉＨ４）流量を１０～２０００ｓｃ
ｃｍの範囲内の所定の値に一定に維持して行った。尚、実施例１ではシリコン系ガスのみ
を用いて処理を行い、ドーパントガスは用いなかった。シリコン系ガスとしてはモノシラ
ン（ＳｉＨ４）を用いた。
【００７４】
　洗浄処理を行わない通常の直接処理の場合、図５の「前洗浄なし」に示すように、シリ
コン膜の膜厚増加傾向を示すまでの時間が８分以上必要である結果となった。この８分の
間、ウエハ表面ではシリコン系ガスの分解、表面吸着、マイグレーション、解離といった
反応が繰り返し生じており、前洗浄を行わないことによりウエハ表面のシリコン系ガス吸
着のための結合手密度が汚染物質などにより低下し、吸着確率が低下した分も含め成膜開
始が８分後になったものと推定される。吸着確率が低下しているということは、ウエハ表
面におけるシリコン粒の密度が低下する要因があるということであり、通常はシリコン粒
の密度が低いところから３次元方向に粒が成長し、膜厚増加していくものと推定される。
このような表面状態では、シリコン粒の形成がシリコン系ガスの供給条件で制御できない
ことを示している。
【００７５】
　これに対して、洗浄処理を行った場合、図５の「前洗浄あり」に示すように、シリコン
膜の膜厚増加傾向を示すまでの時間が５分程度であり、「前洗浄無し」と比較し３分程度
短い結果となった。この３分間の差は、ウエハ表面にある結合手の数に依存しているもの
と考えられる。上述したように、ウエハ表面ではシリコン系ガスの分解、表面吸着、マイ
グレーション、解離といった反応が繰り返し生じており、前洗浄を行うことによりウエハ
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表面のシリコン系ガス吸着のための結合手密度が前洗浄を行わない場合と異なり、すなわ
ち前洗浄を行わないときよりも多くなり、ウエハ表面の膜状態にて決定される。その結果
、吸着確率も向上することとなる。
【００７６】
　ここで、図６を参照し、前洗浄を行う場合と、行わない場合との反応形態を説明する。
図６は、前洗浄を行う場合と、行わない場合との反応形態のイメージ図である。シリコン
基板に形成された絶縁膜表面の清浄状態により反応形態が変わる。すなわち、シリコン粒
を形成する処理を行う工程の前に、前洗浄を行わない場合、図６（ａ）に示されているよ
うに、シリコン系ガスが表面にて反応する際の絶縁膜の結合手に別の汚染分子（ＣｘＨｙ
，Ｏ等）が結合してしまっているとシリコン粒が形成されにくくなる。すなわち、シリコ
ン粒の形成が表面状態に依存してしまい、シリコン粒の形成がシリコン系ガスの供給条件
等で制御できなくなる。これに対して、前洗浄を行う場合、図６（ｂ）に示すように、絶
縁膜の表面が汚染物質の無い清浄な表面状態であり、絶縁膜の結合手に水素（Ｈ）などの
低温で脱離しやすい原子が結合しているとシリコン粒が形成されやすくなる。すなわち、
シリコン粒の形成がシリコン系ガスの供給条件等で制御できることとなる。
【００７７】
　そこで本発明では、上記実施形態で説明したように、処理チャンバー（反応容器）にて
シリコン粒を形成する処理を行う前に半導体表面を前処理（前洗浄）にてクリーン化する
ことにより、シリコンの微小な粒を形成する核を制御よく形成できるようにしている。こ
れにより、安定した半導体装置の性能を確保することができることとなる。
【００７８】
　次に、実施例２を図７及び図８に基づいて説明する。
【００７９】
　[実施例２]
　図７は、上述した基板処理装置１０の処理炉を使って、実験することにより見出したド
ーパントガスの供給の有無、供給のタイミングの違いによるシリコン粒密度制御の効果を
電子顕微鏡画像にて示すものである。図８は、シリコン系ガス、ドーパントガスの供給タ
イミングを示すものである。尚、本実施例では、シリコン系ガスとしてモノシラン（Ｓｉ
Ｈ４）を用い、ドーパントガスとしてジボラン（Ｂ２Ｈ６）を用いた。ウエハの処理は、
処理温度を２００～８００℃、処理圧力を１３～１３３０Ｐａ、シリコン系ガス（ＳｉＨ

４）流量を１０～２０００ｓｃｃｍ、ドーパントガス（Ｂ２Ｈ６）流量を１０～２０００
ｓｃｃｍの範囲内の所定の値に一定に維持して行った。また、本実施例では、ウエハに対
して上記実施形態で示した前洗浄を行った後、処理を行った。
【００８０】
　３つの画像Ａ、Ｂ、Ｃはそれぞれ図８に示すようなシーケンスＡ、Ｂ、Ｃによりウエハ
に対して処理を施すことで得られたものである。すなわちシーケンスＡは、シリコン粒を
形成する処理の事前並びに処理中にはドーパントガスを流さずシリコン系ガスのみを流す
場合、シーケンスＢは処理の事前のみドーパントガスを流す場合、シーケンスＣは処理の
事前及び処理中にドーパントガスを連続的に流す場合である。このように、ドーパントガ
スを流すタイミングを異ならせるように制御して実験を行った。
【００８１】
　図７に示すＡのようにドーパントガスを流さない従来の処理の場合、シリコン粒の密度
が１０１１個／ｃｍ２レベルであるが、図７に示すＢやＣのようにドーパントガスを流す
ことによりシリコン粒の密度が高くなっている。
【００８２】
　本実施例より、図７のＣのように、シリコン粒を形成する処理の事前並びに処理中にド
ーパントガスを流す場合においてはシリコン粒が１０１２個／ｃｍ２レベルと高密度に形
成され、図７のＡのように、シリコン粒を形成する処理の事前並びに処理中にドーパント
ガスを流さない場合と比べシリコン粒の密度が約１０倍増加することが判明した。
【００８３】
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　これはドーパントガスを流すことによりウエハ表面のシリコン系ガス吸着のための結合
手密度や結合状態がドーパントガスを流さないときとは異なった状態になることを意味し
ている。
【００８４】
　この１０倍の密度の差は、ウエハ表面にある結合手の状態に依存しているものと考えら
れる。先にも述べたように、シリコン系ガスを導入しシリコン粒を形成する際、ウエハ表
面ではシリコン系ガスの表面吸着、マイグレーション、分解、解離といった反応が繰り返
し生じており、ウエハ表面の結合手にドーパント原子やドーパントガスから分離した水素
が吸着することにより、シリコン系ガス吸着のための結合手密度がドーパントガスを流さ
ない時より増加したり、シリコン系ガスが容易に分解するための水素が吸着したりした分
、シリコン系ガスの分解確率が増加しシリコン粒密度が向上したものと推定される。
【００８５】
　ここで、図９を参照し、シリコン粒を形成する処理の前及び／または処理中にドーパン
トガスを流す場合と、流さない場合との反応形態を説明する。図９はシリコン粒を形成す
る処理の前及び／または処理中にドーパントガスを流す場合図９（ｂ）と、流さない場合
、図９（ａ）との反応形態のイメージ図である。
【００８６】
シリコン基板に形成された絶縁膜表面にシリコン粒を形成する処理を行う前、または、処
理中、または、処理を行う前及び処理中にドーパントガスを流す場合、ドーパントガスが
絶縁膜表面にて絶縁膜表面の結合手と結合する。図９（ｂ）では、ボロン（Ｂ）を含むド
ーパントガスが分解しドーパント原子すなわちボロン原子が絶縁膜表面の結合手と結合し
た状態を示している。これにより、シリコン粒の形成が、ドーパントガスやドーパント原
子の絶縁膜表面への吸着状態に依存することとなる。
【００８７】
　シリコン粒は、シリコン系ガスが絶縁膜表面に吸着し、分解したシリコン原子（Ｓｉ）
が絶縁膜表面を移動し複数のシリコン原子が集まった場所に定着することで形成される。
そのため、ドーパントガスが絶縁膜表面に吸着している場合には、図９（ｂ）の下の図に
示すように、ドーパントガスがシリコン原子の移動範囲を制限し、その結果、微小なシリ
コン粒を高密度に形成できることとなる。すなわちドーパントガスの供給、またドーパン
トガスの供給条件でシリコン粒の形成を制御できることとなる。
【００８８】
　これに対してシリコン粒を形成する処理の前及び／または処理中にドーパントガスを流
さない場合、図９（ａ）に示すように、シリコン原子の移動範囲が制限されないので、ド
ーパントガスを流す場合に比べ、微小なシリコン粒を高密度に形成するのが難しくなる。
【００８９】
　このように、本発明では、高密度のシリコン粒形成を目的とする場合において、処理室
内にシリコン系ガスを導入してシリコン粒を形成する処理の事前若しくは処理中、または
事前並びに処理中にドーパントガスを流すようにしたので、シリコンの高密度な粒を形成
する核を制御よく形成でき、これにより安定した半導体装置の性能の確保を実現する事が
できる。
【００９０】
　次に、実施例３を図１０及び１１に基づいて説明する。
【００９１】
〔実施例３〕
　図１０は、上述した基板処理装置１０の処理炉を使って、実験することにより見出した
処理温度、処理圧力、ガス流量の違いによるシリコン粒密度制御の効果を電子写真顕微鏡
画像にて示すものである。図１１は、シリコン系ガス、ドーパントガスの供給タイミング
を示すものである。尚、本実施例では、シリコン系ガスとしてモノシラン（ＳｉＨ４）を
用い、ドーパントガスとしてジボラン（Ｂ２Ｈ６）を用いた。また、本実施例では、ウエ
ハに対して上記実施形態で示した前洗浄を行った後、処理を行った。
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【００９２】
　２つの画像Ｄ、Ｅは、ともに図１１に示すようなシーケンスによりウエハに対して処理
を施すことで得られたものである。但し、処理条件の設定が異なる。画像Ｄは、後述する
処理条件１で処理がなされた場合に得られた画像であり、画像Ｅは後述する処理条件２で
処理がなされた場合に得られた画像である。
【００９３】
　処理条件１は、処理室内の温度、圧力を、シリコン系ガスを単独で流した場合にシリコ
ン系ガスが熱分解する温度、圧力に設定し、シリコン粒の成長を抑えるために処理圧力は
低く設定し、ドーパントガスの流量とシリコン系ガスの流量とを加えた総流量を比較的に
少量に設定した条件である。具体的には、処理条件１としては、処理温度５００～７００
℃、処理圧力１０～１００Ｐａ、シリコン系ガス（ＳｉＨ４）流量１０～１００ｓｃｃｍ
、ドーパントガス（Ｂ２Ｈ６）流量１０～５０ｓｃｃｍが示され、それぞれの処理条件を
それぞれの範囲内の所定の値に一定に維持することで、ウエハに対して処理を行った。
【００９４】
　一方、処理条件２は、処理室内の温度、圧力を、シリコン系ガスを単独で流した場合に
シリコン系ガスが熱分解しない程度の温度、圧力に設定し、シリコン粒の成長速度を確保
するために処理圧力は高く設定し、シリコン系ガスの分解反応を促進させるためにドーパ
ントガスの流量をシリコン系ガスの流量と同等若しくはそれ以上とし、ガスの総流量を設
定した条件である。具体的には、処理条件２としては、処理温度２００～４００℃、処理
圧力１３０～１３３０Ｐａ、シリコン系ガス（ＳｉＨ４）流量１００～２０００ｓｃｃｍ
、ドーパントガス（Ｂ２Ｈ６）流量１００～２０００ｓｃｃｍが示され、それぞれの処理
条件をそれぞれの範囲内の所定の値に一定に維持することで、ウエハに対して処理を行っ
た。このように、処理温度、処理圧力、ガス流量を異ならせるように制御して実験を行っ
た。
【００９５】
　実験の結果、シリコン系ガスを単独で流した場合にシリコン系ガスが熱分解する温度、
圧力に設定し、比較的に高温、低圧力、少流量である条件１で処理を行った場合、シリコ
ン粒の密度は７×１０１１個／ｃｍ２であった。また、シリコン系ガスを単独で流した場
合にシリコンが熱分解しない程度の温度、圧力に設定して、比較的に低温、高圧力、大流
量である条件２で処理を行った場合、シリコン粒の密度は、１．３×１０１２個／ｃｍ２

であった。このように、条件２では、シリコン粒の密度が条件１の場合の約2倍に増加し
ている。
【００９６】
　条件２で形成されるシリコン粒の密度が条件１よりも高い理由は、条件の違いによって
、ウエハ表面で生じる、シリコン系ガスの表面吸着・マイグレーション・分解・解離とい
った反応が異なるためであると考えられる。すなわち、本実施例のように高圧力でシリコ
ン粒を形成することにより表面吸着確率が上昇する。また、低温でシリコン粒を形成する
ことで、マイグレーションが抑制されて、シリコン粒同士の結合も起きにくくなる。更に
、ドーパントガスの流量をシリコン系ガスの流量と同等若しくはそれ以上とし、ガスの総
流量を大流量とすることにより、シリコン系ガスの分解が促進され、シリコン系ガス単独
では熱分解しない温度においてもシリコン粒の形成が可能になる。そして、これらの理由
によって、条件１と比較して条件２でシリコン粒密度が向上したものと思われる。
【００９７】
また、ガスを大流量とするメリットしては、上述のシリコン粒密度の向上の他にも、ガス
流速が上昇することで、ウエハ面内のシリコン密度分布及びシリコン粒径分布が均一化す
ることが挙げられる。尚、シリコン粒径サイズは、シリコン系ガスを流す時間を制御する
ことで制御することができる。
【００９８】
ここで、図１２を参照してシリコングレインを形成する処理を低圧で行う場合と、高圧で
行う場合との反応形態を、図１３を参照してシリコングレインを形成する処理を高温で行
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う場合と、低温で行う場合との反応形態を、図１４を参照してシリコングレインを形成す
る処理を小流量で行う場合と、大流量で行う場合との反応形態を説明する。シリコン系ガ
スの一例としてSｉＨ４、ドーパントガスの一例としてB２H６を用いて説明する。
【００９９】
　図１２は、シリコングレインを形成する処理を低圧で行う場合（図１２（ａ））と、高
圧で行う場合（図１２（ｂ））の反応形態のイメージ図である。図１２ではシリコン基板
に形成された絶縁膜表面にシリコングレインを形成する処理を行う際、絶縁膜表面ではシ
リコン系ガスの表面吸着、解離、シリコン原子（Ｓｉ）への分解、シリコン原子の表面移
動（マイグレーション）といった反応が生じている。シリコングレインを形成する処理を
高圧で行う場合（図１２（ｂ））、低圧で行う場合（図１２（ａ））と比べ、シリコン系
ガス、ドーパントガス、すなわち、ＳｉＨ４分子や、B２H６分子が空間に多く存在するた
め、シリコン系ガス、ドーパントガスの表面吸着量は多くなる。表面に吸着した多くのシ
リコン系ガスはシリコン原子（Ｓｉ）に、ドーパントガスはドーパント原子すなわちボロ
ン原子（Ｂ）に分解し、絶縁膜表面の結合手と結合する。
【０１００】
　シリコングレインは、シリコン系ガスが絶縁膜表面に吸着し、分解したシリコン原子（
Ｓｉ）が絶縁膜表面を移動し複数のシリコン原子が集まった場所に定着することで形成さ
れる。そのため、ドーパント原子が絶縁膜表面に数多く吸着している場合には、図１２（
ｂ）の下の図に示すように、ドーパント原子がシリコン原子の移動範囲を制限しその結果
、微小なシリコングレインを高密度に形成できることとなる。すなわちドーパントガスの
供給、またドーパントガスの供給条件でシリコングレインの形成を制御できることとなる
。
【０１０１】
　また、圧力が高いほどシリコン系ガスやドーパントガス、すなわち、ＳｉＨ４分子やB

２H６分子が空間に多く存在するため、絶縁膜表面に吸着したシリコン原子の移動はシリ
コン系ガスやドーパントガスにブロックされて制限される。その結果、処理圧力が高いほ
ど微小なシリコングレインを高密度に形成できることとなる。すなわちシリコングレイン
を形成する処理を行う際の圧力条件でシリコングレインの形成を制御できることとなる。
【０１０２】
　図１３は、シリコングレインを形成する処理を高温で行う場合（図１３（ａ））と、低
温で行う場合（図１３（ｂ））の反応形態のイメージ図である。図１３ではシリコン基板
に形成された絶縁膜表面にシリコングレインを形成する処理を行う際、絶縁膜表面ではシ
リコン系ガスの表面吸着、解離、シリコン原子（Ｓｉ）への分解、シリコン原子の表面移
動といった反応が生じている。シリコングレインを形成する処理を低温で行う場合（図１
３（ｂ））、高温で行う場合（図１３（ａ））と比べ、絶縁膜表面に吸着したシリコン原
子の持つエネルギーは低いため、シリコン原子の表面移動は制限され、原子同士の結合が
起こりにくくなる。その結果、微小なシリコングレインを高密度に形成できることとなる
。すなわちシリコングレインを形成する処理を行う際の温度条件でシリコングレインの形
成を制御できることとなる。
【０１０３】
　図１３（ａ）の下の図のようにシリコングレインを形成する処理を高温で行う場合、絶
縁膜表面に吸着したシリコン原子の持つエネルギーは高く、シリコン原子は表面移動を行
うため、シリコン原子同士が結合しやすくなり、シリコングレインの高密度化は難しくな
る。また、シリコングレインを形成する処理を高温で行う場合、シリコングレインの成長
速度が早いため、グレインサイズの制御も困難となる。
【０１０４】
　図１４は、シリコングレインを形成する処理を小流量のガスで行う場合（図１４（ａ）
）と、大流量で行う場合（図１４（ｂ））の反応形態のイメージ図である。シリコングレ
インを形成する処理において、ドーパントガスの流量をシリコン系ガスの流量と同等もし
くはそれ以上とし、ガスの総流量を大流量で行う場合（図１４（ｂ））、小流量で行う場
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合（図１４（ａ））と比べ、シリコン基板に形成された絶縁膜表面上のシリコン系ガス、
ドーパントガスの流速が早くなるため、シリコングレインの分布差が生じにくく、分布の
均一化が可能となる（図１４（ｂ））。一方、小流量で処理を行った場合、ガスの流速が
遅いため、シリコングレインの分布も不均一となる（図１４（ａ））また、ドーパントガ
スの大流量化によって、ドーパントガスによる触媒効果が顕著になり、シリコン系ガスの
分解が促進されるため、シリコン系ガス単独では熱分解しない温度においてもシリコング
レインの形成が可能となる。すなわち、ドーパントガスには、シリコン系ガス分解のトリ
ガーとしての役割もある。なお、大流量化により、シリコン系ガス、ドーパントガス、す
なわち、ＳｉＨ４分子や、B２H６分子が空間に多く存在することとなり、図１２で説明し
た高圧化と同様な反応も生じることとなる。
【０１０５】
　このように、シリコングレインを形成する処理を、シリコン系ガスを単独で流した場合
に、シリコン系ガスが熱分解しない程度の高圧、低温で、しかもドーパントガスの流量を
シリコン系ガスの流量と同等もしくはそれ以上とし、大流量で行うことにより、シリコン
グレインを高密度に形成することが可能となり、シリコングレインサイズの制御もシリコ
ン系ガスおよびドーパントガスを基板上に流す時間を変更することによって容易に制御可
能となる。
【０１０６】
　以上のように、この実施例では、高密度のシリコン粒形成を目的とする場合において、
処理室内の温度、圧力をシリコン系ガスを単独で流した場合にシリコン系ガスが熱分解し
ない程度の温度、圧力に設定し、シリコングレインの成長速度を確保するために、処理室
内の圧力を高く設定し、シリコン系ガスの分解反応を促進するために、ドーパントガスの
流量をシリコン系ガスの流量と同等、若しくはそれ以上としたので、シリコンの高密度な
グレインを形成する核を良好に形成することができる。よって、この実施例によれば、半
導体装置の安定した性能を確保することができる半導体装置の製造方法を提供することが
できる。
【０１０７】
　ここで、ドーパントガスの流量とシリコン系ガスの流量とが同等とは、例えば、ドーパ
ントガスの流量が３９０ｓｃｃｍ、シリコン系ガスの流量が４００ｓｃｃｍというように
、ドーパントガスの流量がシリコン系ガスの流量よりも若干少ない場合も含む。なお、ド
ーパントガスとしてＢ２Ｈ６を用い、シリコン系ガスとしてＳｉＨ４を用い、ＳｉＨ４の
流量４００ｓｃｃｍに対してＢ２Ｈ６の流量を３９０ｓｃｃｍとした場合にも、ＳｉＨ４

の流量、Ｂ２Ｈ６の流量をともに４００ｓｃｃｍとした場合と同様の効果を奏することが
実験により確認された。
【０１０８】
　次に、半導体装置（デバイス）の製造方法の一例として、フラッシュメモリを製造する
際に、本発明の基板処理装置及び基板処理方法を適用する例、すなわち、フラッシュメモ
リのフローティングゲートをシリコン量子ドットで構成する際に、本発明の基板処理装置
及び基板処理方法を適用する例について説明する。図１５は、シリコン量子ドットで構成
したフローティングゲートを含むフラッシュメモリの一部を示す断面図である。
【０１０９】
　まず、ウエハ２００の表面にシリコン酸化膜（ＳｉＯ２膜）などの絶縁体からなるトン
ネル酸化膜３０４を形成する。トンネル酸化膜３０４は、例えばドライ酸化やウェット酸
化等の熱酸化法等により形成する。
【０１１０】
　続いて、トンネル酸化膜３０４上に、本発明の基板処理装置及び基板処理方法を適用し
て、複数のアイランド状の粒すなわちシリコン量子ドット３０５ａからなるフローティン
グゲート電極３０５を形成する。シリコン量子ドット３０５ａは、例えば半球状または球
状に形成される。
【０１１１】
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　続いて、フローティングゲート電極３０５を覆うように、例えば、シリコン酸化膜（Ｓ
ｉＯ２膜）／シリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４膜）／シリコン酸化膜（ＳｉＯ２膜）の積層構
造を有する絶縁体等からなる絶縁層３０６を形成する。絶縁層３０６を構成するＳｉＯ２

膜は、例えばＳｉＨ２Ｃｌ２ガスとＮ２Ｏガスとを用いてＣＶＤ法により、また、Ｓｉ３

Ｎ４膜は、例えばＳｉＨ２Ｃｌ２ガスとＮＨ３ガスとを用いてＣＶＤ法により形成する。
その後、絶縁層３０６上に、例えばリン（Ｐ）を添加したポリシリコン膜（Ｐｏｌｙ－Ｓ
ｉ膜）等からなるコントロールゲート電極３０７を形成する。コントロールゲート電極３
０７は、例えば、ＳｉＨ４ガスとＰＨ３ガスとを用いてＣＶＤ法により形成する。これに
より、フローティングゲート電極３０５の上部にコントロールゲート電極３０７が形成さ
れることとなる。
【０１１２】
　最後に、ウエハ２００の主面にｎ型不純物を添加した不純物領域であるソース３０１及
びドレイン３０２をイオン注入法等により形成する。ソース３０１及びドレイン３０２の
間にはチャネル領域３０３が形成されることとなる。以上の流れにより、図１５に示すフ
ラッシュメモリが製造される。
【０１１３】
　次に、半導体装置（デバイス）の製造方法の他の一例として、ＤＲＡＭを製造する際に
、本発明の基板処理装置及び基板処理方法を適用する例、すなわち、ＤＲＡＭのゲート電
極の一部を微細な粒サイズのポリシリコン膜で構成する際に、本発明の基板処理装置及び
基板処理方法を適用する例について説明する。図１６は、微細な粒サイズのポリシリコン
膜とメタル膜とで構成したゲート電極を含むＤＲＡＭの一部を示す断面図である。
【０１１４】
　まず、シリコンウエハ２００の表面にシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）、シリコン酸窒化膜
（ＳｉＯＮ）などの絶縁体からなるゲート酸化膜４０４を形成する。ゲート酸化膜４０４
は、例えばドライ酸化やウェット酸化等の熱酸化法等により形成する。
【０１１５】
　続いて、ゲート酸化膜４０４上に、本発明の基板処理装置及び基板処理方法を適用して
、微細な粒４０５ａからなるポリシリコン膜４０５を形成する。続いて、ポリシリコン膜
４０５上に、タングステン（Ｗ）などのメタル膜４０６を形成する。メタル膜４０６は、
例えばＡＬＤ法やＣＶＤ法等により形成する。これにより、微細な粒サイズのポリシリコ
ン膜４０５とメタル膜４０６とで構成されるゲート電極４０７が形成される。
続いて、ゲート電極４０７を覆うように、例えば、シリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４膜）等か
らなる絶縁層４０８を形成する。絶縁層４０８を構成するＳｉ３Ｎ４膜は、例えばＳｉＨ

２Ｃｌ２ガスとＮＨ３ガスとを用いてＣＶＤ法により形成する。
【０１１６】
　最後に、シリコンウエハ２００の主面にｎ型不純物を添加した不純物領域であるソース
４０１及びドレイン４０２をイオン注入法等により形成する。ソース４０１及びドレイン
４０２の間にはチャネル領域４０３が形成される。以上の流れにより、図１６に示すＤＲ
ＡＭのゲート構造の製造がなされる。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明は、例えばフラッシュメモリやＤＲＡＭ等の半導体装置の製造方法及び基板処理
装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明が適用される実施形態に係る基板処理装置の平面図である。
【図２】図１に示した基板処理装置の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の処理炉の概略断面図である。
【図４】シリコン量子ドット及びポリシリコンの成形過程を説明する模式図である。
【図５】本発明の実施例１における成膜時間と膜厚増加の関係を示すグラフである。
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【図６】本発明の実施例１における反応イメージを示し、（ａ）は前洗浄を行わない場合
、（ｂ）は前洗浄を行う場合を説明する模式図である。
【図７】本発明の実施例２におけるドーパントガスの供給の有無、供給のタイミングの違
いによるシリコン粒密度制御の効果を示す電子顕微鏡画像である。
【図８】本発明の実施例２におけるシリコン系ガス、ドーパントガスの供給タイミングを
示す図である。
【図９】シリコン粒を形成する処理の前および／または処理中にドーパントガスを流す場
合（図９（ｂ））と、流さない場合（図９（ａ））との反応形態のイメージ図である。
【図１０】本発明の第３の実施例における処理室内の温度及び処理圧力の違いによるシリ
コン粒密度制御の効果を示す電子顕微鏡画像である。
【図１１】本発明の実施例３におけるシリコン系ガス、ドーパントガス、不活性ガス、の
供給タイミングと、処理圧力とを示す図である。
【図１２】シリコングレインを形成する処理を低圧で行う場合（図１２（ａ））と、高圧
で行う場合（図１２（ｂ））の反応形態のイメージ図である。
【図１３】シリコングレインを形成する処理を高温で行う場合（図１３（ａ））と、低温
で行う場合（図１３（ｂ））の反応形態のイメージ図である。
【図１４】シリコングレインを形成する処理を小流量のガスで行う場合（図１４（ａ））
と、大流量で行う場合（図１４（ｂ））の反応形態のイメージ図である。
【図１５】シリコン量子ドットで構成したフローティングゲートを含むフラッシュメモリ
の一部を示す断面図である。
【図１６】微細な粒サイズのポリシリコン膜とメタル膜とで構成したゲート電極を含むＤ
ＲＡＭの一部を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１１９】
１０　　　基板処理装置
１１２　　ウエハ移載機
１１５　　エレベータ
２０２　　処理炉
２０３　　反応管
２０７ａ　上ヒータ
２０７ｂ　下ヒータ
２０８　　断熱材
２３１　　排気ライン
２３２ａ　ガス導入ライン
２３２ｂ　ガス導入ライン
２４４    　ゲートバルブ
２４７ａ　温度コントローラ
２４８　　圧力コントローラ
２４９　　メインコントローラ
２５０　　真空ポンプ



(19) JP 4854591 B2 2012.1.18

【図１】 【図２】
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【図１２】 【図１３】
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【図１６】
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